♪知性がキラリとひかる！ できる大人の慣用句

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

201７年２月25日 (土）vol.3９２

『街のたより』

第17６回

混声合唱“ふるさとの四季”合唱参加のお誘いと公演案内
♪この日だけの新スペシャル合唱団

日本唱歌メドレー名曲集

“ふるさとの四季”合唱参加者募集
パルテノン多摩大ホールで ごいっしょに唱いましょう ！
柳田るり子さんの指揮でうたう

間違えると、「知性」が疑われる！？ 【「教養」基本漢字】より抜粋

わたしは

我が家の２代目ワンコ、
黒ラブの『アロマ』（３歳）です。
とっても元気で甘えん坊の
女の子です。
人も犬も大好きで、散歩中に
見かけるとグイグイ進んで行き、
“遊ぼうよ！”っと勢いよく突進
してしまうので、みんなをビッ
クリさせてしまいます。
特技は“仰向けで寝ること”
かな？ 気がつくとソファに仰向け
で寝ています。（笑）
最近は抱っこが大好きで甘えてきます。
アロマは私たち家族に笑顔をくれています。 先代犬同様、
長生きをして楽しく毎日を一緒に過ごしたいと思っています。

“ふるさとの四季”

参加要領

◆ 本 番：平成29年（2017） 5月3日（水・祝）16:00 開演予定
パルテノン多摩大ホール（多摩ユースオーケストラ第４０回記念演奏会にて）
合唱指揮・指導 柳田るり子
ピアノ 大坪夕美
◆ 曲 目（楽譜）：混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」源田俊一郎編曲 カワイ出版
◆ パート ： ソプラノ・アルト・テナー・バス 全パートを募集いたします。
◆
①
②
③
④

練 習（全４回）：楽譜をご持参の上、練習にご参加ください。
3月31日（金） 18：00〜20：00 パルテノン多摩リハーサル室
4月16日（日） 9：30〜11：30 ベルブ永山５階ホール/永山駅すぐ
4月29日（土） 9：30〜12：00 パルテノン多摩小ホール
5月 2日（火） 18：30〜20：30 パルテノン多摩リハーサル室
◎本番は５月３日です。 午前中にリハーサルを予定しています。

■ 参加費：５，０００円 練習参加日にお支払いをお願いいたします。
☆１,５００円のチケットを４枚まで無料 で差し上げます。
■ 小中高校生の参加費：２,０００円／チケット２枚無料進呈♪
♪本番の衣装についてのお願い
・女性／黒ロングスカート・白ブラウス・ローヒールの黒靴
・男性／黒スーツ・白ワイシャツ・黒蝶ネクタイ・黒靴
・小中高校生／学校の制服またはそれに準ずる服装
※公演終了後は、この日だけのスペシャル合唱団は解団となります。

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.『乗馬クラブ クレイン東京』 乗馬試乗会
★ 2.『落合商店街 お買物券』（５００円券×２）
★ 3.『うさFesta 春２０１７』
★ 4.『 追悼水木しげる ゲゲゲの人生展』
★ 5.『君の名は。』展
★ 6.『第４４回 東京モーターサイクルショー』
★ 7.『 大いなるやきものの時代 古唐津』
★ 8.『館蔵 中国の陶芸展』
★ 9.『 現代美術の展望 ーVOCA展２０１７ー 新しい平面の作家たち 』
★10.『千秋文庫 名品展』
★11.『極楽湯』 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★12.『東洋館』 漫才・コント・バラエティ定席

◎ご応募受付中♪ お気軽にご参加ください◎
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ご招待券

4/30まで
3/31まで
横浜産貿ホール 3/18（土）・19（日）
松屋銀座
3/8〜3/20
松屋銀座
3/8〜3/20
東京ビッグサイト
3/24〜3/26
出光美術館
3/26まで
五島美術館
3/26まで
上野の森美術館
3/11〜3/30
千秋文庫
4/ 8まで
入館ご招待券
３/31まで
ご招待券
3/13〜４/７
※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、
３/２０、
３０、
３１

★13.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族園・都立９庭園』
共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効）

入園券（4枚1組）
6/30まで
★14.『こどもの国』
3/18（土） キックオフ19：00
★15.【FC東京 VS 川崎フロンターレ】 味の素スタジアム
3/18（土） キックオフ14：00
★16.【横浜F・マリノス VS アルビレックス新潟】 日産スタジアム
★17. 【FC町田ゼルビア VS ファジアーノ岡山】 町田市陸上競技場 3/12（日） キックオフ14：00
★18.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 ４/１(土)試合開始14：００・2（日）試合開始13：00(日付別チケット)

《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
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第2希望
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１ 枚希望

１ 枚希望

2017/2/25

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：2月28日 （火） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：2月28日 （火） 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。

＜締切り 2017.4.18.＞
◆参加お申込みは以下へお名前とパートのご連絡をお願いします。
主催 多摩ユースオーケストラ事務局】
【主催
メール tamayouth@silk.ocn.ne.jp

電話(FAX共) 042-371-1588
携帯 ０８０-３２０４-５７１１
〒206-0033 東京都多摩市落合6-4-2-202

健康維持、リフレッシュに乗馬をしてみよ う ！
健康維持、リフレッシュに乗馬をしてみよう

Let’s Try !

HORSE RIDING CLUB

『おしゃべりドットコム』読者の方を試乗会にご招待いただきました ！
乗馬クラブクレインでは、お客様一人ひとりに合った「乗馬ライフ」を
お届けします。 経験者の方だけでなく、はじめて馬に触れる方も
ぜひ、馬とすばらしいひと時を過ごしませんか。（4/30まで）
・何か新しいことを始めたい
・動物（馬）が大好き
・運動したいけど長続きしない
・年齢を重ねても元気でいたい
・最近疲れやすい
・ストレスがたまっている
ひとつでも当てはまる方、
この機会に乗馬をして
みませんか？

※試乗会についての注意事項
◆対象年齢：小学校１年生から
６９歳までの健康な方
◆身長：１２５㎝以上
◆レッスン料無料
（別途、馬具レンタル料と
保険代でお一人様１２８０円）
◆未成年の方は親権者の
ご同伴が必要となります。

【乗馬クラブクレイン東京】
町田市真光寺町 1227

TEL０４２-718-4404
お問合せ 平 日 10：00〜17：00
土日祝
9：00〜18：00
水曜日 14：00〜18：00
定 休 日 火曜日

詳しい情報は uma-crane.com

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

乗馬試乗会のチケットプレゼント

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

応募 ★NO. １

〠 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
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

