♪ミニミニ雑学 知っていますか？★？★？
ーもんだいー

ーこたえー

①「耳かきのフサフサの部分の名前は？

①梵天

②「ばい菌」の「ばい」って何のこと？

②かび

③「キヨスク」は何語？

③トルコ語

④「額（ひたい）」は顔の一部？

④頭の一部

⑤「アーメン」を日本語でいうと？

⑤確かに・誠に
（ヘブライ語）

⑥「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」は何語？
⑦「おじ」と書く２つの漢字
「伯父」と「叔父」の違いは？

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

２０１7年７月25日 (火）vol.４０２

⑥イタリア語

『街のたより』 第181回
大好評！ 『 漢 字 ぐ る ぐ る パ ズ ル 』 『 ナ ン バ ー プ レ ー ス 』 『 シ ー ク ワ ー ド パ ズ ル 』

⑦自分の父母の兄が
「伯父」、弟は「叔父」

Web会員登録はお済みですか？

わたしは

現在２8００名を超えるお客様にご登録いただき、Myページから『さわやかメール』と『おしゃべりドットコム』のプレゼント
応募、新聞の一時止めや書籍のお申込み、さわやかマートやWebショッピングなどに幅広くご利用頂いております。
１０日と２５日の前には“お知らせメール”が届くので、応募の締め切り日も確認できて安心です。

我が家の『ポンズ』
（シーズー／女の子２歳）
“愛称ポンちゃん”です。
仕事でストレスのたま
ったパパが「も〜〜！
犬飼わないと死ん
じゃう〜！？」なんて
言ったのが家族に
なったきっかけ。
お兄ちゃんの試験勉強の
息抜きになってくれたり、お姉ちゃんに世話を焼いてもらっ
たり、今ではすっかり家族の癒しの存在に…。
食いしん坊すぎて、石まで食べて
お腹を壊していた頃が
懐かしい。 自分を人間だと思っているらしく、犬が寄って
来ると警戒し、人が来ると大はしゃぎ。
指ピストルで「バン！！」とやると、倒れて死んだフリをする演
♥
技派の『ポンちゃん』なのでした〜。

ところで、毎月１０日と２５日に更新される「クイズコーナー」がMyページの中にあることをご存知でしょうか？

『漢字ぐるぐる』『シークワード』は毎月１０日に、『ナンバープレース』は毎月２５日に更新されます。 漢字系・数字系・教養系、
右脳と左脳を使い分けて楽しい脳トレをお楽しみください。 正解者の方には抽選でミニプレゼントを差し上げています。

☆プレゼントコーナー☆

【Web会員登録について よくある質問】にお答えします。

★ 1.『落合団地商店街 お買物券』（５００円券×２）
★ 2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券
★ 3.『ウルトラマンフェスティバル２０１７』 池袋サンシャインシティ 特別入場券
松屋銀座
★ 4.『中村征夫写真展 永遠の海』
府中市美術館
★ 5.『ぱれたん動物園』
ご招待券
★ 6.『銀座金澤翔子美術館』
菊池寛実記念 智美術館
★ 7.『珠玉の現代陶芸』
東京都美術館
★ 8.『 第54回 近代美術協会展』
東京都美術館
★ 9.『 再興第102回 院展』
入館ご招待券
★10.『葉祥明美術館』 （北鎌倉）
★11.『東洋館』 漫才・コント・バラエティ定席
ご招待券
入館ご招待券
★12.『極楽湯』 7店舗共通
★13.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』
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5名様
5名様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様
5組様

共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効） 9/３０まで ……
入園ご招待券
9/30まで ……
★14.『三渓園』
入園ご招待券
9/30まで ……
★15.『東京ドイツ村』
入園券（4枚1組）
12/30まで ……
★16.『こどもの国』
★17.《ヤクルト VS 巨人》 神宮球場 8/15（火）・16（水）・17（木） 試合開始18：00（日付別チケット） …
★18.《ヤクルト VS 阪神》 神宮球場 8/22（火）・23（水）・24（木） 試合開始18：00（日付別チケット） …
★19.《ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 8/25（金）・26（土）・27（日）試合開始 18：00（日付別チケット） …
★20.【FC町田ゼルビア VS 名古屋グランパス』 町田市立陸上競技場 8/16（水） キックオフ19：00 …
★21.ジャパンラグビートップリーグ２０１７－２０１８ 秩父宮ラグビー場 8/25(金) （２試合観戦できます） …
ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアークス ＶＳ 東芝ブレイブルーパス キックオフ17：00
リコーブラックラムズ ＶＳ サントリーサンゴリアス キックオフ19：30

5組様
5組様
5組様
5組様
５組様
５組様
５組様
5組様
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10/31まで
9/30まで
8/28まで
8/9〜8/21
8/27まで
8/31まで
9/3まで
8/31〜9/8
9/1〜9/17
9/30まで
8/21〜9/8
9/30まで

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2希望

第1希望
★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

2017/７/25

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：7月31日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：7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。

？

Q1 パスワードを忘れてしまいました。 どうしたらよいでしょう？
Answer: セキュリティの関係上、こちらではパスワードをお答えすることは
できません。 ご連絡をいただければ、システム管理者より仮パスワー
ドを発行します。 仮パスワードでログインしていただき、Myページ画面
の「登録情報」に進んだのち、任意のパスワードに変更してください。
その際、秘密の質問と答えを設定するとパスワードを忘れた時にログ
インが可能です。

Q2 メールアドレスが変わりました。 どうしたらよいでしょう？
Answer: メールアドレスの変更はMyページよりご自身でお願いします。
①今までのメールアドレス・パスワードでログインします。
②メニューの「登録情報」をクリックすると、再度ログインIDとパスワー
ド画面になるので、入力して進みます。
③画面が変わりましたら、お客様IDと送信メールアドレス欄に新しい
アドレスを入力して登録します。

チャット ボー ド
新聞を毎日読む子は学力が高い
こんな結果が文部科学省の調査で明らかになりました。 新聞を毎日
読む小学生は、新聞をほとんど読まない小学生と比べ、国語、算数とも
に平均正答率が６〜１０ポイント高くなっています。 新聞を読む習慣を
身につけて学力にスタートダッシュをかけませんか。

朝日小学生新聞

朝日中学生ウイークリー

毎日発行 月ぎめ１７６９円（税込）

日曜日発行 月ぎめ９６７円（税込）

知的な贈り物♥ 朝小・朝中ギフト
朝日小学生新聞、朝日中学生ウイークリーを贈るサービスです。
３か月以上からご利用いただけます。
朝日小学生新聞 ￥５３０７（３か月）／朝日中学生ウイークリー ￥２９０１（３か月）

※購入をご希望の方はホームページまたは応募用紙でお知らせください。

わが家の人気者大募集中！！
わんちゃん、ネコちゃんはもちろん 小鳥、うさぎ、カメ、金魚、
カメレオンetc… どんなペットでもOK。
お写真 １ 枚と２００字くらいのコメントをお寄せください。
HPからご投稿いただく場合はメッセージに画像を添付して
ください。 FAXなどの場合はお写真を預かりにスタッフが
お伺い致します。 お気軽にご連絡ください♪

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

発行所

◆ＡＳＡ多摩センター

発行部数12000部

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

