♪どん な 行 動 か わ か り ま すか ？

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

２０１8年５月25日 (金）vol.422

『街のたより』 第１８９回
南大沢子どもミュージカル第２０回公演

ミュージカル

あまんじゃくの桜貝

７月14日（土） ７月１５日（日）
夢組 14：00開演
虹組 18：00開演

虹組 13：00開演
夢組 17：00開演

※各回とも開場は３０分前 ※上演時間約 １ 時間４０分（休憩含む）
『知性がキラリとひかる！ できる大人の慣用句』より

会場： 南大沢文化会館 主ホール
料金： 1500円 （日時指定／自由席）

わたしは

『はな』
（シーズー・女の子・９才）です。
おやつのポーロや凍らせたゼリーが
大好き！ いつの頃からか・・・
『はなちゃん』はドアポストに届いた
夕刊を “これは私の役目!!” って
感じで取ってきてくれるのが日課に
なりました。
でも、たまに“おねむ”になって忘れ
ZZZ
ちゃうことも…。
今は朝刊にも挑戦中！朝刊は夕刊
よりずっと重たいので、なかなかうまく運べないのですが・・・
それでも必死に頑張ってくれる『はなちゃん』が可愛いくて
たまりません。 ♥♥ いつもお手伝いありがとう！

※指定席券（２０００円）を枚数限定でご用意しました。
注文窓口はチケット専用サイトのみとなります。
詳細はHPをご覧ください。

！

◆チケット申込み
・出演者 南大沢専用TEL090-3533-5944
・E-mail minamiosawakm.tickets@gmail.com
・チケット専用サイト https://goo.gl/2DhT6Z
（協力：シバイエンジン）

◆お問合せ
・TEL090-3533-5944
・ minamiosawakm.1999@gmail.com

◆チケット取扱い （前売り券のみ）
・南大沢文化会館 （TEL042-679-2202）
・いちょうホール （TEL042-621-3001）
・学園都市センター （TEL042-646-5611）
・オリンパスホール八王子（TEL042-655-0809）

☆プレゼントコーナー☆

＊小学１年生から高校３年生までの計３５名による、本格的なミュージカルの公演です。
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） 6/３０まで …… 5組様
入園券（4枚1組）
6/30まで …… 5組様
6/30まで …… 5組様
※１人２ゲーム以上のプレイに限り、１人１ゲーム無料

★12.『こどもの国』
★13.『ボーリングお楽しみ券』 １８ボーリング場で利用可
２枚（１枚で２名有効）セットにして

★14.《ヤクルト VS オリックス》 神宮球場 6/8（金） 試合開始18：00 ………………………………
★15.《ヤクルト VS 中日》
神宮球場 6/26（火）・6/27（水）・6/28（木） 試合開始18：00（日付別チケット） …
神宮球場 6/29（金） 試合開始18：00 ………………………………
★16.《ヤクルト VS 阪神》
★17.《横浜DeNA VS 阪神》 横浜スタジアム 6/26（火）・27（水）・28（木） 試合開始18：00（共通チケット） …

5組様
5組様
５組様
５組様

夏が愉しくなる商品いろいろ･･･
父の日のギフトにも…

庄内びいどろ
ぐいのみ
￥1200～

▼
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……
……
……
……
……
……
……

▼

★ 1.『落合団地商店街お買物利用券 』（500円券×2） 7/31まで … 5名様
★ 2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券 7/31まで … 5名様
★ 3.『 第８９回 第一美術展』
国立新美術館
6/11まで
★ 4.『内藤ルネ展 〜たくさんの愛と夢をこめて〜 』
松坂屋上野店
6/8〜6/14
★ 5.『風景との対話』
市川市東山魁夷記念館 7/ 1まで
★ 6.『近代日本の洋画展』
講談社野間記念館
7/16まで
★ 7.『 人麿影供９００年 歌仙と古筆』
出光美術館
6/16〜7/22
★ 8.『理由なき反抗 I LOVE ART 14 』
ワタリウム美術館
7/22まで
★ 9.『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
★ 9.『 多摩温水プール アクアブルー多摩』
ペアご招待券
6/30まで
★10.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』

涙型ランプ

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

１ 枚希望

１ 枚希望

) ★NO.(

)

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）

蚊遣り

▼

) ★NO.(

保冷バッグ

☆予約受付中！

利！
旅行に便

センサーで計る
『キリンさんのデジタル身長計』
￥2480

▼

★NO.(

第3希望

■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 ！

▼

第2希望

第1希望

2018/5/25

▼

プレゼント応募用紙

レスポートサック大セール開催中
レスポートサック大セール開催中

30～50
30～50％OFF
％OFF

＊応募締切り
ハガキ：5月31日 （木） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：5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 レ をお願いします。

セレクトショップ ミニクル

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

〠 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

☆営業時間 11：00〜19：00 ☆定休日 木曜日
【お知らせ】6/1７(日)は休業いたします。

発行所
発行部数11150部

◆ＡＳＡ多摩センター・永山

多摩市落合1-20-10

フリーダイヤル 0120-165-211／フリーFAX0800-800-3154

