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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

　　多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
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◆ＡＳＡ多摩センター ◆ＡＳＡニュータウン永山

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

『街のたより』 第18２回

2017/8/25

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：8月31日 （木）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：8月31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！

★ 1.『落合団地商店街　お買物券』（５００円券×２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　11/30まで　……　5名様

★ 2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券                                　　10/31まで　……　5名様

★ 3『中山みどりフェルトアート展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田急百貨店新宿店本館　 9/ 5まで　……　5組様

★ 4.『第54回　近代美術協会展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館　　　　　　 　　  9/ 8まで　……　5組様

★ 5.『第102回　二科展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立新美術館　　　　　　　　9/6～9/18　……　5組様

★ 6.『リサ・ラーソン展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松屋銀座　　　　　　　　　　　 9/13～9/25　……　5組様

★ 7.『第７９回　一水会展』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館　　　　　　　9/20～10/5　……　5組様

★ 8.『建築倉庫　ARCHI-DEPOT』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご招待券　　　 　　　　　 　　 10/31まで　……　5組様

★ 9.『ちひろの詩　ー絵は詩のようにー』　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちひろ美術館・東京　　　　   11/ 5まで　……　5組様

★10.『雪舟とその流れ　佐竹家狩野派模写絵画展』　　　　　　　千秋文庫　　　　　　　　　　　    11/18まで　……　5組様

★11.『東洋館』漫才・コント・バラエティ定席　　　　　　　　　　　　　　　 ご招待券　　　  　　      　 9/11～10/6　……　5組様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、９月２０日、３０日

★12.『極楽湯』7店舗共通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入館ご招待券　　　　　　　　　  　9/30まで　……　5組様

★13.『こどもの国』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  入園券（4枚1組）　　　　  　  12/30まで　……　5組様

★14.《ヤクルト VS 阪神》　　神宮球場　9/23（土）　　　　　　　　　　　　試合開始18：00                    　　　　……　5組様

★15.《ヤクルト VS 巨人》　　神宮球場　9/24（日）・25（月）　　　　　試合開始18：00（日付別チケット）　　　　……　5組様

★16.【FC町田ゼルビア　VS　モンテディオ山形』 町田市立陸上競技場　9/16（土）　キックオフ18：00　 ……　5組様

楽しんでいただくために・・・
　●客席は芝生上ですので“レジャーシート”をご持参ください。

　●天候により夜は冷える場合がありますので、上着を持参ください。

　●露店が出ます。　（焼きそば・ビール他ドリンク）

★開演　16：00（雨天中止）
★場所　多摩市鶴牧３丁目鶴牧東公園野外ステージ

主　　催：　ジャズフェスティバル IN 鶴牧東公園実行委員会
後　　援：　多摩市・多摩市教育委員会／協賛：地元企業、商店、地域の皆さま
問合せ：　実行委員会事務所 TEL 080-5063-1299（平日１０時～１７時まで）　
        　 mai l :  info@tamajazzfess .org

Ototsukiyo

音月夜
丘の上ジャズクラブ （第２回）

９月９日

●入場料　１０００円カンパ（高校生以上）

　　本イベントは、2014年まで 行っていた「ジャズフェス
　　ティバル　in 鶴牧東公園」を2016年にリニューアル
　　したものでおかげさまで第２回目を開催となりました。
　　皆さまに直接支えられるジャズフェスとして、ご協力をよろしくお願いします。

出演：
Morpheus Jazz Orchestra モーフィアスジャズオーケストラ

Goodman Big Band　グッドマンビッグバンド

PFF J@zz Band　ビーエフエフジャズバンド

Tama Swing Jazz Orchestra　タマスイングジャズオーケストラ

来場時受付をお通りください
http://tamajazzfess.org

出演：
Morpheus Jazz Orchestra モーフィアスジャズオーケストラ

Goodman Big Band　グッドマンビッグバンド

PFF J@zz Band　ビーエフエフジャズバンド

Tama Swing Jazz Orchestra　タマスイングジャズオーケストラ

ネコ７匹、イヌ1匹の中の

女の子『ぴのこちゃん』（2歳）。

車の運転中に横からぶつかっ

てきてビックリ！

家に連れて帰って処置をして

あげたのがキッカケで家族の

一員になりました。 

『ぴのこ』は、片方の目元が

黒いこともあり、漫画『ブラ

ックジャック』から命名。

人間のトイレに入るのが大

好き！　　　　　　＆

名前を呼ぶとトイレの中から

ちゃんと返事をするのが可愛

いすぎ～！ ♥♥♥
これからも楽しく暮らそうね。

　９月1７日（日）
場所：約束の場所（一ノ宮公園）聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分

子供達が逞しく育つ、その瞬間を見逃すな！

主　催：KAOFES実行委員会／特別協賛：赤枝医院

後　援：多摩市・多摩商工会議所／共　催：せいせきみらいフェス

以前は赤枝医院で誕生した子供たちを中心に

開催されていた【AKAEDA FESTIVAL】

ですが、２０１４年よりどなたでも参加ができる

【KAOFES】～子供達が創る未来の

楽しい街づくり～として生まれ変わりました。

“KIDS ARE OK ! ” 子供たちは

日々たくましく成長しています。　様々なイベントを

通してお子様の成長を見守りましょう。

ＫＡＯＦＥＳは、 子供達が 『遊び』 『学び』 『仕事』 を経験し、
自分たちで考えながら街をつくりあげていく、 新しい形のフェスです。

入場料 ： 無料／個人協賛金 ： KAOFES 参加費１人 1000 円

【イベント内容】
 お仕事をして「KAOマネー」をゲット。

　「稼ぐ」ことを体験し、KAOマネーを使って遊び

　ます。　普段おねだりする子どもたちも自分で

　稼いだお金の使い道は意外と慎重だったり ！ ？

　KAOFES会場には移動動物園・ふわふわ遊具・

　ミニSL・縁日などKAOマネーで遊べるコンテン

　ツがたくさんあります。　他にも泡パーティ・多摩

　市のこどもたちによるライブステージ・ラスカル

　と記念撮影・多摩市の飲食店によるフードコー

　トなど充実の内容で1日中楽しめる体験型の

　イベントです。

　多摩市で育つ子どもたちが、この街を大好き

　になって住み続けたいと思う、そんなきっかけ

　になるよう、スタッフ一同準備を進めています。

ＡＳＡ多摩センター・ニュータウン永山店、朝日新聞もＫＡＯＦＥＳに協力します ！ ！

土

カ 　オ 　 フ ェ ス

スタッフの募集・最新情報は
ホームページ等でチェック ！

ボランティアスタッフ

随時募集中！
HP：http://www.kaofes.net/

昨年の様子！

エンジニア体験

緊急救急体験泡パーティー

お医者さん体験

Ototsukiyo

音月夜
丘の上ジャズクラブ （第２回）

イベント①

イベント②

♪知性がキラリとひかる！　できる大人の慣用句

　　　　　　　　　　　　　　　一体、どういう関係？

①阿吽の呼吸　　　　②お眼鏡にかなう　　　　③指呼の間

④鴛鴦の契　　⑤子は鎹　　⑥秋波を送る　　⑦犬猿の仲

①阿吽の呼吸　……二人以上の調子や気持ちがうまく合うことのたとえ。　「阿」が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　吐く息で、「吽」が吸う息。

②お眼鏡にかなう　…目上の人に認められること。　この「お眼鏡」は近眼鏡ではなく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡大鏡のこと。

③指呼の間　………きわめて近い距離のこと。　「指呼」は指差して呼ぶことで、それ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらい近い距離という意味。

④鴛鴦の契　………夫婦の仲のよさをあらわしたたとえ。　「鴛鴦」は、夫婦仲がよい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　といわれるオシドリのこと。

⑤子は鎹　…………子供への愛情が鎹（つなぎとめるための金具・釘）となって、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫婦仲が保たれるという意味。

⑥秋波を送る　……女性が男性に色目を使うこと。　「秋波」は秋の川面に生じる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　水波。　そこから美人の目もとの意に。

⑦犬猿の仲　 ……犬と猿のように仲が悪いものどうしのたとえ。

♥♥？ ？

めがね

こ　　　 かすがい

えんおう　　　　ちぎり

しゅうは　　　　おく

し　　こ　　　　　　かん

あうん　　　　　　こきゅう

けんえん　　　 なか


