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インフォメーション
龍首敬子先生（鶴牧在住）による
『ローズペイティング』 出版記念

週刊朝日百科
日本の 『美術館を楽しむ』10月7日 （木） 創刊

所長より一言：コツコツと努力する姿勢が立派、お父
さんは頼もしい方がカッコイイ…家族
のために頑張ろう！

★場

所

★定 員
★参加費

10月８日(金）午後７時開演
（朗読時間約１時間）
イワオフリースペース （ＡＳＡ多摩センター向い）
今回も『イワオ企画』様のご協力を
いただいております。
３０名
おひとりさま１０００円のところ ５００円 で…
※当店読者の方に限り、半額負担させていた
だきます。配達エリア外からご参加の方は
１０００円となります。ご了承ください。

発 行 所
ＡＳＡ多摩センター ＡＳＡニュータウン永山
多摩市落合1‑20‑10

TEL042‑372‑5211
FAX042‑373‑3154

多摩市永山 2‑19‑1

TEL042‑374‑3411
FAX042‑371‑1531

９月27日(月） 定員になり次第締切ら
せていただきます。
♪締切後、ご案内状をお届け致しますので
しばらくお待ち下さい。

★応 募 先

ASA多摩センター店 まで

〒206‑0033 多摩市落合1‑20‑10

FAX 042‑373‑3154

日本選手団の活躍につい
つい夜ふかしが続いた２
週間︑アテネ五輪の閉幕
と共にフ〜ッと秋風が吹
く⁝そんな季節を迎えて
います︒４年に一度の晴
れ舞台︑究極の努力を続
けてきたアスリートたち
の姿はどこまでも美しく︑
深い感動を覚えずにはい
られませんでした︒
﹃さわやかメール﹄も創
刊４周年︑﹁続ける﹂こ
との大切さを忘れずに︑
これからも楽しい紙面づ
くりを心がけてまいりま
す︒お気づきの点などが
ございましたらお知らせ
ください︒
所長
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★応募締切

ケーヨーD２
（工事中）

多摩川
上原園
横田園

矢野口駅
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街道
稲城駅

京王
よみうりランド駅

三沢川
京王相模原

線

10

郵便局

時

ご希望のお客様は参加人数・お子様の年令をご記入の上、
ＦＡＸ・お葉書・ホームページからお申し込みください。

唐木田
センタービル

押栄梨園

弁天洞窟

東急
ストアー

★日

今回は小学１〜３年生のお子様と
楽しんでいただける演目を予定。

鶴川

唐木田駅

『ゆきえさんの絵本の会』を
開催いたします。

大丸親水公園

JR稲城長沼駅

カフェ
ラ・フルール
マクドナルド

南部線

川崎街道

唐木田大通り

全50冊/毎週木曜発売 2号以降 定価 ￥560（税込）
創刊号を20名様にプレゼントいたします。
★ご希望の方は裏面の応募用紙でお申し込みください。
（お届けには しばらくお時間をいただきます。）

南多摩駅

お散歩 の途中で⁝

■ BOOK/新刊のお知らせ

いまどきの小顔に切れ長の瞳、
風になびく茶髪はまさにジャ
ニーズ系…ところがこの青年、
5 歳になる男の子のお父さん
というからビックリ！野山を
駆回って遊んだ子供時代、抜
群の運動神経を生かし中学は
新体操部で活躍、勉強が嫌いなわけではなかったが、若
さゆえの開放感から奔放な高校生活を送る。レストラン
で経験した 接客の仕事 に自らの可能性を見出して上
京…整体師の資格を持つ奥さんと長男 喜一くん、家族思
いの マイホームパパ は息子のしつけもきちんとする。
「嘘をつかない」「約束を守る」…大切なことを教えな
がら親子のコミュニケーションもばっちり。趣味はスノ
ボー、アウトドアを家族で楽しもうとマイカー購入を決
意。最初に行きたいのは水族館、海や川でキャンプもし
たい。今後の目標は『大検資格の取得』と『貯金』…若者
のバイタリティーでどんなことにもチャレンジしてほしい。

N

第 回
﹃ 秋の味覚

◆なお、抽選にはずれてしまった場合でも本の
ご購入を希望される方はご連絡ください。

静岡県御殿場市出身
昭和58年5月23日生

ｴ０４２︵３７７︶６００２

9月16日に発売の新刊 『ローズペイティング』
（日本ヴォ−グ社）定価￥1365（税込）を
10名様にプレゼントいたします。
★ご希望の方は裏面の応募用紙にてお申し込み下さい。

亮一

（お客様サービス係）

稲城で梨狩りを⁝﹄

★所長からのスペシャルプレゼント★

村木

http://www.sawayaka‑mail.com
20 04 年 9 月 1 0 日 ( 金 ） v o l . 9 3

京王線に乗って 分足らず⁝梨狩りの
里・稲城を散策してみるのはいかがで
しょう︒稲城駅からよみうりランド駅
沿いを流れる三沢川周辺をはじめ︑街
のあちらこちらに広がる梨園には︑実
りの秋が満ち満ちています︒
よみうりランド駅前のバス通りを南へ
２ 〜 ３ 分 ︑ 新 東 京 百 景 ﹃ 弁 天 洞 窟 ﹄ 威(
光寺内︶に立寄って﹃三福神﹄︵弁財
天・大黒天・毘沙門天︶へのお参りを
済ませたら︑川崎街道を渡り南武線・
稲城長沼駅方面へ⁝大丸用水沿いに続
く散歩道︑﹃大丸親水公園﹄の風景は
どこか懐かしく︑吹き抜ける秋風にふ
んわりとした郷愁がつのります︒歩き
つかれた体にはみずみずしい旬の味覚
をたっぷりと⁝３００年の歴史を刻む
﹁稲城梨﹂︑人気の﹃豊水﹄︑大ぶり
＆上品な甘さの﹃稲城﹄︑巨
大梨の﹃新高﹄など︑散策の
思い出に﹁梨狩り﹂を楽しん
で帰りましょう︒大粒なのに
種がないぶどう﹃高尾﹄の
美味しさも見逃せません︒

一本の筆に何色もの絵の具をつけて描く憧れの手法
マルチローディング 、オーストラリアのエニッ
ド・ホッシンガー先生に上級講師の認定を受け、
1992年よりパルテノン多摩でお教室を開かれて
いる先生と生徒のみなさんによる作品展です。

ニュータウン永山店

りょういち

♪ＪＡ東京みなみ稲城支店からの情報です︒

＊会場

9月16日（木）〜18（土）
10：00〜18：00（最終日は16：00まで）
京王プラザホテル多摩 ４Ｆ宴会場
お問合せ先 TEL042‑339‑7757（龍首）

むらき

﹃上原園﹄ 稲城市押立７３５
０
ｴ４２︵３７８︶８５０４
﹃押栄梨園﹄稲城市押立６０５
０
ｴ４２︵３７７︶４７９４︵ 梨 の み ︶
﹃横田園﹄ 稲城市押立９８８
０
ｴ４２︵３７７︶６７６７︵ 梨 の み ︶
﹃旭園﹄ 稲城市東長沼１７０７の４
ｴ０４２︵３７７︶７６５９
♪営業時間・料金など︑詳細については直接お問合せください︒
地方への発送もできます︒

＊日時

43

︻梨＆ぶどう狩りができる農園︼

マルチローディング教室
アトリエCape Cod作品展 のお知らせ

スタッフ紹介

る め 21 ←
ぐ
ビ
ナ
←
←←
『カフェ ラ・フルール』
http://www1.ttv.ne.jp/ lafleur/

唐木田駅のそばに見つけた
素敵な喫茶店、可愛らしい看板と季節感たっぷりのお花がポーチでお出
迎え…クラシック音楽が流れる店内、イタリア製のアンティーク家具や
おしゃれなダウンライトに囲まれてすごすひとときはヨーロッパのプチ
ホテルにいるような心地よさ。2004年4月のオープン、本格派の焙煎コー
ヒーと自家製ランチの美味しさが口コミで広がり、隠れ家的な雰囲気を
楽しまれるお客様も多いお店。サイフォンフラスコで抽出される珈琲は
10種類以上、挽きたての豆の美味しさが心ゆくまで味わえます。お豆腐
＆ミートの「手づくりハンバーグ」（ライスorパン付）、日替わりがう
れしい「パスタいろいろ」、季節限定の『ターメリックピラフ』（全て
サラダ・スープ・コーヒー付きで￥1000）などホームメイドな美味しさ
が大人気。吹き抜ける風が心地よい初秋の昼下がり、手紙を書いたり、
本を読んだり、おしゃべりを楽しんだり…オーナーのお人柄にも誘われ
て、何度でも足を運びたくなるお店です。

多摩市唐木田1‑54‑17
（小田急線 唐木田駅すぐそば）

TEL042‑374‑0960
◆営業時間/11：00〜18：00
◆定 休 日/ 日・祭日 Ｐ3台あり

【ラ・フルールさんからのインフォメーション】
■店内の飾り棚スペースをお貸しします。手作りの小物やクッキーなどを展示販売してみませんか？
■ミニコンサートやプチウェディングなど（20名様まで）、ご要望があればお気軽にご相談下さい。
※詳細については直接お問合せください。

