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『街のたより』 第15９回
カ オ フェス

『朝日ジュニア学習年鑑』より抜粋

子供達が逞しく育つ、その瞬間を見逃すな！
ＫＡＯＦＥＳは、 子供達が 『遊び』 『学び』 『仕事』 を経験し、
自分たちで考えながら街をつくりあげていく、 新しい形のフェスです。

わたしは

『ミイコ』女の子
２年半ほど前、この仔はお腹に
赤ちゃんをかかえた野良でした。
不憫でしたがご近所の奥さまた
ちと捕獲して、病院で不妊、いろ
いろな検査、予防接種、シャン
プー等をしてもらった結果、家に
やってきました。
私どもも若くなく最期まで面倒を見きれないからと、飼うことは随
分断ったのですが、「どうかお願い』の６回目のお電話で終に陥落。
「我が家で面倒を見てやれなくなった時は必ず後を頼みます。」との
約束のうえ引取ったのがこの仔「ミイコ」です。 もともと動物は大好
きですから飼うほどに情が移ります。 彼女はもうしっかり家族の一
員となりました。 年々、生きとし生きるものが愛おしくてならない
昨今ですが、この仔の最期は？と考えると胸が痛みます。 せめて今
の内だけでもしっかり可愛がってやりたいのですが想いは複雑です。
ご近所の皆様にも野良上がり故にお掛けする迷惑に深くお詫び
を申し上げます。

９ 月 ２０ 日 （日）
場所： 約束の場所（一ノ宮公園） 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分

入場料 ： 無料／ KAOFES 参加費１人 1000 円

【イベント内容】
お仕事をして「KAOマネー」をゲット。 「稼ぐ」ことを体験し、KAOマネーを使って遊びます。 普段おねだりする子どもたち
も自分で稼いだお金の使い道は意外と慎重だったり ！ ？ KAOFES会場には移動動物園・ふわふわ遊具・ミニSL・縁日
などKAOマネーで遊べるコンテンツがたくさんあります。 他にも泡パーティ・多摩市のこどもたちによるライブステージ・
ラスカルと記念撮影・多摩市の飲食店によるフードコートなど充実の内容で1日中楽しめる体験型のイベントです。
多摩市で育つ子どもたちが、この街を大好きになって住み続けたいと思う、そんなきっかけになるよう、 スタッフ一同
準備を進めています。

ボランティアスタッフ随時募集中 ！
スタッフの募集・最新情報は
ホームページ等でチェック ！

お仕事体験

泡パーティー

◆

☆プレゼントコーナー☆

主
催：KAOFES実行委員会
後
援：多摩市
特別協賛：赤枝医院

★ 1. あしたのジョー＋エースをねらえ ！ ＋アタックNO.1＋巨人の星＝ 『スポコン展 ！ 』
松屋銀座 9/ 7まで ……… ５組様
日本橋三越本店
9/ 2〜9/ 7
★ 2.「いけばなの根源 池坊展」
9/ ４〜9/18
★ 3.「懐かしのおもちゃ大博覧会 ～昭和のアニメ・特撮ヒーロ大集合～ 」 デックス東京ビーチ
パルコミュージアム
9/11〜9/23
★ 4.「 劇団☆新感線３５周年記念 大☆新感線博」
世田谷文学館
9/23まで
★ 5.「宮西達也 ワンダーランド展 」
森アーツセンターギャラリー 9/27まで
★ 6.「機動戦士ガンダム展」
国立新美術館
9/16〜9/28
★ 7.「 第70回記念 行動展」
入館ご招待券
9/30まで
★ 8.「葉祥明美術館」 （北鎌倉）
東京都美術館
9/18〜10/ 3
★ 9.「 第77回 一水会展」
そごう美術館（横浜）
9/ 5〜10/ 4
★10.「明治有田 超絶の美 万国博覧会の時代 」
ご招待券
9/ 4〜10/18
★11.「市川市東山魁夷記念館」
五島美術館
9/ 5〜10/18
★12.「秋の優品展 －宗教と美術ー」
平日ご招待券
9/11〜10/ 9
★13.「東洋館」 漫才・コント・バラエティ定席
入館ご招待券
９/３０まで
★14.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★15.「上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族園・都立9庭園」
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はがきに、点線で切ってお送り下さい。
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《応募方法》

第1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

2015/8/25

第3希望
) ★NO.(

)

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
いただき、Myページからご応募ください。
Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！
地域サイト

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

＊応募締切り
ハガキ：8月31日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：8月31日 （月） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット １ 組は ２ 枚です。 １ 枚のみをご希望の方は １ 枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

チャットボード
『第３回 デジタル体験会』 の お知らせ
◆日

時

9/11（金） ①午前の部10:00〜12:00
②午後の部14:00〜16:00
◆会 場 ASA多摩センター フリースペース
◆定 員 若干名で定員となります。
◆参加費 無料 どなたでも参加いただけます。
朝デジキャラ デジモ
◆申込み・お問合せ ： ASA多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211 ※電話のみでの受付になります。

ゆきえさんの朗読の会
2015年7月４日（土）

夏の恒例となりつつある、宮沢賢
治の朗読会でした。 急にやって
来た猛暑の中、到着したお客様方
は涼しい会場にホッと一息。
そして間もなく会が始まりました。
今回は『一足森の中』へ入り、さま
よう３作品。 ゆきえさんがスッとページを開き、朗読を始めると、その
瞬間から世界が動き始めます。 色々な緑の中を動物たちが自由に
喋り、ドラマを繰り広げ、文字を追っているだけでは見ることのできない
豊かな物語の世界が広がります。 いつも感じることですが『声だけ』
とはとても思えないような臨場感。 まさに『ゆきえさんマジック 』 ！
どんどんと物語に吸い込まれるように時間が経ち、最後はまるで外の
暑さからかけ離れた夜空の下へ着陸したようでした。
１ 時 間以上の会もあっと言う間に終了。
『もうこんな時間？』 『 わっ ！ 本当だ ！ 』 というお客様の会話が印象的
でした。 知っているようで知らない宮澤賢治の世界、早くも次回が
楽しみです。
スタッフ記

大好評 ！
第７6回

バスツアー

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154

HP：http://www.kaofes.net/
facebook：
https://www.facebook.com/KAOFES
twitter：
https://twitter.com/kaofes
◆

協 賛 ： トヨタ西東京カローラ株式会社・京王電鉄株式会社・株式会社大塚設備
株式会社調布清掃・武井小児科・chou-chou・聖蹟桜ヶ丘OPA・ tak beans
株式会社ウィズチャイルド・日本アニメーション・虎’s DINING・COCOFIT

共通入場引換券（いずれかの施設 １ ヶ所のみ有効） 9/30まで ……… 10組様
入園ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★16.「京急油壺マリンパーク」
入園ご招待券
9/30まで ……… ５組様
★17.「東京ドイツ村」
入園券 (4枚１組)
１2/30まで ……… 5組様
★18.「こどもの国」
9/15（火） 18：00試合開始
………………… 5組様
★19.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場
神宮球場
9/19（土） 18：00試合開始
………………… 5組様
★20.《東京ヤクルト VS 巨人》
★21.《東京ヤクルト VS 広島》 神宮球場 9/22（祝火）18：00 ・23（祝水）13：00試合開始（日付別チケット） … 5組様
★22.【FC東京 VS 松本山雅FC》 味の素スタジアム 9/26（土） 18：３0 キックオフ ……………… 5組様
★23.【ＦＣ町田ゼルビア VS Jリーグアンダー２２選抜】 町田市立陸上競技場 9/23（祝）17:30キックオフ … 5組様

プレゼント応募用紙

一昨年まで【AKAEDA FESTIVAL】として、赤枝医院で
誕生した子供達をメインに開催されていたフェスですが、
昨年どなたでも参加ができる、『子供達が創る未来の楽しい
街づくり』【KAOFES】として生まれ変わりました。
今年も開催します ！
ただのお祭りではなく【KIDS ARE OK ! 】 。
心配ないんです。 子供たちは日々たくましく成長しています。
【KAOFES】で催される様々なイベントの中で、
お子様の成長を見守りましょう。

『懐古園のもみじまつり』
■旅行期日：11月4日（水）
■旅行代金：8900円（昼食付）

◆本日（８/ 25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

発行所
発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

