♪これからの季節 気をつけたいこと。
▼ 曇りや雨の日も「熱中症対策」をお忘れなく！
体がまだ暑さに慣れていないこの時期、急激な暑さや、梅雨時の蒸し
暑さが、熱中症を引き起こします。気温がそれほど高くなくても、湿度
が高いと汗が出にくくなるため、油断はできません。

＜今の時期から気を付けたい熱中症対策＞
○ こまめな水分補給と適切な塩分補給をすること
○ 通気性の良い衣服と帽子を着用すること
○ 疲れを感じたら涼しい場所で休むこと

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om
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▼ 夏も「ウイルス」「細菌」にご用心 ！ ！

『街のたより』 第179回

今からの時期、特に注意したいのは、ノロウイルスだけではなく、病原性
大腸菌O157に代表される細菌性の食中毒です。

＜食中毒の予防対策＞
（1） 消費期限の過ぎたものを子どもに与えない
（2） 生鮮食品は保存状態に気を配る（常温で放置しない）
（3） 調理器具や、皿は使用ごとによく洗い、必要に応じて消毒する
（4） 食材にしっかり火を通す。 暑い時期はより長めに加熱を
（5） まな板、タオル、フキンなどは洗浄後、よく乾かす

『中央大学音楽研究会混声合唱団広報部』の林と申します。
1951年創部の当団は、中央大学最大の公認組織、学友会
文化連盟音楽研究会に所属しています。
この春、新たな仲間を迎え入れ、団員は63名となりました。
週3回の練習を行い、作曲家の意図を研究し再現することを
基本理念として、
ヘンデルの「メサイア」、バッハの「ロ短調ミサ」、ハイドンの
「天地創造」、ベートーヴェンの「交響曲第九番」などのバロック
音楽・古典派音楽の宗教大曲を中心とした演奏活動に取り
組んでいます。 国内外の第一線で活躍する音楽家に指導を
受け、春と夏に行う合宿では、ソロステージやアンサンブル、
オペラにも挑戦することで、個々の能力向上も図っています。
今回の演奏会はOB・OGの方との共演ステージであり、より
迫力のある演奏を皆様にお届けできるよう、日々練習に励ん
でいます。
さて、バッハの「ロ短調ミサ」をみなさんはご存知でしょうか？
通 常 、 ミ サ曲 は日 曜 日 の朝 キリ ス ト の教 会 に信 者 が 集 い 、
司祭と共に神を讃える儀式を行う際に歌われます。 しかし、
今回私たちが歌うバッハの「ロ短調ミサ」は、教会で歌われる
ことを目的として作られたのではありません。 バッハがすべ
てのキリスト教徒と信仰を共にするために生涯を捧げ、作曲
したものとされています。
宗教改革によってキリスト教にルター派と呼ばれる新しい宗
派ができて、今年で500年が経ちます。 この記念すべき節
目にルター派の作曲家であるバッハの「ロ短調ミサ」を皆様
にお届けできることを嬉しく思います。
多くの皆様と会場でお会いできることを楽しみにしております♪

中央大学音楽研究会混声合唱団
ロ短調ミサ演奏会

J.S.バッハ

ロ短調ミサ

幼児の場合は特に、これから夏にかけてなるべく生食は避けたいもの。
食中毒を引き起こす菌のなかには腐敗臭がしないものもありますし、
鮮度に関わりなく繁殖するものもあります。
衛生管理をしっかりすることが、夏の感染症予防の基本です。

指揮：飯坂 純
ソプラノ ：岩本 麻里
ソプラノ ：石田亜希子
アルト：上杉 清仁
テノール：大島 博
バス：大森いちえい
オルガン：渡邊 温子
管弦楽：アレクテ室内管弦楽団
合唱：中央大学音楽研究会混声合唱団

ぼくたちは

マルチーズの『ロッキー』(♂１３歳)
＆ 『モモ』(♀5歳)です。
『ロッキー』は人間のことが
大好き！ お散歩中に出会っ
たワンちゃんにもどんどん近
づいていく社交的なタイプ。
『モモ』は最初は人見知り
ですが、慣れてしまうとその人
にべったり甘えるタイプ。
性格は対照的ですが、ふた
りはとっても仲良し
、
乞田川～貝取北公園へのお散歩コースが大のお気に入り、
水遊びができるこれからの季節も楽しみ～。
なんと
最近ふたりとも『ケンタッキー』の味を覚えてしま
い、困っております。(笑) いつまでも元気でいてね ！

６月２４日（土）
開場１６：１５／開演１７：００
パルテノン多摩大ホール

http://c-konsei.lolipop.jp/TheChuoUniversityChorus/

チケット

S席：２５００円／A席：２０００円

未就学児童のご同伴、お車でのご来場はご遠慮ください。
車椅子をご希望のお客様は、下記の連絡先までお問合せください。
主催：中央大学音楽研究会混声合唱団
後援：八王子市・多摩市
【お問合せ先】
（広報）澤井080-5498-8911／（広報）林090-8279-8843

☆プレゼントコーナー☆
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５組様
５組様
5組様
5組様

夏

を愉しむ商品いろいろ…
父の日のギフトにも…
▼

★ 1.『落合団地商店街 お買物券』（５００円券×２）
8/31まで
国立新美術館
6/12まで
★ 2.『 第８８回 第一美術展』
国立新美術館
6/14〜6/26
★ 3.『 第52回 たぶろう展 ５２』
府中美術館
7/2まで
★ 4.『浅野竹二の木版世界』
講談社野間記念館
7/17まで
★ 5.『竹内栖鳳と京都画壇展』
入館ご招待券
6/30まで
★ 6.『極楽湯』 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
★ 7.『東京サマーランド あじさい鑑賞ご招待券』 6/10〜7/9 平日10：00〜17：00/土日9：00〜17：00
入園ご招待券
6/30まで
★ 8.『さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト』
入園ご招待券
8/３1まで
★ 9.『東丹沢グリーンパーク』
★10.《日本ハムファイターズ VS 西武ライオンズ》 東京ドーム 7/3（月）・4（火）試合開始18：00（共通チケット）

Pコード 319-765

蚊遣りいろいろ
￥１２００〜

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

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：5月31日 （水） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：5月31日 （水） 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

▼

第2希望

2017/5/25

おしゃれな
ランプ…￥１２００〜

▼

プレゼント応募用紙
第1希望

津軽びいどろぐいのみ
各種…￥１0００〜

▼

※いずれか1試合のみ

★11.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 6/23（金）18：00・24（土）14：00・25（日）13：00（日付別チケット）
神宮球場 7/7（金）18：00・7/9（日）17：00（日付別チケット）
★12.《ヤクルト VS 広島》
日産スタジアム
6/25（日） キックオフ18：00
★13.【横浜Fマリノス VS ヴィッセル神戸』
★14.【FC町田ゼルビア VS 東京ヴェルディ』 町田市陸上競技場 6/25（日） キックオフ18：00

夏の必需品
クーラーバッグ…￥１３５０

★パラソル（日傘）￥1500セール開催中★
売切れ御免 ！ お早目にどうぞ～
申込先

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】6/18(日)は休業いたします。

〠 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

