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毎回大好評！ 第8回バスツアーのご案内

☆本日、上記ツアーの新聞チラシが折り込まれて
おりますのでご覧下さい♪

マイライフ
クリントンの回想
上巻 アメリカン ドリーム
下巻 アメリカン パワー

生い立ちから大統領選まで
外交と内政に稀有の指導力を発揮

9月発売予約受付中！ 上・下巻同時発売
楡井浩一訳 定価￥1950 （税込）

静岡県田方郡伊豆長岡町出身
昭和51年11月17日生 27歳
風になびく長髪がトレード
マーク。三兄弟の三男坊、風
光明媚な温泉町で子供時代を
すごす。勉強は嫌いだったが
サッカーやバスケットで活躍、
静かに絵を描くのも好きだっ
た。美術の授業で与えられた
課題 『白鳥の湖』を聴きながら描くイメージ画 これ
が県下の入賞作品となり彼本来のアートな感性がブレー
クする。高校卒業後は店舗の看板を描いたり、インテリ
アショップで働いたり、小金を貯めては海外へ…ツーリ
ストとしてではなく現地の人と直接コミュニケートでき
る機会を貪欲に求める。アメリカ・マレーシア・シンガ
ポール・スペイン・イギリス・オランダetc…旅を重ねる
毎に広がる友達の輪、食文化への造詣も深くなり、イン
ド料理や中国料理ではプロ級の腕前を披露する。５月に
上京、早起きにも慣れお客様サービスに努力を重ねる
日々、無駄遣いはせずひたすら貯金、 自分の描いた絵
を通じてグローバルな仕事に係わりたい。 夢いっぱい
の国際派青年にエール！
所長より一言：バランス感覚のよさが魅力…個性を生か
した仕事ぶりに期待！
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夏休みもいよいよ後半戦、この時期になると頭を悩ませるのが自由研究。
そんなみんなに朝小が楽しいテーマやアイデアをたくさん紹介します。

今年もやります。おまかせ自由研究♪
★100円ショップの品物を利用してつくるおしゃれ雑貨
★身近な材料でできる手づくり万華鏡
★ペットボトルでつくるきれいな「リサイクル・PETフラワー」★木や紙粘土でつくるからくり人形
★体がキラキラ光る「ビー玉魚」 …などを予定
◆アテネ五輪特集

◆平和特集

◆便利なお天気一覧表
夏休み中の全国30都市の
天気と最高気温を8月の
おわりに一覧表にして
のせます。

ＡＳＡ多摩センター ＡＳＡニュータウン永山
多摩市落合1‑20‑10

多摩市永山 2‑19‑1

TEL042‑372‑5211
FAX042‑373‑3154

TEL042‑374‑3411
FAX042‑371‑1531

毎朝発行、カラー8ページ
（月曜休み）

月ぎめ 1570 円 （税込）

大好評だった
７月号の
﹃かぶと虫
プレゼント﹄︑
店頭で目を輝かせる
お子さんたちの笑顔が印
象的でした︒来年の企画
もお楽しみに⁝︒

発 行 所

自由研究のテーマ満載
冊子（A4版）
『 おまかせ自由研究』
＆
学習ポスター
『日本のお城』を
もれなくプレゼント！

さて︑いよいよアテネ五
輪が開幕します︒連日の
猛暑でぐったり気味の毎
日ではありますが︑睡眠
と栄養を上手にとって︑
リアルタイムの感動を楽
しみたいものです︒
今月はミニ地球儀や世界
地図帳など︑五輪観戦に
ぴったりのプレゼントを
ご用意しました︒
奮ってご応募ください︒
所長

さわやかメール vol. 91

いま、朝日小学生新聞の
ご購読をお申し込みの方に
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貝取大通り

乞田川

夏休みの強い味方！朝日小学生新聞
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鶴川街道

︵駐車場あり︶

本国で6月に発売され、
全米出版界を席巻する
近年最大の話題作！

崇

（お客様サービス係）

尾根幹線沿いに少し足を伸
ばして稲城市へ⁝︒ゴルフ
場に隣接する東側スペース
には野球やサッカーが楽し
める多目的広場が設けられ︑
道路を挟んだ西側スペース
には段々畑の形式を取り入
れた扇状形の公園が豊かな
眺望を広げている︒駐車場
から続く芝生の広場には︑
ロープ製のジャングルジム
や赤い屋根が目を惹くプチ
アスレチックがあり︑広い
視界の中で子供たちがのび
のびと遊んでいる︒将来は
美しいお花畑になるであろ
う段々状の芝生は目下養生
中のため︑コンクリートゆ
えの殺伐っぽさが気になる
ものの︑竹林に隣接する石
段を下るとそこは別世界⁝
湧き水の流れる﹁田舎の風
景﹂に遭遇する︒小さな池
には大きな鯉やあめんぼが
泳ぎ︑ザリガニ探しに夢中
になる子供たちが２〜３人⁝
田んぼや畑に囲まれた古き
懐かしき空間がたまらなく
心地よい︒小さな四阿︵あ
ずまや︶に腰をおろし︑清
涼感あふれるひとときを楽
しみたい場所︒

朝日新聞創刊125周年記念事業

BOOKの
ご紹介

大西

http://www.sawayaka‑mail.com
20 04 年 8 月 1 0 日 ( 火 ） v o l . 9 1

オレンジ色の看板が目を惹く
ニュータウン通りの人気店。洋食のコックさんだったご主人が肉質の良い
とんかつにこだわって24年、8割が常連さん、変わらぬ味を求めて遠方か
らもお客様がやってきます。ひれかつ（￥1320）・とんかつ(￥1260)・
海老フライ(特大3本￥1680)…サックリ揚げたて、定番メニューの美味し
さはもちろん、夏バテ気味の体にはさっぱり仕立の「梅入りとんかつ」や
おろしダレでいただく「和風おろしとんかつ」（各￥1450）がおすすめ
です。人気メニュー「にんにく焼」(￥1160）も疲労回復にぴったり！炊
立てのお米は茨城つくば産コシヒカリ、体にやさしい「しじみ汁」には
京都直送の赤味噌を使用、たっぷりキャベツは特製ドレッシングにもよく
合います。とんかつの決め手は『バランス』、お肉・ご飯・味噌汁・キャ
ベツ・小鉢・お新香、ぜーんぶ平らげて あ〜うまかった！ この声を
聞くのがご主人何よりの幸せ…一品料理も充実、お座敷もあるのでお子様
連れでも安心です。

『とんとん亭』さん
より
うれしいお知らせ

第 回
﹃若 葉 台 公 園 ﹄

◆お申込み・お問合せは 朝日旅行会まで
TEL03‑3538‑2858 担当 笹嶋

たかし

若葉台駅

(昼食代は含まれません）
コース：永山駅（6：50)〜多摩センター駅（7：00)〜
東名高速〜浜松西I.C〜浜名湖花博（約4時間
自由見学・自由昼食）〜浜松西I.C〜東名高速〜
各出発地（20：00〜20：30着予定）

ニュータウン永山店

おおにし

お散歩 の途中で⁝

博』へ行こう！
花
湖
名 ◆期 日 9月22日（水）
『浜
◆旅行代金 大人7500円
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多摩市乞田707 ファミリーナタマ

TEL042‑371‑2877
◆営業時間
平 日11:30〜15:00 18:00〜23:00
日祭日11:30〜15:00 18:00〜22:00
◆定休日/火曜日
Ｐあり

① お得な日替わりサービス （定食） 【ご飯・みそ汁・キャベツのお替り自由】
金曜日：梅入りorおろしとんかつ￥1450→￥1170
月曜日：ひれかつ
￥1320→￥1120
土曜日：チキンかつ
￥1160→ ￥980
水曜日：とんかつ
￥1260→￥1060
日曜日：生ビール（中）
￥55０→ 半額
木曜日：生姜焼きorにんにく焼き￥1160→ ￥980

②『さわやかメール』ご持参の方は定番メニュー価格より10％割引いたします。
（8月31日まで） ※但し、①の日替わりメニューは除きます。

