♪空間を補う適当な対義の漢字は？
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【解答＆解説】
① 因果応報 （いんがおうほう）…「行ないの善悪に応じて、それにふさわしい
報いがあること」。「因果」とは原因と結果

『街のたより』 第172回

② 盛者必衰 （じょうしゃひっすい）…文字通り「勢い盛んな者もいつか必ず衰え
る」という「世の無常」を表す言葉

１2００人が大集合！真っ赤に染まる多摩川が壮観すぎる！

③ 危急存亡（ ききゅうそんぼう）…「危険が迫り、生きるか死ぬかの瀬戸際」という意味
④ 信賞必罰 （しんしょうひつばつ）…「功績のある者は必ず賞し、罪過ある者は
⑤
⑥
⑦
⑧

『第４回 聖蹟サンタマラソン』

必ず罰すること」。つまり、「賞罰を厳格にすること」
同床異夢 （どうしょういむ）…「同じ仲間でありながら異なった考えを持つこと」
不即不離 （ふそくふり）…「つかず離れずの関係のこと」。「即」には、つくと
いう意味がある
針小棒大 （しんしょうぼうだい）…「針はど小さいものを棒のように大きくいう
こと」。つまり、「物事を大げさにいう」という意味
常住坐臥 （じょうじゅうざが）…「平生、ふだん」という意味。「座」は「座る、起
きる」、「臥」は「横になる、寝る」という意味

〜アットホームでファンキーな体験を〜

１２ 月 １8 日 （日） 8：5０スタート
（雨天決行）

場所：多摩川河川敷 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分 一ノ宮公園
募集：１2００名（最大）／ 募集期間： １ １ 月１０日まで

日本全国「国語力」テスト１【「紛らわしい」漢字】より抜粋

☆エントリー受付中☆
お申込み・大会要項はＷｅｂでチェック ！

ぼくは

わが家の招き猫『ヤンヤン』
（１７歳/男の子）です。
１７年前、うちの玄関先に捨てられて
いました。『ヤンヤン』という名前に
なりましたが、当初、名前は付けて
いなくて、しっぽが短いから『短子』
（みじかこ）と呼んでいました。
１７年間、家族にとって良い時も
悪い時も…色々なことを一緒に
見守ってきてくれました。
人なつっこい性格で、特技はトカ
ゲを捕まえてくること。
最近腎臓の調子が良くないのです
が、それなりに元気でお銚子者です。

一般社団法人TAMA RUNNERS 代表理事 馬場 保孝
HP http://www.santamarathon.tokyo/
FB https://www.facebook.com/sakuragaoka.marathon

☆お問合せ先 TEL080-3153-4422（馬場）
Mail tamarunners@e-mail.jp
12月の第３日曜日、京王線が多摩川を超える時、河川敷が真っ赤 ！ ？ そんな光景が目に入って来たその日は… そう
『聖蹟サンタマラソン』の開催日です ！ 今年も、1000名以上のランナーで一ノ宮公園を真っ赤に染めましょう ！
ドレスコードはサンタクロース、そんな愉快で楽しい大会です。種目は「リレーマラソン」「ひよこの部」「サンタリレー」の
３種目。 「３時間耐久リレーマラソン」はチームで時間内にどれだけ距離を走れるか競います。 大会ですので、記録の
上位を狙うのも良いですが、仲間とワイワイ楽しく走れるのが、リレーマラソンの楽しい所なんです ！ ！
「ひよこの部」は未就学児の子供達が42.195mを走ります。 一生懸命に走る姿に毎回癒されます ！ ！ 「サンタリレー」は
小学生の子どもと中学生以上の方の２人 １ 組でお互い１ｋｍ走るリレーです。親子、兄弟、親戚、お父さんの友達…！？
組合せは色々、お互いに力を出してゴール目指します。各種目（ひよこの部除く）とも上位チームには賞典がございます。
また、素敵なサンタさんにはベストサンタ賞もございます ！ ！ 地域密着でアットホームな大会です。12月のイベントとして
定着するようにがんばっています ！ 多摩市の皆様のたくさんのご参加をお待ちしています ！ ！

★エントリー受付中！ 大会スタッフ・スポンサーも同時に
募集しています。皆様のご参加お待ちしています。

パシフィコ横浜Cホール 11/11〜13 (３日間)

★ 2.「 風景巡礼その３ 祈りの心」

市川市東山魁夷記念館

★ 3.「 第３回 日展」

……… ５組様

多摩川

12/ 4まで …………… ５組様
一ノ
宮公

12/ 4まで …………… ５組様

国立新美術館

園

START & GOAL

★ 4.「 没後10年ナムジュン・バイク展 ２０２０年笑っているのは誰？＋？＝？？」
ワタリウム美術館

←八

王子

2017/1/22まで …………… ５組様

★ 5.「新横浜スケートセンター」

滑走ご招待券

12/31まで …………… ５組様

★ 6.「京急油壺マリンパーク」

入園ご招待券

12/31まで …………… 5組様

★ 7.「箱根園水族館」

入館ご招待券

2017/3/31まで …………… 5組様

★ 8.「東京サマーランド」

入園ご招待券

11/29まで …………… ５組様

★ 9.「西武園ゆうえんち」

入園ご招待券

2017/3/31まで …………… ５組様

★10.「東京ドイツ村」

入園ご招待券

12/31まで …………… ５組様

★11.「こどもの国」

入園券 (4枚１組)

１2/30まで …………… ５組様
12/31まで …………… ５組様

★12.「極楽湯」 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可） 入館ご招待券

★13.【ＦＣ町田ゼルビア VS 松本山雅FC】 町田市立陸上競技場11/12（土） 14:00キックオフ

京王線

聖蹟桜ヶ丘駅

ギフトシーズンにさきがけ
スリッパ、ストール、マグカップなど
日々の暮らしに“暖”を添える
ラインアップ、ご用意しました。 ＊ ＊●●●

……… 5組様

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望

折返しポイント

新宿→

★ 1.「 第３０回 横浜骨董ワールド」

四谷
大橋

☆プレゼントコーナー☆

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

2016/10/25

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

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「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：10月31日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・スマホ：10月31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 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

セレクトショップ ミニクル
☆営業時間 11：00〜19：00 ☆定休日 木曜日
【お知らせ】勝手ながら 11/20（日）休業させていただきます。

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

