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◆ＡＳＡ多摩センター・永山　　多摩市落合1-20-10

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

2019/10/25

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 ！ ★

〠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

＊応募締切り　　　ハガキ：10月31日 （木）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：10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）12/31まで … 5名様
★ 2.「セレクトショップMinicrewお買い物券」 ５００円券 12/28まで … 5名様

★ 3.「大相撲　11月番付表」　　　　　　　  ………………………… 5名様
★ 4.府中市制施行65周年記念「おかえり美しい明治」　　  　　　　　　　府中市美術館　　　　12/ 1まで　………  5組様
★ 5.「細川家伝来・江戸の唐絵」　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  永青文庫　　　　　　　　12/ 8まで　………  5組様
★ 6.「美意識のトランジション　十六から十七世紀にかけての東アジアの書画工芸」　五島美術館   　　　　12/ 8まで　………  5組様
★ 7.「オリンピックと文学者」　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉文学館　　　    12/15まで ………  5組様
★ 8.「東山魁夷　日本美の象徴」 　　　　　　　　　     　　　　　　　市川市東山魁夷記念館   12/22まで ………  5組様
★ 9.「小松左京展」　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世田谷文学館　　　 12/22まで ………  5組様
★10.「葉祥明美術館」（北鎌倉）　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   入館ご招待券　　 　12/31まで ………  5組様
★11.「清方と鏡花　二人で紡ぐ物語の世界　～12/1まで／清方、新春を寿（ことほ）ぐ　12/6～2020/1/13」　
　　 　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉市鏑木清方記念美術館 （どちらも入場可） …  5組様
★12.「能装束と歌舞伎衣裳　11/29まで／ひだー機能性とエレガンスー　12/20～2020/2/14」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     文化学園服飾博物館（どちらかお一人様 １ 回限り有効） …  5組様
★13.「極楽湯」7店舗共通（おひとり様1枚）                       　 入館ご招待券　　  　12/31まで ………  5名様
★14.「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 ………  5組様
★15.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　   入園券 (4枚１組) 　12/30まで ………  5組様

ミニチュアダックスフンドの『ベル』
(１３歳)です。　2006/8/１５ 
　　(６１回目の終戦記念日)、
生後2ヶ月でわが家にやってき
ました。　女の子のため、フランス
語「美しい」の意から命名。
同居１３年、人間の年齢で７１歳
になります。 
◆犬が大嫌い!　散歩で犬を見
　つけると絶対に動かなくなり、
　来た道を戻ります。 小さい頃
　に通った訓練所で、人間でも
　驚いてしまうような大きな犬を
　訓練士が連れてきて、以来
　“トラウマ”になってしまったようです。
◆飼い主の一挙一動を見ていて、常に隣で待機、トイレに行く
　とドアの前で待っているし、外に出かけると帰ってくるまで玄
　関で待っています。(ハチ公と同じです)
◆今年の梅雨寒と高温で、エアコンによる乾燥のせいか、咳が
　出て薬を飲みましたが、それ以外は全く病気もせず、室内の
　老犬としては健康であることをほめてあげたい、そしていつまで
　も元気でいてほしいです。

『街のたより』 第206回

多摩ユースオーケストラの演奏で唱う
『この日だけのスペシャル合唱団20２０』　新規募集のご案内

毎年好評！ クリスマスイベント のお知らせ

おしゃれで可愛いリースをつくりませんか♥
‘

★日　　時　　11月30日（土）　１３：００～１５：００
★場　　所　　セレクトショップミニクル 2Fフリースペース
★材料費　　￥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個お持ち帰り
　　　　　　　　　　　　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）

★定　　員　　15名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

　　
  　

 『X
　masコットンでつくるミニリース』講習会

毎年好評！ クリスマスイベント のお知らせ

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。

申込先  〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター・永山

　　　　　A 『第6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

フリーFAX 0800-800-3154　＊　http://www.sawayaka-mail.com

A

B
＊ ＊ ＊

大好評！ 【第６回手作りビーズ講習会】大好評！ 【第６回手作りビーズ講習会】大好評！ 【第６回手作りビーズ講習会】

秋のおしゃれに…　　　

『ぷっくりカボションのアンティーク風ぺンダント』

大きめの「カボションビーズ」を2種類の透かしフレ

ームの上にのせました。　ネックレス部分は、スワロ

フスキーや輝きのあるロンデルなどを順番に通して

仕上げます。 ヨーロッピアンな雰囲気が目を惹き

ます。 オリーブ系以外のお色味も当日お選びいた

だけます。初心者の方もお気軽にご参加ください。

◇日　時:11月9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
◇費　用: 2300円(材料費・講習費含む)
  　　※日頃のご愛顧に感謝して、当店読者の方のご参加に
　　　　　限り、費用の一部を当店が負担させていただいており
　　　　　ます。

◇申込み締切 定員(10名)になり次第、締め切らせていただきます

ーお電話での受付も可能ですー

合唱演奏曲…ヘンデル作曲「メサイヤ」より　抜粋　全１２曲
信長貴富作曲　混声四部「夜明けから日暮れまで」「楽譜を開けば風が吹く」

指揮／中村拓紀　　ヴォイストレーナー／田中三佐代　　管弦楽／多摩ユースオーケストラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公演情報＆募集要項
◎公演日時・会場：2020年5月5日（火・祝）　14：00開演予定　　会場：杜のホールはしもと

◎公演名：「管弦楽入門 2020」　vol.23 　主催／公益財団法人多摩市文化振興財団・多摩ユースオーケストラ

◎合唱曲目：1.ヘンデル作曲「メサイヤ」より　抜粋　全１２曲
　　　　　　　　　　　2.信長貴富作曲　混声四部合唱２曲「夜明けから日暮れまで」「楽譜を開けば風が吹く」
　　　　※「夜明けから日暮れまで」「楽譜を開けば風が吹く」の２曲の楽譜は初回に指定楽譜を配布します。（２冊で￥1400／税込）

◎合唱・オーケストラ指揮／中村拓紀　　◎ヴォイストレーナー／田中三佐代　　◎練習ピアニスト／大町彩乃

◇募集要領：ソプラノ・アルト・テナー・バスの全パートを募集／年齢、合唱経験は問いません。
　　　　　　　　　　　練習回数：全15回　／練習スケジュール（下記参照）　

　　練習参加費 １６０００円（高校生以下８０００円）／●本番参加費は無料／●チケット2枚無料贈呈

※参加費と邦人曲２曲の楽譜代は初回練習参加日に多摩ユースオーケストラ事務局にお納めくださいますようお願いします。

♪楽譜について♪　　　　
　　メサイヤは各自でご用意ください（ノヴェロ版　￥1170）
　◎信長貴富氏作曲の２曲は、指定楽譜を初回練習日に
　　配布します。（楽譜代２冊で￥1400／税込）

（ 1 ）11/10（日） 19:00～21:00　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 2 ）11/24（日） 18:30～20:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 3 ）12/　7（土）   9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 4 ）　2/22（日）   9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 5 ）2020/1/12（日） 9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 6 ）　1/26（日）　　9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 7 ）　2/11（火祝）  9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 8 ）　2/23（日）   9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（ 9 ）　3/　1（日）　13:30～15:30　　　　※永山小学校　　

（10）　3/20（金祝）　13:30～15:30　　ベルブ永山5Fホール

（11）　3/29（日） 　 9:30～11:30　　パルテノン多摩リハーサル室

（12）　4/12（日） 　 9:30～11:30　　杜のホールはしもと多目的室

（13）　4/18（土）  18:30～20:30　　　　※永山小学校

（14）　4/26（日）  13:30～15:30　　　　※永山小学校　

（15）　5/　4（月）  19:00～20:00　　杜のホールはしもと

本番　5/　5（火祝）  10:00～16:00　　杜のホールはしもと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑時間は練習開始～終了時間です。

この日だけのスペシャル合唱団２０２０　練習予定

予定は変更する場合もあります。　※永山小学校には上履きを持参して下さい。

※曲目や練習日時、会場など詳細は
　　多摩ユースオーケストラホームページに掲載中
　　https://www.tamayouth-orchestra.com/
　　〈お問合せ／事務局 080-3204-5711〉

多摩市社会福祉協議会ボランティア活動等振興助成事業

マジックは最高のコミュニケーションツールです。
家族やお孫さん・友達にうけること間違いなし。

宴会ではあなたは人気者。　自信がついたら地域デビュー。

今までの生活に少しだけ「マジック」のスパイスを加えると
自分の世界が大きく変わるかもしれません。

親切・丁寧に学べるので、未経験でも心配なし。
そして、手や頭をちょっぴり使って若返り。

主催　マジックエコークラブ
日　　時：11月2日・9日・16日（各土曜日）18：30～20：00
場　　所：ベルブ永山（視聴覚室）
内　　容：マジックの習得と実演・プロによる講習
参加費：無料／対象：18歳以上／定員：10名
講　　師：マジックエコー会員・マジシャン雅仙氏
申込先：TEL　050-5864-1758　中山
　　　　　　　Mail：　suwanoenaga1015@gmail.com
見学（随時受付中）や入会の問い合わせも上記連絡先まで

お申込み方法

　　①お名前　　②ご住所　　③電話番号　　④パート
　　①～④をメールでお送りください。

FAXでも受け付けます。〈最終締切1/26〉

メール tamayouthorchestra@gmail.com 

FAX042-371-1558

※曲目や練習日時、会場など詳細は
　　多摩ユースオーケストラホームページに掲載中
　　https://www.tamayouth-orchestra.com/
　　〈お問合せ／事務局 080-3204-5711〉

【マジック無料講習会】

あなたも一緒にマジックを楽しみませんか？

お申込み方法

　　①お名前　　②ご住所　　③電話番号　　④パート
　　①～④をメールでお送りください。

FAXでも受け付けます。〈最終締切1/26〉

メール tamayouthorchestra@gmail.com 

FAX042-371-1558

♥


