ぼくたちは
長年、中国料理『喜福』の
番犬として愛されてきた
『コービー』（ラブラドールレト
リバー♂）が １０月21日、
天国に行ってしまいました。
人気者だった『コービー』、
ご近所のみなさんが息子のように可愛がってくれて
いたので、亡くなった時は
本当につらかったです。
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『街のたより』 第163回

これからは１２月２０日で１０歳
になる『キャビア』（フレンチブ
ルドッグ♂）がお兄ちゃんに
代わって番犬頑張ります！
みなさんよろしくお願いします。

〜２０１５後半のイベントを振り返って〜

《X’masコットンでつくる
ミニリース講習会》

♥♥♥

11/2８ （土） ASA多摩センター店2Fフリースペース
講師：橋本 敦子先生

“今月のイイネ！” Vol. １1
9/22（火祝）に行われたイベント『KAOFES』に
“ワラーチ”（走るサンダル）作りを子供たちに教える
講師として参加しました。

２００６年以来 ９ 年ぶりに復活した人気イベント、先生が用意してくださった数種類のクリスマス
コットンがあまりにも可愛くて感激 ！ 橋本先生の優しいお人柄に加えて、助手の先生が３人も
来て下さったので、わからないことはすぐに解決… 黙々と行う手仕事もみなさん苦にならない
ご様子で時間が過ぎていきました。 手のひらサイズのぷっくりとしたミニリース、リボンとベルを
つけて完成… ご参加いただいたみなさまが楽しそうに帰路につかれたのが印象的でした。

【お客さまのご感想】
ワラーチの作り方はシンプル、自分の
足型を厚紙になぞり、型に合わせて
ゴム版を切り、紐を通す穴３点をポン
チであけて、ゴム紐で結んで出来上
がり ！ …とはいえ、子供たちは初め
て使う素材に悪戦苦闘
、ゴムを
切るのも初めてだろうし、ポンチでハ
ンマーを打つのも初めて… 大人は
力の入れ方をアドバイスしたり、掛け
声をかけたりしてお手伝い。
「穴をあける位置はくるぶしぐらいだ
よ〜」と説明したら、「くるぶしってどこ
なの〜？』初めて使う道具や初めて知ることがいっぱい… ワラーチ作
りを通して新しい経験ができたのかな〜？
子供たちはワイワイと楽しそうに作っていました。 できあがったらすぐに
歩いたり走り出したり… イベントが終わるまで履いていてくれる子もい
て、初めの心配をよそにみんなが笑顔 ！ “参加してよかったな〜”と
実感しました。
手伝っ て く れ た“ラ ン友”、参加さ せて
くれた主催者にも感謝です。
ASAの年間イベントに「ワラーチ作り」の
ワークショップが加えられるよう計画中。
ご興味がある方のリクエストもお待ちし
ています。

＊ゆっくり、丁寧な指導で作り上げることができました。 最後のひとつは家での宿題ですが、楽しくできそう
です。
鶴牧
Yさん
＊久しぶりの針仕事… 楽しませていただき大変うれしく思います。 楽しいひとときをありがとうございまし
た。
鶴牧
Hさん
＊橋本先生はじめ講師の先生方がとてもていねいに親切に教えてくださり、とても楽しく作ることができまし
た。 材料のご準備も至れり尽くせりで本当に感激しました。 お教室で１つ作成できたので、もう少し頑張
って家でもう１つ作成したいと思います。 来週末に母校のクリスマス礼拝があるので、バザーの献品にし
たいと思います。 とっても素敵なクリスマスリースができて本当に嬉しかったです。 鶴牧
Mさん
＊お部屋に入って初めて目にしたミニリース達… 第一声“可愛い〜 ！ ” でした。 先生方に手とり足とりご親
切にご指導いただき、２時間後にはマイミニリースが完成。 夢中ですごした２時間でした。 ご指導くださっ
た先生方、ありがとうございました。 すてきなX’mas になりそうです。
鶴牧
Tさん
＊とても可愛いミニリースができあがり嬉しいです。 あっという間に時間が過ぎ、親切に教えて下さり分り
易かったです。 またこの様なイベントがあれば参加したいです。
落合
Iさん
＊手芸が好きなので参加できてうれしいです。 簡単に仕上がり楽しく過ごせました。 また、季節に合わせ
た講習会を期待していますのでよろしくお願いいたします。
永山
Mさん
＊布でリースを作ったのは初めてで楽しく、最後できあがった時には感銘を受けました。 最初から最後まで
ご指導いただきありがとうございました。
諏訪
Aさん
＊おなじもの（パーツ）を１０個つくるのが大変でしたが、とってもかわいいリースができました。
親子でご参加
永山
Tさん（お母様）
☆いっぱい作るのはたいへんだったけど、たのしかったです ！ （お嬢様）

《ワラーチとは？》
メキシコの走る民族タラウマラ族（ララムリ）が普段の生活で履いている
廃タイヤと革紐で作った履物のこと。 ララムリ達はワラーチで険しい
山を数百キロ走り続けても、ケロリとしていて痛いところもないといいま
す。 履物がシンプルなゆえに体の使い方が磨かれているのでしょう。
また、世界のウルトラトレイルマラソンレース（山岳コースを長い距離
走るレース）に出場して優勝したりしています。
小説『Born to run』で紹介されて有名になり
ました。

《おまけ》 富士山の周りを１周（約１６０㎞）する
大会『ウルトラトレイルマウント富士（UTMF）』
が開催（9/25・26・27）され、参加のため来日
したララムリ達は、残念ながら悪天候と日本の
路 面が合わ ず途中リタ イヤとなりまし たが 、
帰国前にメキシコ大使館で開かれたレセプシ
ョンになんと僕は招待され、小説の登場人物が
目の前に…。
♥♥
夢のような時間をすごしました。
システム担当 南條 光一

チャットくんクイズ

チャットボード
昼間は色とりどりの
花が咲きこころ
癒されるガーデン…
夜には
イルミネーションが
美しく輝きます。
終了。
ーサンタ》
《 デ リ バ リ さ ん た ち も 本 日 で 任 務間 を

ASAニュータウン永山店の
☆☆☆ガーデンイルミネーション☆☆☆
LEDライトをタイマーで管理、できる限り節電に努めています。
★年明け１５日ごろまで点灯します。

好評につき、増便いたしました。 定員により
キャンセル待ちをお願いしたお客様には
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。

大好評！
第77回

バスツアー
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成田山新勝寺と柴又帝釈天初参り
■旅行期日：1月11日（月祝）
■旅行代金：６９００円（子供同額）※昼食付き

◆本日（1２/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

ご当選 おめでとうございます ！
答え（6）

『クリスマスラッキーパック』
当選者発表！！

違っていたところ
①リボン
②リースの星の形
③首輪の色
④チャットくんの眉（目の上の毛）
⑤お皿のお肉がケーキに

⑥無し（正解）
⑦フォークがスプーンに
なっている

鈴木 高夫 様
中村 裕司 様
山内
進
様
濱野 芳幸 様
紀藤 礼一郎 様
塩沢
賢
様
吉野 宏厚 様
田村
充
様
野口 博司 様
横山 文彦 様

年末年始 お留守のため
新聞を一時休止されるお客さまへ
休止の間、お取り置きのサービスが
ありますので、ぜひご利用下さい。
※新聞は月ぎめ定価のため、お値引きは
１ 週間以上が対象となります。
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