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『街のたより』 第171回

9/18 (日) 開催
カオフェス

『KAOFES』

〜子供達が逞しく育つ、その瞬間を見逃すな!〜 を終えて
多摩川沿い『一ノ宮公園』で行われた子供のためのイベント
『KAOFES』にはなんと1万人が来場。
昨年の7000人を
はるかに上まわり、事務局スタッフもビックリ〜 !
ASA多摩センター店・永山店も朝日新聞のブースをお手伝い。

朝はあいにくの曇り空、準備中からポツポツと雨が…イベントが
始まって30分くらいすると雨脚が強くなり、一瞬“ザ~ッと”来た
ときは “終わった〜”
と思いましたが、しばらくすると“ピタ
ッと”止んで終了時間までなんとかお天気はもちました。
でも、ヒヤヒヤしたのは大人だけ…チビッコたちは元気いっぱい、
時間ギリギリまで楽しんでました〜
朝日新聞のブースでは「クイズラリー」と「スクラップブック体験」を実施、たくさんの子どもたちが
参加してくれました。 「クイズラリー」は会場内に設置された4問のクイズを解いて回ります。

ぼくは

わが家のアイドル『虎徹』
(シーズー犬/9ヶ月/男の子)です。
最近、2cmほど足をあげて
おしっこができるようになり、
“男らしくなったね〜!”と
家族で喜んでいます。
赤ちゃんなので大好物はミルク
チャームポイントの長いまつげが
“可愛い!”とご近所でも評判の
人気者。
イケメンのトリマーさんに毎月トリ
ミングしてもらっているのもちょっ
とした自慢です。

しつもん

ここでQuestionです。
☆2020年に東京五輪が開かれることになったけど、日本での五輪開催は何回目かな ?
A. 2回目
B. 3回目
C. 4回目
「スクラップブック体験」は朝日小学生新聞を使い、参加したお友達は時間をかけて
じっくり作成
渾身の作品が完成しました !
来年はもっともっとオモシロイ企画を用意しますので、ぜひ『KAOFES』に参加してください !
同時開催 『ワラーチ倶楽部』ブースについて
昨年好評だった「ワラーチ作り」(手づくりサンダル)を今年も大盛況 ! あっという間に
予約も埋まり、たくさんの子どもたちと一緒に作業しました。 自分の作った「ワラーチ」を
履いて、会場内を走り回るチビッコたちの姿がうれしかったです ! !
BY 南條光一
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1.「 第84回 独立展」 国立新美術館 10/12~10/24 ……… 5組様
2.「 第２０回 東美特別展」 東美ミュージアム 10/14・15・16 … 5組様
3.「 禅の心、ここに集う 大仙厓展」
出光美術館
4.「 第51回 全国切手展 JAPEX2016」
都立産業貿易センター台東館
5.「 The Power of Colors 色彩のちから」
菊池寛実記念 智美術館
6.「にんげんだもの・原点」
相田みつを美術館
7.「秋の伊勢型紙と伝統工芸」
紀尾井アートギャラリー
8.「 没後１０ナムジュン・バイク展 ２０２０年笑っているのは誰？＋？＝？？」
ワタリウム美術館

11/ 3まで …………… 5組様
11/4・5・6 …………… 5組様
12/ 4まで …………… 5組様

“秋のおしゃれに…スワロフスキーのロングネックレスをつくりませんか ? ”

前半10/10まで・後半10/15〜2017/1/22 …………… 5組様

ブロンズ色が秋の装いにぴったり !
しずく型のスワロフスキーが胸元で輝きます。
手芸用テグスにビーズを通して2つのパーツを作成、
コードワイヤでつなげて仕上げます。
初心者の方もお気軽にご参加ください。

11/30まで …………… 5組様

平日ご招待券
ご招待券

11/30まで …………… 5組様

入園ご招待券

11/30まで …………… 5組様

入園券 (4枚 １ 組)

12/30まで …………… 5組様

入園ご招待券

10/16まで …………… 5組様

味の素スタジアム

10/22（土）14：00キックオフ …… 5組様

町田市立陸上競技 10/30（日）15：00キックオフ …… 5組様
町田市立陸上競技 10/22（土）1３：00キックオフ …… 5組様

《応募方法》

★NO.(
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１ 枚希望

１ 枚希望

2016/9/25

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
★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

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：9月30日 （金） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：9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

♥申込み締切 定員(15名)になり次第締め切らせていただきます。
※当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
★ご希望の方は FAX・お葉書・HPからお申し込み下さい。
電話での受付はできません。

申込先

〠206-0033

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『第３回 手作りビーズ講習会』係

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

しずく型の素敵なネックレスができあがります。
但し、オプションで特別なビーズなどを希望
される方のみ別途費用がかかります。

12/31まで …………… 5組様

入館ご招待券

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

第2希望

♥日時：10月22日(土) 13：00〜15：30
♥会場：セレクトショップミニクル2Fフリースペース
♥費用：2500円(材料費・講習費含む)

ご招待券
10/11~11/9 …………… 5組様
※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、10/20、30、31

★15.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★16.【FC東京 VS 鹿島アントラーズ】
★17.【FC町田ゼルビア VS カマタマーレ讃岐】
★1８.ラグビー『キャノンイーグルス VS パナソニックワイルドナイツ』

プレゼント応募用紙

第3回 手作りビーズ講習会

12/11まで …………… 5組様
12/18まで …………… 5組様

★ 9.「 パレットタウン観覧車 」
★10.「 新横浜ラーメン博物館 」
★11. 「フィールドアスレチック 横浜つくし野コース 」
★12.「こどもの国」
★13.「東丹沢グリーンパーク」
★14.「東洋館」 漫才・コント・バラエティ定席

第1希望

答え C (4回目)
1回目は1964年東京大会(夏季) 2回目は1972年札幌大会(冬季)
3回目は1998年長野大会(冬季) 4回目が2020年東京大会(夏季)です。

☆プレゼントコーナー☆

KAOFES に参加した
子供たちがブース開催の
お礼としてすてきな飾りを
つくってくれました。
ありがとう ! ♥♥

〠 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

9/14(水) 『第7回デジタル体験会』を終えて
会場:セレクトショップMinicrew
2Fフリースペース
2015年からスタートした体験会も
7回目を迎えました。
運が良ければ賞品がもらえる『ボ
ウリングゲーム』、『地図アプリ』の
使い方、朝日デジタルの読み方な
ど…。 2時間の体験会はあっという間に終了。 今回も定員いっぱいの
お 申 込 を 頂 き 、 午 前 の 部 、 午 後 の 部 と も 和 やか に終 了 いた し ま し た 。
次回は11月2１日（月）を予定。

タブレットや朝日デジタルにご興味のある方はぜひご参加ください。

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

