♪ 『紙のサイズ』 知 っ て い ま す か ？
私達の生活に欠かせない紙… 紙のサイズにも共通の呼び方が
決められていて、代表的なのがA判・B判と言います。 B判は日本
独自のサイズです。

紙の寸法 （㎜）【日本標準規格紙の仕上げ寸法】

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

A0判の面積は1㎡、B0判の面積は1.5㎡、たてと横の比率は1:√2
A0判＝８４１×１１８９
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A2判＝４２０×５９４
B2 判 ＝５ １５ × ７ ２ ８
A1判＝５９４×８４１
B1判＝７２８×１０３０
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B0 判 ＝１０３０×１４５６
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A3判＝２９７×４２０
B3 判 ＝３６４×５１５
A4判＝２１０×２９７
B4 判 ＝２５７×３６４
A5判＝１４８×２１０
B5 判 ＝１８２×２５７

『街のたより』

第１６７回

アフリカのフェアトレード屋さん

「キチェコ」はスワヒリ語で「笑い声」という意味。
ショップオーナーの『星 智子』さんは鶴牧在住、
ケニアやタンザニア、ウガンダなど、色彩豊かな
東アフリカの雑貨や手編みかごなどの販売を
行っています。 タンザニアの手編みかごを取り
扱っているのは日本では現在「キチェコ」だけ。
商品は全て手作りの一点もの。 たくさんの色や
形からあなただけのお気に入りを見つけてくだ
さい。 商品をご覧になりたい方は星さんに直接
お問合せください。 チョコレートやドライフルーツ
もとても美味しいのでぜひ〜。

「朝日ジュニア学習年鑑」より

わたしは

Kichekoの最新情報はこちらを ch ec k!
Webショップ http://kicheko.net/
ブログ
http://ameblo.jp/kicheko
フェイスブック www.facebook.com/
Kicheko�AfricFairTrade
TEL 090-6203-9280

☆身近なイベント情報☆
６月２２日 （水） 〜７月５日 （火）
『新宿髙島屋』のイベントに出店します。
８月８日 （月） 〜14日 （日）
三鷹のギャラリーカフェ『ハイファミリア』にて
ギャラリー展 を予定しています。
エスニック雑貨屋 「てってストア」 さんとのコラボです。
※商品の一部は落合6丁目の『ハウスリーク』さんでも
お買い求めいただけます。
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1.「ペット博２０１６」
幕張メッセ 5/3（火・祝）・4（水・祝）・5（木・祝） …
五島美術館
5/ 8まで ……
2.「春の優品展 ー恋歌の筆のあとー 」
東京都美術館
5/12〜5/20 ……
3.「 第７６回 日本画院展」
そごう美術館 （横浜）
5/14〜5/29 ……
4.「ド・ローラ・節子の暮らし展」
5.「今田美奈子 お菓子とテーブルアート 華麗なる薔薇のおもてなし」
横浜髙島屋ギャラリー
5/21〜5/30 ……
入館ご招待券
6/30まで ……
★ 6.「葉祥明美術館」 （北鎌倉）
菊池寛実記念 智美術館
7/24まで ……
★ 7.「秋山 陽展」
入館ご招待券
6/30まで ……
★ 8.「極楽湯」 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
入園ご招待券
6/30まで ……
★ 9.「京急油壺マリンパーク」
入園ご招待券
6/30まで ……
★10.「東京ドイツ村」
入園ご招待券
9/30まで ……
★11.「西武園ゆうえんち」
入園券 (4枚１組)
６/３０まで ……
★12.「こどもの国」
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★13.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 5/20（金）・21（土）・22（日） 18:00試合開始（日付別チケット） …
★14.《東京ヤクルト VS 阪神》
神宮球場 5/24（火）・25（水）・26（木） 18:00試合開始（共通チケット） …
★15.【ＦＣ東京 VS ガンバ大阪】
味の素スタジアム
5/29（日） 17:00 キックオフ ……
★16.【横浜Fマリノス VS 柏レイソル】
日産スタジアム
5/29（日） 13:00 キックオフ ……
★17.【ＦＣ町田ゼルビア VS ギラヴァンツ北九州】 町田市立陸上競技場 5/15（日） 16:00 キックオフ ……
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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

チャットボード

つき

えさ
ゆき

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：4月30日 （土） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：4月30日 （土） 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

んによる 『 宮澤賢治

朗読

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 “宮澤賢治朗読の会”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

の会

』

7月9日（土） 17：00開演（朗読時間約 １ 時間）
セレクトショップMinicrew ２Fフリースペース
20名 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

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お客様 照会番号

フェアトレードで重要なことは、理念や支援の側面だけでなく、品
質にこだわった個性溢れる商品をきちんとお届けすることです。
生産国の人たちと、その想いを感じ取ってくれたあなたに、素敵な
製品を通じて少しでも「笑い声」が増えたらいいな、そんな想いを
込めてキチェコはフェアトレードと向き合っています。

鮮やかな
キテンゲ
（タンザニアの
伝統布）が
編み込まれた
かご

お

■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

フェアトレード（公平貿易）とは、発展途上国で作られた作物・製
品などを適正な価格で取引することにより、生産者の持続的な
生活向上を支える仕組みのことです。
消費者が気に入った商品を購入することでできる身近な国際協
力の形です。
寄附というと敷居が高く感じますが、フェアトレードであれば負担
も少なく気軽に途上国の支援ができます。
アフリカなど途上国とのフェアトレードは、１９６０年代から欧州を中
心に広まりました。 現在では日本でもフェアトレードに取り組む
団体やフェアトレード商品を扱うお店が増えてきています。

５組様
５組様
５組様
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《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第1希望

【フェアトレードって そもそもどんなこと？】

４月17日 （日） 『アースディ南大沢』に出店しました。

☆プレゼントコーナー☆

201６/4/25

「この子たちは何 ？ ！ 」 〜周りに群がるストリートチルドレンを前に、
大学生だった私はショックを隠せませんでした。 卒業旅行で訪れた
ケニアの首都ナイロビで見たその光景は今でもはっきりと覚えて
います。 その時以来、「子どもが子どもらしく生活する」にはどうす
ればよいか、私に何ができるかを考えるようになりました。 フェア
トレードのことを知ったのもこのころです。
親の収入が安定すれば、子どもが仕事や食べ物を求めて路上に
出ることもなくなります。 しかも、フェアトレードで安定的な収入が
実現すれば、「作る人」「売る人」「買う人」すべての人が満たされ
ることになります。 こうして、フェアトレードを通じてストリートチルド
レンを救いたいと考えるようになりました。 その舞台として、全て
の原点であるケニアを含む、東アフリカを選ぶことにしたのです。
お店の名前は「Kicheko（キチェコ）」、スワヒリ語で「笑い声」と
いう意味を持ちます。 フェアトレードを通じてみんなが笑顔にな
りますようにという願いを込めました。 「かわいい」や「ステキ」の
気持ちから始まる国際協力 〜 そんな笑顔あふれるお買い物を、
キチェコからみなさまへお届けしたいと思っています。

『Kicheko』

A6判＝１０５×１４８
B6 判 ＝１２８×１８２
A7判＝７４×１０５
B7 判 ＝９１×１２８

ボーダーコリーの『はるちゃん』
（１０歳／女の子）です。
食べることが大好きな『はるちゃ
ん』でしたが「すい炎」という病気
になり、食事制限されて３年に
なります。 若い時は走ったり、
ボール遊びをしたり…活発な女
の子でしたが、１０歳になり運動
量が少なくなってきました。
But… ドライブが大好きで若
い時と変わらず、車の中を走り
回っています。 月に１〜２回ドライブにでかけるのが今は一番
の楽しみです！ 夜、寝るときは私の布団の上で枕を上手につ
かって寝ています。 私が布団に入れないぐらい良く寝ています。
ステキな目は子犬の頃から変わらず、その目で見つめられると
家族みんながメロメロになってしまいます。 ♥♥

プレゼント応募用紙

【Kichekoがフェアトレードを始めた理由】

キ チ ェ コ

〠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

http://www.sawayaka-mail.com

大好評！
第８０回

【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』

バスツアー

■旅行期日：５月９日（月）
■旅行代金：大人 ８８００円／ こども同額
※昼食付き
◆本日（４/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。
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