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ご住所

プレゼント応募用紙

当店へのメッセージ

お客様 照会番号　　　　　区

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

♪春の花の『花言葉』

2017/3/25

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：3月30日 （木）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：3月30日 （木）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！

『街のたより』 第17７回 TAMAブリリアントアカデミーとは2016年3月、

多摩地域で個々に活動している女性起業家が

協力し合い、仕事の発展、また夢の実現に向け

て何かできないだろうか?…との想いから発足

した団体です。 創立1周年を迎える4月、それ

ぞれの起業家がそれぞれの仕事をより多くの

方に知っていただく機会になれば…と思い

『スプリングフェスタ2017』を開催することに

なりました。　

美しい桜の季節…お花見の途中にぜひお立ち

寄りください。

TAMAブリリアントアカデミー主催 

『スプリングフェスタ２０１７』
@多摩中央公園

２０１７年4月1日(土) 
11：00～15：30 【雨天中止】

もともと文鳥を飼っていたの

ですが亡くなってしまって… (涙)、

お友達から譲ってもらったワン

ちゃんが『フランちゃん』（パピ

ヨン/女の子）です。

狭いところや暗いところが

大好きで… お家ではよく

テーブルの下に隠れたりして

います。　最近、お気に入りの

マットを買い替えてもらい、

その上でまったりとすごす時間が幸せそうです。(笑) 　

おとなしく見えるかもしれませんが… 実はとっても“イタズラ

好き”。　テーブル の上のお菓子をたくさん食べて病院に駆け

込んだことも…

家族に愛されて早10年、人間で言えば60歳くらいの『フラ

ンちゃん』。　歳も歳だけにイタズラも程々にしてほしいのです

が… それでも可愛いくて仕方ない 『フランちゃん』です。

【出店ブース内容】
ネイル体験

フェイシャルリフレクソロジー体験
１００％脱石油シナリー化粧品体験

ハンドケア体験
キャリアカウンセリング

カイロプラクティック
東アフリカフェアトレード雑貨販売

刺繍工房
社労士紹介

犬の予防関係相談会
犬のお手入れ相談

犬のしつけ相談
ドッグフード＆グッズ販売

その他多数出店予定！

□主催：多摩ブリリアントアカデミー
□後援：多摩市青年会議所

□協力：オフィス・ミラボー、ココナッツリクエーション、こうご動物病院
　　　　　　（有）シナリーゆいまある、AnimalLifeCareひょっとこ

□お問合せ：多摩ブリリアントアカデミー事務局
　　　　　　　　　　　　　tama.brilliant.academy@gmail.com

　　　　＊キッチンカーもやってきます！
◆ナチュラルスタイルキッチン
　　モチモチの焼き立ての生地に、フレッシュ生クリームと
　　たっぷりのフルーツの入ったこだわりクレープ。

◆Vegecafe78（ベジカフェなっぱ）
　　添加物なし、旬のフルーツと野菜と氷のみで作るスムー
　　ジー スムージーボウル、自家製の米麹甘酒もあります。

◆88DINER（オッタントットダイナー）
　　農家直送、精米したてのこだわりご飯にイタリアンの
　　おかずたっぷりのランチボックスが人気！

♥こうご動物病院のブース紹介
　　　　「ワンコインお手入れ」

　　　　　（爪切り・ワンポイントカットなど）
　　　　「獣医師による
　　　　　ワンコ・にゃんこの無料健康相談」

★フリーマーケット同時開催★

　　　　　　　　　　　　　　　　　ステージプログラム
11:00～11:05　開会式

11:05～11:25　お囃子　　　　　　　　　　　同志会囃子連

11:35～11:55　フラダンス　　　　　　　　 Akemi’s OHANA

12:05～12:25　リンパケアセミナー　 小山如子

12:35～12:55　よさこい　　　　　　　　　　 東京カペラ

13:05～13:25　歌　　　　　　　　　　　　　　　はちまんたろう

13:35～13:55　オレオス体操　　　　　 オレオスフィットネスクラブ＆デイサービス

14:05～14:25　ハープ演奏　　　　　　  梶伸子

14:35～14:55　くちぶえコンサート　  りょうすけ

15:05～15:25　フラダンス　　　　　　  　フラ　ハーラウ　カナニ　プウヴァイ昭島

15:25～15:30　閉会式

★ 1.『落合商店街　お買物券』（５００円券×２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4/30まで　……　 ５名様
★ 2.『千秋文庫　名品展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千秋文庫　              　　 4/ 8まで　……　 ５組様
★ 3.『第７７回　美術文化展』　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館　　　　   4/10～4/16　……　 ５組様
★ 4.『７０周年記念　示現会展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立新美術館　　　      4/5～4/17　……　 ５組様
★ 5.『東山魁夷　デザインの魅力』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川市東山魁夷記念館  4/23まで　……　 ５組様
★ 6.『第３１回　横浜骨董ワールド』　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　パシフィコ横浜Cホール　4/2１～4/23　……　 ５組様
★ 7.『くまのがっこう展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松屋銀座　　　　　　　　　　　4/19～5/8　……　 ５組様
★ 8.『シンプルの正体　ディック・ブルーナのデザイン展』　  　　　　　　松屋銀座　　　　　　　　　　　4/19～5/8　……　 ５組様
★ 9.『第３５回　上野の森美術館大賞展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野の森美術館　　 　  4/26～5/8　……　 ５組様
★10.『極楽湯』7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
★11.『帆船日本丸＆横浜みなと博物館』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通ご招待券　　　　 　　　　5/31まで　……　 ５組様
★12.『こどもの国』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入園券（4枚1組）　　　　  　6/30まで　……　 ５組様
★13.《ヤクルト　VS 広島》　神宮球場　4/21（金）・22（土）・23（日）　  試合開始18：00（日付別）　　　　………　 ５組様
★14.《ヤクルト　VS 巨人》　神宮球場　4/28（金）・29（土）・30（日）　  試合開始18：00（日付別）　　　　………　 ５組様
★15.《北海道日本ハム　VS オリックス》　東京ドーム　4/20（木）　　　　　　　試合開始18：00  　　　　　　　　　　………　 ５組様
★16.【FC東京　VS 浦和レッズ】　　　　 味の素スタジアム  　　　　　　　4/16（日）　  　キックオフ14：00  ………　 ５組様
★17.【FC東京　VS サンフレッチェ広島】　味の素スタジアム  　　　　4/30（日）　  　キックオフ15：00  ………　 ５組様
★18.【横浜Fマリノス　VS ガンバ大阪】  日産スタジアム　　 　　　　 4/30（日）　　  キックオフ17：00  ………　 ５組様
★19.【FC町田ゼルビア　VS 横浜FC】 町田市陸上競技場　 　　　　 4/15（土）　  　キックオフ15：00  ………　 ５組様
★20.【FC町田ゼルビア　VS 徳島ヴォルティス】　町田市陸上競技場 4/22（土） 　　　　　　キックオフ15：00  ………　 ５組様

【お知らせ】来月のさわやかメールは４月１０日が休刊日のため４月９日になります。

池

池

パルテノン多摩
（多摩市立複合文化施設）

↑
多摩センター駅


