♪「ハロウィンを楽しく食べちゃおう！！」
【ハロウィンカレー】

お茶碗などで型をとった
ケチャップライスに
のりでキリとった
目・鼻・口をつける

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om

ゆでたにんじんを
星型で切り抜く

201５年10月25日 (日）vol.3６０

カレー

【たまごのおばけ】

『街のたより』 第161回

ゆでたまごに
のりで目・口を
つける

【ウインナーのミイラ】

“１０００名のサンタクロースが真っ赤に染める！”

『第3回 聖蹟サンタマラソン』
〜アットホームでファンキーな体験を〜

【プチおむすび】

１２ 月 １３ 日 （日）

９：３０ スタート

場所：多摩川河川敷 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分 一ノ宮公園
募集：１０００名（最大）／ 募集期間： １ １ 月１０日まで

塩むすびに
目・口はのり

☆大皿にレタスをひいて、盛りつけます。 彩りにはミニトマトも忘れずに！

多摩川
一ノ
宮公
園

わたしは

ミニチュアダックスフンドの
『ペルーサ』（女の子５歳）です。
朝と夕方、１日２回の
お散歩が大好き！
転がるボールを見るのが
楽しそう…
犬用ビスケットが大好物、
これからも一緒に遊んでね。

☆エントリー受付中☆
お申込み・大会要項はＷｅｂでチェック ！

折返しポイント

新宿→

のりで巻いた
おむすびに
目・鼻・口はチーズ

四谷
大橋

ウインナーソーセージに
目（ごま）をつけ、スライスチーズを
１㎝幅に切り、巻きつける

←八

王子

START & GOAL
京王線
聖蹟桜ヶ丘駅

☆お問合せ先 TEL080-3153-4422（馬場）
Mail bbbsenshi1129@gmail.com

12月の第２日曜日、京王線が多摩川を超える時、河川敷が真っ赤 ！ ？ そんな光景が目に入って来たその日は… そう
『聖蹟サンタマラソン』の開催日です ！ 今年も、1000名のランナーで一ノ宮公園を真っ赤に染めましょう ！
ドレスコードはサンタクロース、そんな愉快で楽しい大会です。 種目は「リレーマラソン」「ひよこの部」「親子リレー」の
３種目。 「３時間耐久リレーマラソン」はチームで時間内にどれだけの距離を走れるか競います。 大会ですので、
好記録で上位を狙うのも良いですが、記録を気にせず仲間とワイワイ楽しく走れる所も、リレーマラソンの面白さです！ ！
「ひよこの部」は未就学児のちびっ子達が42.195mを走ります。 一生懸命走る姿に毎回癒されます ！ ！ 「親子リレー」
は小学生の子どもと親と２人 １ 組のリレーです。 子どもに“カッコイイところ”を見せたいですね ！ ！
各種目（ひよこの部除く）とも上位チームには賞典もございます。 また、素敵なサンタさんにはベストサンタ賞もござい
ます ！ ！ 地域密着でアットホームな大会です。 １２月のイベントとして定着するようにがんばっています ！ 多摩市の皆様の
たくさんのご参加をお待ちしています ！ ！
★エントリー受付中！ 大会ボランティアスタッフも同時に

♡♡♡

☆プレゼントコーナー☆

募集しています。 皆様のご参加お待ちしています。

★ 1.「 第２８回 横浜骨董ワールド」

パシフィコ横浜Cホール
11/13（金）〜15（日）３日間 …………… ５組様

★ 2.「 生誕１２０年 鈴木信太郎展」
★ 3.「 第38回 白亜展」
★ 4.「 第41回公募２０１5 現代童画展」
★ 5.「 逆境の絵師 久隅守景」
★ 6.「FPS24-JRの映像」
★ 7.「佐竹氏の秋田開発」 展
★ 8.「 改組新第２回 日展」
★ 9.「市川市東山魁夷記念館」
★10.「葉祥明美術館」 （北鎌倉）
★11.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★12.「東洋館」 漫才・コント・バラエティ定席

そごう美術館（横浜）

11/15まで …………… ５組様

東京都美術館

11/7〜11/15 …………… ５組様

東京都美術館

11/8〜11/15 …………… ５組様

サントリー美術館

11/29まで …………… ５組様

ワタリウム美術館

11/8〜11/29 …………… ５組様

千秋文庫

12/ 5まで …………… ５組様

国立新美術館

12/ 6まで …………… ５組様

ご招待券

12/13まで …………… ５組様

入館ご招待券

12/31まで …………… ５組様

入館ご招待券

12/31まで …………… ５組様

ご招待券

一般社団法人TAMA RUNNERS 代表理事 馬場 保孝
HP http://www.santamarathon.tokyo/
FB https://www.facebook.com/sakuragaoka.marathon

チャットボード

11/11〜12/ 9 …………… ５組様

（※利用できない日： 土曜・日曜・祝日、11/20・11/30）

★13.「 多摩市立温水プール アクアブルー多摩」
ペアご招待券
11/30まで ……………
ご招待券
12/31まで ……………
★14.「横浜マリンタワー」
入園券 (4枚１組)
１2/30まで ……………
★15.「こどもの国」
入園ご招待券
12/31まで ……………
★16.「東京ドイツ村」
★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS ブラウブリッツ秋田】 町田市立陸上競技場11/15（日） 14:00キックオフ …

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望
★NO.(

５名様
５組様
５組様
５組様
５組様

第2希望
) ★NO.(

2015/10/25

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

１ 枚希望

１ 枚希望

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

お名前

様

TEL
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：10月30日 （金） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・スマートフォン：10月30日 （金） 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。
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

おつきゆきえさんによる

『おとなのための絵本の会』

らせ

おはなしの出前を届けてくれるおつきゆきえさんによる
“大人のための朗読会”です。 初めての方もぜひご参加ください。
＊日 時
＊場 所
＊定 員
＊参加費

12月5日（土） 17：00開演（朗読時間約 １ 時間）
ASA多摩センター ２Fフリースペース
定員になり次第、締め切らせていただきます。
おひとりさま ￥１２００のところ ￥６００で…
（当店読者以外の方は1200円となります。 ご了承下さい）

参加希望の方は FAX・お葉書・HPからお申し込みください。
申込先

〠206-0033

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『おつきゆきえさんの朗読の会』係 まで

フリーFAX 0800-800-3154

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お客様 照会番号

毎年

マスイベント
のお
！ クリス
評
知
好

http://www.sawayaka-mail.com

大好評！
第77回

バスツアー

成田山新勝寺初参り
■旅行期日：1月11日（月祝）
■旅行代金：６９００円（昼食付き）

日 程：発地－成田山新勝寺（『海老屋にて“開運御膳”昼食 初参り）
－柴又（帝釈天など自由散策）－発地着

◆本日（10/25）、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

