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第1希望 第2希望 第3希望

★NO.(       ) ★NO.(       ) ★NO.(       )

TEL

多摩市

お名前 様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

１ 枚希望 １ 枚希望 １ 枚希望

『倉智ダコタ』です。

２００５年３月２７日生まれの

「ラブラドール・レトリバー」で

今年11歳になったおばあちゃん

です。

近頃、口のまわりが白くなって

きましたがとっても元気です。

黒くて大きいのでみんな怖がり

ますが、おとなしくてやさしい性格

で小さな子供が大好きです ！

お散歩のときも、近くの保育園の小さな園児さんを見つける

と、そばまで行って“おすわり”をして、じ～っと見守っています。

特技はサッカーです。　鼻を使って上手にボールを転がします。

『ダコタちゃん』の兄弟は警察犬になりました。

大事な大事なわが家の家族です。♥

『街のたより』 第１６８回

チャットボード

♪漢字で世界の「国・都市」を表すと？

５/28（土）

＊今、親や教師に何が問われているのか
　～キリスト教学校現場から見えてくるもの～
　ゲスト：安積　力也氏

　　　　　　　　　　　　　（基督教独立学園高校　前校長）

時間・開催場所　　10:30～12:00／G101

『ミニバザー』（日本基督教団永山協会も参加します。）

今回初 ！ ！ 　さつま串（生姜味・タコ味）を販売します。

１０：００～１６：００
 （入場は１５：３０まで）

＊恵泉フラワースクールによる

フラワーアレンジメントのミニレッスン
大人も子どもも気軽に受けられる、ミニレッスンを開催します。

10:00～15:30／FG棟エントランス

＊農場ツアー（中庭園芸ツアーデスクで受付）
教育農場の老舗、恵泉自慢の農場を、肌で感じてみませんか？

10:30～15:00

＊福島を忘れないで～関心を持とう、つながろう、風評を越えて～
～福島県の有機農業者の農産物販売と活動報告～

10:00～16:00／南野キャンパス

＊メイポールダンス♪
春の訪れを祝って学生たちが

踊りながらリボンを編み上げます。
12:45～13:00、15:45～16:00／前庭芝生（雨天時中止）

＊チアリーディング部 PEPS
 みなさんに笑顔になっていただけるよう、

ダンス・スタンツをご披露します 。
10:45～11:00、14:15～14:30／前庭（雨天時・学生食堂）

＊オーガニックカフェ・ショップ
生産者さんの想いが詰まったお料理を

お手頃価格で味わえます。
10:00～16:00／南野キャンパス・オーガニックカフェ

キリスト教センター講演会

キリスト教文化研究所 講演会

＊人と人をつなぐ食のパワー
　～美味しいパリの食卓シーンから学んだこと～
　ゲスト：森　由美子氏（ヘルシーフレンチ研究家）

時間・開催場所　　12:30～13:30／チャペル

汝の光を輝かせ -Let your light shine-　

恵泉女学園大学
多摩市南野 ２-１０-１ TEL042-376-8217

www.keisen.ac.jp

2016/5/25

★ 1.「あじさい観賞ご招待券」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京サマーランド　　　　 　6/11～7/8 ……………  5組様

★ 2.「国際公募　第52回　2016　亜細亜現代美術展」　　　東京都美術館　　　　　 　　　 5/30まで ……………  5組様

★ 3.「第87回　第一美術展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立新美術館　　　　　 　　　　6/ 6まで ……………  5組様

★ 4.「公募　第42回　現代水墨・墨彩画2016　日本自由画壇展」　国立新美術館　  　　　　　6/8～6/20 ……………  5組様

★ 5.「近代日本の美人画展」　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 講談社野間記念館　　 　　　7/ 1まで ……………  5組様

★ 6.「園子温 展『ひそひそ星』」　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワタリウム美術館　　　　　　  7/ 3まで ……………  5組様

★ 7.「伊勢型紙・夏文様物語り」　　　　　　　　　　　　　　　　　 紀尾井アートギャラリー　　　7/17まで ……………  5組様

★ 8.「秋山　陽展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 菊池寛実記念智美術館　　  7/24まで ……………  5組様

★ 9.「極楽湯」8店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　　　　入館ご招待券 　　　　　　　　 6/30まで ……………  5組様

★10.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  入園券 (4枚１組)　　　　  　　6/30まで ……………  5組様

★11.「東丹沢グリーンパーク」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご招待券　　　　　　　　　　　　　8/31まで ……………  5組様

★12.《東京ヤクルト VS 埼玉西武》 神宮球場　6/17（金）18：00・6/18（土）14：00・6/19（日）13：00試合開始（日付別チケット） …  5組様

★13.《東京ヤクルト VS 中日》 神宮球場　6/24（金）18：00・6/25（土）14：00・6/26（日）13：00試合開始（日付別チケット） …  5組様

★14.【FC東京 VS アルビレックス新潟》 　味の素スタジアム　　　　　6/18（土）　　　19：00キックオフ  ………  5組様

★15.【横浜Fマリノス VS FC東京》　　　　  日産スタジアム　 　　　　　 6/25（土）　　　19：00キックオフ  ………  5組様

★16.【FC町田ゼルビア VS 愛媛FC》　　　 町田市立陸上競技場　  6/19（日）　　 18：00キックオフ  ………  5組様

＊教科書で教えていない
　　　　　　　　　　　　　　日清・日露戦争と「今」
　～日清・日露戦争の歴史から日本の
　　　　　　　　　　　　　　　　　歩むべき道を考えます～
　ゲスト：原 　朗氏（東京大学　名誉教授）

時間・開催場所　　14:00～16:00／J202

講演会

聖書・国際・園芸という恵泉教育の豊かな土壌に、
「平和」という花を咲かせるために、どんな種を
播くのか。　キャンバスが一番美しいこの時期に、
一緒にヒントを探りませんか？

恵泉スプリングフェスティバル2016

お問合せ
お申込み先

■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/
　　★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

《 応 募 方 法 》

〠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

＊応募締切り　　　ハガキ：5月30日 （月）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：5月30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　　　　　　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。

レ

 スマホからも
簡単アクセス！

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 
　　　　　　http://www.sawayaka-mail.com

参加希望の方は　FAX・お葉書・HPからお申し込みください。 

＊日　　時　　　7月9日（土）　17：00開演（朗読時間約 １ 時間）

＊場　　所　　　セレクトショップMinicrew ２Fフリースペース

＊定   員    定員になり次第、締め切らせていただきます。

＊参加費　　　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。）

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。

おつきゆきえさんによる『宮澤賢治朗読の会』

未来へ種を播こう ！スプフェス ２０１６

オープンキャンパス同時開催

恵泉の学びの礎である聖書・国際・園芸を
柱としたイベントが盛り沢山！

美しいキャンパスにぜひ遊びにきて下さい。

※詳細についてはHPをご覧ください。

【解答＆解説】
①エジプト…中国語を音訳したもので、最初の二文字「エジ（埃及）」

　　　　　  　　　　だけで表す。　砂漠に舞う砂埃の意を付与したらしい

②アフリカ…中国語は「非洲」と書く

③ギリシア…古代ギリシアの国家の名称　　　　　　　にあてた中国南方系

　　　　　　　　　  発音による音訳

④スペイン…中国語の音訳

⑤ドイツ　　…日本語の音訳。 中国語では　　　　　　　　　　　   の前半の

             　 音訳「徳意志（デエイジ）」

⑥ニューヨーク…「紐」の音は「ちゅう、じゅう」。　中国では「ニュウ」。

　　　　　　　　　  しかし、中国では「紐約」と書く

⑦ロンドン…中国語の音訳

⑧パ　　リ　…中国語は「巴黎」。　日本では下の音訳を「里」に変えた

⑨ローマ　…中国語の音訳

⑩ベルリン…中国標準語音は「ボーリン」

Hellas

Deutschland

間違えると、「知性」を疑われる！？　【「教養」基本漢字】　より


