♪ミニミニ雑学② 知っていますか★？★？★
①日本最大の砂丘は？
◆鳥取砂丘ではなく、青森県にある猿ヶ森砂丘です。
②北極と南極 どちらが寒い？
◆南極です。 冬の平均気温は
北極は−２０℃〜−３０℃ 南極はー３０℃〜−５０℃

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

③ １ 円玉の原価は？
◆材料費と製造費用・人件費などを含めると
約 １ ．６〜２円ほどかかっているそうです。

201７年10月25日 (水）vol.４０８
『街のたより』 第184回
サンタさんが多摩川を真っ赤に染める！

④コウロギの耳は？
◆両前足についています。

『第５回 聖蹟サンタマラソン』

ぼくは

『スバルくん』（♂12歳）です。
わたしと庭で遊ぶのが大好き！
家の中にいる時は、わたしの
横でぴったり眠ります。 チャイ
ムが鳴ると一緒に玄関に出て、
女性のお客さんだと喜んでゴロ
ゴロ転がります。
気に入らないことがあるとわた
しを噛んで、やんちゃな一面を
見せることもあります。 時々
ストレスがたまるのかな？
とにかく『スバルくん』はわたしのことが大好き！ わたしも
『スバル君』のことが可愛くて仕方ありません。 ♥♥
いつまでも元気でいてほしいと思う今日この頃です。

〜聖蹟サンタマラソンは、５周年を迎えます。〜

１２ 月 １７ 日 （日） ９：００スタート
（雨天決行）

場所：多摩川河川敷 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分 一ノ宮公園
募集：１2００名（最大）／ 募集期間： １ １ 月１９日まで

☆エントリー受付中☆
お申込み・大会要項はＷｅｂでチェック ！
お問合せ・詳細 一般社団法人TAMA RUNNERS（事務局）
HP http://www.santamarathon.tokyo
FB https://www.facebook.com/sakuragaoka.marathon
Mail info@tamarunners.com 担当：馬場

四谷
大橋

ASAニュータウン永山事務所移転のご案内
ASAニュータウン永山店と多摩センター店の業務統合に伴い、
永山店の事務所が移転し、店名・フリーダイヤル・FAXの番号も
変わりました。
★新店名
ASA多摩センター・永山 ※FAX・携帯電話に
メモリー登録をされて
★移転先住所
多摩市落合1-20-10
いらっしゃるお客様は
★新フリーダイヤル 0120-165-211
電話帳の訂正をお願
★新フリーFAX
0800-800-3154
いします。

折返しポイント

新宿→

多摩川
一ノ
宮公
園

START & GOAL

←八

王子

京王線

聖蹟桜ヶ丘駅

☆プレゼントコーナー☆
★
★
★
★
★

1.「たま女声コーラス４５周年記念演奏会」 （おひとり １ 枚） パルテノン多摩 大ホール 12月3日（日） …
2.「落合団地商店街 お買物券」（５００円券×２）
12/31まで ………
3.「セレクトショップMinicrewお買い物券」 ５００円券
12/27まで ………
4.「 改組 新 第4回 日展」
国立新美術館
11/3〜12/10 ………
5.「澁澤龍彦 ドラコニアの地平」 ２階企画展／ 「SF・再始動」 1階コレクション室
世田谷文学館
12/17 まで ………
★ 6.「 天才か人災か 泉谷しげるアート展 ART of LIVE」
松坂屋上野店
11/11〜11/20 ………
★ 7. 「 葉祥明美術館」 （北鎌倉）
入館ご招待券
12/31まで ………
★ 8.「極楽湯」 7店舗共通
入館ご招待券
12/31まで ………
★ 9.「上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園」
共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効） 12/28まで ………
★10.「新横浜スケートセンター」
滑走ご招待券
12/31まで ………
★11.「こどもの国」
入園券 (4枚１組)
12/30まで ………
★12.「東京ドイツ村」
入園ご招待券
12/31まで ………
★13.【FC町田ゼルビア VS レノファ山口FC】
町田市立陸上競技場 11/12（日）14：00キックオフ …
★14.《２０１７年度 関東大学アメリカンフットボールリーグ戦》
11/4〜12/17 ………

３名様
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5組様
5組様
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12月の日曜日、京王線が多摩川を超える時、河川敷が真っ赤に染まる！？
そんな光景もだいぶ馴染んできました… そう、今年で５回目を迎える
『聖蹟サンタマラソン』の開催日です ！ 今年も、1０00名以上のサンタ（ラ
ンナー）が一ノ宮公園を真っ赤にします ！ ドレスコードはサンタクロース、
そ んな愉快で楽しい 大会です。 種目は「リレ ーマ ラ ソン」「ひよこの 部」
「サンタダッシュ」の３種目。 「３時間耐久リレーマラソン」はチームで時間
内にどれだけ距離を走れるか競います。 大会ですので、優勝を狙うのも
良いですが、仲間とワイワイ楽しく走れるのが、リレーマラソンの楽しい所
なんです ！ ！ 「ひよこの部」は未就学児の子供達が42.195mを走ります。
一生懸命に走る姿に毎年癒されます ！ ！ 「サンタダッシュ」は小学生の子
ども達が２ｋｍ走ります。 1年生～６年生の男子と女子の １ 位のお子さん
に表彰も！ ！ また、素敵なサンタさんにはベストサンタ賞もございます ！ ！
地域の皆さまから、「今年も『サンタマラソン』の季節ね」と言われるよう
になってきました。(*^_^*) 地域密着でアットホームな大会です。
多摩市の皆様のたくさんのご参加をお待ちしています ！ ！

★エントリー受付中！大会ボランティアも同時に募集しています。
皆様のご参加お待ちしています。

A 大好評！ 【第４回手作り ビーズ 講習会】
秋のおしゃれに…
「テグス編でつくるスワロフスキーのフラワーネックレス」
そろばん型とフラワー型のビーズを組み合わせたフラワー型の
ペンダントトップが胸元で輝きます。 秋の装いに映える
グリーン系、シックなブラック系どちらかのデザインをお選び
いただけます。初心者の方もお気軽にご参加ください。

5組様
5組様
5組様
５組様
5組様
５組様

◇日時：11月11日（土）13：00～15：00
◇会場：セレクトショップミニクル２Fフリースペース
◇講師：『アトリエひろこ』主宰 平岡 弘子先生
◇費用：2500円(材料費・講習費含む)

［会場］アミノバイタルフィールド／駒沢第２球技場／大井第２球技場／横浜スタジアム／富士通スタジアム川崎
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

◇申込み締切 定員になり次第、締め切らせていただきます。

《応募方法》

プレゼント応募用紙
第1希望

フラワー型のステキなネックレスができあがります。 但し、オプション
で特別なビーズなどを希望される方のみ別途費用がかかります。

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

2017/10/25

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：10月31日 （火） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：10月31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。
当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

毎年好評！
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くるミニリー
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『X
おしゃれで可愛いリースをつくりませんか♥
★日 時
★場 所
★材料費

11月２５日（土） １３：００〜１５：００
セレクトショップミニクル 2Fフリースペース
￥1000 （テキスト・材料費込）

作成用キット２個分と見本用の完成品 １ 個、合わせて３個いただけ
ます。（持ち物：はさみ） 初心者の方にも丁寧に指導いたします。

★講 師 橋本 敦子先生 （唐木田在住）
★申込み締切 定員になり次第、締め切らせていただきます。

A B 参加ご希望の方は、FAX・お葉書・HPからお申込みください。
※電話での受付はできません。
申込先

〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター・永山

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

A 『第４回 手作りビーズ講習会』係
または
B 『X’mas コットンでつくるミニリース講習会』係

〠 206-0033

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154

クリスマスイベント のお知らせ

フリーFAX 0800-800-3154 ＊ http://www.sawayaka-mail.com
発行所
発行部数11150部

◆ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

多摩市落合1-20-10
フリーFAX0800-800-3154

