♪今やろう。 災害から身を守る全てを。
東京都より都民に配られた『東京防災』を読んで再確認 し よ う ！ ！

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om
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『街のたより』 第1９２回

子供達が逞しく育つ、その瞬間を見逃すな！
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。
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。

平成２７年９月１日発行 「東京防災」

わたしは

黒柴の『プル』
(女の子/12才)です。
こう見えて “おばあちゃん”
♥

みえない

僕たちの未来の多摩のまちづくり

９ 月 1６ 日 （日）
１０時～１６時

荒天中止

場所： 約束の場所（一ノ宮公園） 聖蹟桜ヶ丘駅徒歩５分

入場料 ： 無料／個人協賛金 ： KAOFES 参加費１ 人 1000 円

カワイイ

抱っこされるのが
だ〜いすき !
甘えん坊で ときどき
“ニャウニャウ”と鳴きます。
いつまでも元気でいてね♥

【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。
今年は警視庁騎馬隊の乗馬体験ができます！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。

☆プレゼントコーナー☆
★
★
★
★
★
★
★
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前回の様子！

昨年は台風により、ＫＡＯＦＥＳは中止を余儀なくされ、
皆様には大変ご迷惑と寂しい思いをさせてしまいました。
お待たせした分、さらに成長して帰ってきました！
どうぞ皆様お楽しみに！！

1.『落合団地商店街お買物利用券 』（500円券×2）11/30まで … 10名様
2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券 10/31まで … 10名様
3.『大相撲九月場所番付表』
…… 20名様
4.『ブラジル先住民の椅子 野生動物と想像力 』
東京都庭園美術館
9/17まで …… 5組様
5.『ビーマイベイビー MITSUO SHINDO RETROSPECTIVE』
世田谷文学館
9/17まで …… 10組様
6.『葉祥明美術館』 （北鎌倉）
入館ご招待券
7.『秋の優品展 ー禅宗の美術と学芸ー』
五島美術館
8.『東洋館』漫才・コント・バラエティ定席
ご招待券

9/30まで …… 5組様
10/14まで …… 5組様
9/11〜10/9 …… 10組様

※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、９月２０日、３０日

★ 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）
9/３０まで …… 10組様
★10.『新横浜スケートセンター』
滑走ご招待券
9/30まで …… 10組様
★11.『東京ドイツ村』
入園ご招待券
9/30まで …… 10組様
★12.『こどもの国』
入園券（4枚1組）
12/30まで …… 10組様
★13.【横浜Fマリノス VS コンサドーレ札幌』
日産スタジアム 10/5（金） キックオフ19：30 ………… 5組様
〈ジャパンラグビートップリーグ2018－2019［第3節］〉
☆14. サントリーサンゴリアス VS 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 秩父宮ラグビー場 9/14（金） 19：30キックオフ … 5組様
☆15. 日野レッドドルフィンズ VS トヨタ自動車ヴェルブリッツ （16：30キックオフ）
秩父宮ラグビー場 9/15（土） … 5組様
東芝ブレイブルーパス VS パナソニックワイルドナイツ （19：00キックオフ）
〈ジャパンラグビートップリーグ2018－2019［第4節］〉
☆16. リコーブラックラムズ VS キヤノンイーグルス 秩父宮ラグビー場 9/21（金） 19：30キックオフ … 5組様
☆17. 東芝ブレイブルーパス VS コカコーラレッドスパークス （16：30キックオフ）
秩父宮ラグビー場 9/22（土） … 5組様
パナソニックワイルドナイツ VS ヤマハ発動機ジュビロ （19：00キックオフ）

お医者さん体験

エンジニア体験

泡パーティー

会場風景

ボランティアスタッフ
随時募集中！

スタッフの募集・最新情報は
ホームページ等でチェック ！
HP：http://www.kaofes.net/

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：せいせきみらい活性化実行委員会

同日開催

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1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

2018/8/25

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：8月31日 （金） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：8月31日 （金） 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。

１０時～１９時

主 催：せいせきみらい活性化実行委員会
後 援：多摩市・多摩商工会議所／共 催：ＫＡＯＦＥＳ実行委員会

HP：http://seiseki-mirai-fes.com/
“今月のイイネ！”Vol.１５ 《新聞記者体験、手づくりサンダル“ワラーチ”ワークショップ出店します》
ＡＳＡ多摩センター・永山、朝日新聞は今年も
『KAOFES』に協力しています。
おしごとエリアにて、新聞記者体験ブースを
出店します。
また、当店スタッフの”南條”がランニングの
時に履いている手作りサンダル”ワラーチ”
ワークショップを出店します！
当日は、ぜひ、お立ち寄りください！

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

荒天時：２９日（土）へ延期（花火のみ）

２０１５年から始まり、２０１７年は雨天で中止になってしまったので、今年で
３回目となる『せいせきみらいフェスティバル』。”みらい”を担う子供たち
が主体となって、積極的に運営、参加してフェスティバルをつくりあげて
いくことを目的として、子どもから高齢者まで誰もが楽しめ、花火の上
がるイベントです。
今年は５００発の花火がせいせきの夜空を彩ります。ラスカル花火も上が
ります。『ＫＡＯＦＥＳ』・『みらいフェス』と1日中お楽しみください！

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

