♪ 暦の『六曜』 っ て 知 っ て い ま す か ？
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201６年３月25日 (金）vol.3７０

『街のたより』

第１６６回

多摩ニュータウンを中心とした
地域の活動として、年代を超え
た仲間作りを最重要テーマに
かかげ運営され、3歳から60歳
まで400名程の選手、指導者が
集い活動しています。
新年度からは多くのリクエスト
もあり、広く門戸を広げ、所属
チームに関係なくスクール生の
受入も開始します。 地域の活
動として都合の付く時にチョッ
ト遊びに行く感覚で参加でき
ます。 もちろん保護者による
当番なども一切ありません。
大人の皆さんにも運動不足解
消、地域の友達作りにもお役に
立てればと思います。

ぼくは

我が家の『ポッキー』
（男の子２歳／７kg）です。
ミニチュアシュナウザーはグレーの
毛色の子が多いのですが『ポッキ
ー』は黒。 子犬の頃はもっと真っ
黒でした。
お友達のワンちゃんにも友好的で
吠えることはほとんどありませんが、
どちらかというと人のほうが好き
かもしれません。 お散歩が大好き！
マンションのドッグランでよく遊ぶ
のですが、一度だけ脱走してしまっ
たときは管理人室でじっと待っていたお利口さんです。
ある日、おみやげとして用意していたお饅頭（１２個入り）を
食べてしまった時は怒られてシュンとしていました。

４月３日にはクラブ全般の活動
に関して説明会を行います。
事前申し込みは必要ありません
が、毎回満席になりますので
早めのご来場をお勧めします。
鶴牧SC 石神

1.「 ファッション史の愉しみ 石山 彰ブック・コレクションより」
2.「 第６６回 モダンアート展」
3.「 第２９回 横浜骨董ワールド」
4.「ヨーロピアン・モード」
5.「 春季特別展 村上豊 展」
6.「書と出逢うとき」
7.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
8.「東京タワー水族館」
9.「こどもの国」
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多摩市唐木田1-31-4
042-373-8214

4/10まで ………

入館ご招待券

6/30まで ………

平日ご招待券

4/28まで ………

入園券 (4枚１組)

6/30まで ………
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東京都美術館

4/16まで ………
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パシフィコ横浜Cホール
文化学園服飾博物館

4/22〜4/24 ………
5/17まで ………

講談社野間記念館

5/22まで ………

相田みつを美術館

6/12まで ………

18:00試合開始（日付別チケット）
18:00試合開始（日付別チケット）
4/29（祝） 17:00 キックオフ
4/24（日） 1４:00 キックオフ
4/30（土） 19:00 キックオフ
4/23（土） 13:00 キックオフ

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

ジュニアユースクラス 中学生対象スクール

中学生〜大人女性対象

◆ママさん初心者
◆学生経験者

毎週日曜日／多摩市立鶴牧中学校 18:45〜20:45
年会費 ￥７０００〜

ジュニアクラス

他クラブに入っていても
参加できます

小学生の男女対象

選手コースも同時募集中

毎週水曜日／宝野公園

15:30〜17:00

毎週木曜日／宝野公園

16:30〜18:00

新６〜３年対象
新３〜１年対象

スクール

毎週木曜日／鶴牧中体育館

新6〜4年対象
全学年対象
月会費 ￥２０００ 何回通っても同料金です

《お知らせ》

から

＊応募締切り
ハガキ：3月30日 （水） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：3月30日 （水） 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。

現在、Minicrewが入居中のビルにおいて、
外壁タイル改修工事が行われております。
工事期間中はビルにシートを張り、足場を組んでの
作業となるため、ウィンドウディスプレイが見づらく
なっておりますが、通常通り営業しておりますので
店内までぜひ足をお運びください。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
工事期間 ～4月下旬まで
大好評！
第８０回

バスツアー

【2つの美術展休館日貸切特別内覧】

『黒田清輝展』と『安田靫彦展』

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

18:45〜20:45

毎週金曜日／南豊ヶ丘フィールド 17:00〜19:00

■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 ！

スマホからも
簡単アクセス！

区

毎週水曜日／宝野公園 15:30〜17:00
スクール 毎週木曜日／宝野公園 16:30〜18:00
毎週金曜日／南豊ヶ丘フィールド 17:00〜19:00

レジーナクラス

チャットボード

多摩市

お客様 照会番号

３歳〜６歳の男女対象

《応募方法》

ご住所

TEL

毎週日曜日 体験会開催中
スクール 多摩市立南鶴牧小学校【天然芝】
9:20〜10:20

キンダークラス

女子フットサルクラス （選手＆スクール）

世田谷美術館

http://www.asawebtama.com/

様

活動説明会：２０１６年４月３日（日） 南鶴牧小学校３階 特活室
10:45受付 11:00〜11:45
対象：３歳前後〜小学生男女の保護者 （室内履きをご持参ください）
内容：活動案内、入会申込方法、他 クラブ全般の活動に関する説明会です
ジュニア（小学生）、レジーナ（小学生女子）、
キンダー（３歳前後〜６歳）

月会費 ￥３０００（部活にはいっていても参加できます）

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

お名前

練習機会の確保を経験豊富な公認指導者がサポートします。
＊スクール生は協会選手登録は行いません。

毎週火曜日／多摩市総合体育館 18:30〜20:30
毎週水曜日／宝野公園
16:30〜18:00
毎週木曜日／多摩市総合体育館 18:30〜20:30

地域サイト
１ 枚希望

新規メンバーを募集開始

月会費 ￥２０００ スクール車での送迎あり（別途実費）※送迎には定員があります
選手コースも同時募集中

info@tsurumakisc.jp
090-3235-4101

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

201６/3/25

http://tsurumakisc.jp

《問合せ先事務局》

★10.《東京ヤクルト VS 巨人》 神宮球場 4/12（火）・13（水）・14（木）
★11.《東京ヤクルト VS 広島》 神宮球場 4/26（火）・27（水）・28（木）
★12.【ＦＣ東京 VS アビスパ福岡】
味の素スタジアム
★13.【横浜Fマリノス VS サンフレッチェ広島】 日産スタジアム
★14.【横浜Fマリノス VS 湘南ベルマーレ】
日産スタジアム
★15.【ＦＣ町田ゼルビア VS V・ファーレン長崎】 町田市立陸上競技場

プレゼント応募用紙

鶴牧サッカークラブ

小学生の少女対象

☆プレゼントコーナー☆
★
★
★
★
★
★
★
★
★

日本サッカー協会登録

■旅行期日：５月９日（月）
■旅行代金：大人 ８，８００円（ 子供同額）
※昼食付き

◆本日（3/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

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

発行所
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◆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

