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インフォメーション
応募NO.★1

今とっても話題の

昭文社

歩いて帰る帰宅支援マップ〜首都圏版』

所長から特別プレゼント

応募NO.★2

★ 創刊号を20名様にプレゼントいたします。
応募NO.★1・★2をご希望のお客様は
裏面の応募用紙でお申し込みください。

10月1日(土) 全国東宝系 感動のロードショー

『蝉しぐれ』
『蝉しぐれ』

藤沢周平最高傑作

20 年、人を想いつづけたことはありますか？

全国共通特別前売券
好評発売中 一般 ￥1000（税込）
■ご購入希望のお客様は当店までご連絡ください。

何かを語りかけるようなやさ
しい瞳、本人曰く、 人と争
うのが苦手 …超穏やかな性
格の 癒し系青年 には16歳
のお嫁さんがいる。海を眺め
て育った子供時代、スポーツ
よりも家の中で遊ぶのが好き、
母方の祖父が彫刻家だったこともあり中学時代は美術
部で活躍、コツコツと作品を仕上げる満足感は、のち
にバイク作りの趣味へと変っていった。部品屋さんに
足を運んでは廃車済みのバイクを自分で解体、わずか
5万円で自分だけのスクーターを完成させる。中型免
許（400cc）を取り、バイク仲間と地元『大崩海岸』
へのツーリング、しかし…愛車シルビアを購入した頃、
重大な問題に直面。アルバイト程度の収入ではとうて
い返せない巨額のローン、世間知らずだった自分を返
上しようと上京を決意。お金の苦労はあっても、将来
の目標はやっぱり「バイク屋」さん。愛妻『菜月ちゃ
ん』と始めた新生活、料理の腕も日々上達…揚げたて
のコロッケに夢を乗せて…。
所長より一言：つらいことも楽しいことも、全部ひっ
くるめて宝物。夫婦仲良く…若さゆえ
の柔軟な仕事ぶりに期待！

多摩センター駅

31

ウェルサンピア

どんぐり山
公園

木

葉

通り

落合けやき 通り

【マテバシイ】ブナ科
ドングリでは最も
スリムな部類。
「待てばシイ」の
語源は俗説、長い
葉を細長いマテ貝
に見立てた「マテ
葉シイ」の方が納得がいく。果実
は渋抜きなしで食べられる。ただ、
炒ると猛烈にはぜるのでふたをす
るなど注意が必要。
（「花おりおり」より）

ｅ
ｔ
ｃ

グリナード永山4Ｆフロアー
喫茶店

紅鯉魚
レストラン街

ビぐ
ナ
←
←

〜ミニバス 宝野公園東下車〜

〜ヴァチカンから奈良まで、全街道体験〜

静岡県焼津市出身

いつ訪れても美しい﹃落合
けやき通り﹄⁝生い茂る
木々の隙間から日々高く
なっていく青空を見上げて
のウォーキング︑残暑の中
にも時おりそよぐ涼風が心
地よい︒どんぐりが拾える
から﹃どんぐり山﹄？シン
プルな疑問を思い浮かべな
がら︑やさしい傾斜の坂道
を上る︒まぁ〜るい原っぱ
だけの小さな公園︑中央の
﹁トチノキ﹂には蝉の抜け
殻がいっぱい⁝過ぎ去って
行く夏を惜しむかのように
蝉たちの合唱が続く︒クヌ
ギ・コナラ・マテバシイ
⁝︑雑木林の小径を抜
けて多摩中央公園へ︒秋間
近︑木々との語らいが楽し
める秘密の場所︒

9月29日（木）創刊
週刊朝日百科 全50冊

（お客様サービス係）
昭和58年9月11日生

上之根通り

週刊『シルクロード紀行』

阿部 幸正

宝野公園

BOOK
の
ご紹介

多摩センター店

http://www.sawayaka‑mail.com
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べ ゆきまさ

る め 31 ←

お散歩 の途中で⁝

『ラジオライト』(8/10号)『地震に対するの5つの
備え』(8/25号）に続く 防災シリーズ Bとして
話題のベストセラーをご用意しました。防災意識を
日常的に高めておくためにも上手にご活用ください。
15名様にプレゼントいたします。

あ
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第 回﹃どんぐり山公園﹄

★『震災時

スタッフ紹介

青

所長からの特別プレゼント

←

あ か こ い

★

エスカレーター
レストラン

敬老の日スペシャルプレゼント！
9/19(祝）は敬老の日、おじいちゃま・おばあちゃまとの素敵な
エピソードをお手紙やFAX・インターネットでお寄せください。
抽選で10名様に深大寺温泉『ゆかり』の平日ご入泉招待券4枚１組と
ちょっとおしゃれなプレゼントをさしあげます♪《 締切は9/30です》

絵シリーズ』が始まりました。
より 新しい『額
5年7月
0
0
2
千住 博 『地の音 水の色』
従来の日本画の枠にはまらず、
世界から高い評価を受ける千住の作品。全24枚を毎月2枚セットにして
お届けします。(無料）ご希望のお客様はお知らせください。
（朝日新聞をご購読のお客様にかぎらせていただきます。）

第16回 バスツアー

『中仙道の宿場・
馬籠と妻籠」
９月28日(水）は、
おかげさまで定員
いっぱいとなりま
した。たくさんの
お申し込みありが
とうございました。

※額絵専用ファイル・アートフレーム（各￥920有料）をご用意しました。
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梨・ぶどう・松茸⁝
味覚の楽しさに加え︑
スポーツや芸術への
興味も深まる季節で
す︒
２０００年９月にスター
トした﹃さわやかメール﹄
も創刊５年︑見るだけで
応募は⁝ とおっしゃる
お客様も︑ぜひ一度お試
しください︒ひょっこり
届くプレゼントが思いの
ほか好評です︒
﹁締切に遅れないコツ﹂
をご存じの方はその術を
お知らせください︒
所長

さわやかメール vol. 117

中華料理『紅鯉魚』

出入口

永山駅前の便利なロケーション…
賑やかなレストラン街にありながら、異国情緒たっぷりの店内には本格
派の中国料理をゆったりと楽しめる空間が広がっている。2003年3月の
オープン、聖蹟桜ヶ丘駅そばに小さなお店を開いたのが10年前、北京出
身のシェフが腕をふるう安くてうまい家庭料理が口コミで広がり、足繁
く通う常連さんも多いお店。海の幸たっぷりの『海鮮春巻』
（ ２個￥819）
は点心の人気メニュー、頭付き車海老のチリソース『干焼大蝦』
（ ￥1764）
や『北京ダック』
（ 6枚セット￥1344）は予算のある日にガッツリと…、
特製の肉辛味噌が食欲をそそる『タンタン麺』
（ ￥787）、土鍋仕立ての鶏
肉入り塩味ラーメン『鶏堡麺』
（ ￥924）など他では味わえないおいしさ
もいっぱい…。
（ メニューは130種類以上）紹興酒や果実酒も豊富、薬膳
効果も期待できる『菊花茶』
（ 喉・肺によい）や黒梅ジュース『酸梅湯』は、
夏バテ気味の体にもおすすめです。

多摩市永山1‑4

◆紅鯉魚さんからのお知らせ◆
【ランチメニュー】 平日のお昼（11：00〜17：00）のみ、消費税をサービスしています。
お得な「定食セット」や「日替わりセット」もいろいろ…。
＊ 炒飯セット（スープ・デザート付）
￥750
＊ ラーメンセット（半炒飯・デザート付）
￥800
＊ 水餃子セット（半炒飯・スープ・デザート付）￥800 ほか
【コースメニュー】 ￥2000〜（3名様より）
◎個室もご用意できます。
（ 要予約） ◎ご予算、メニューなど、お気軽にご相談ください。

グリナード永山4Ｆ

TEL 042‑337‑5198
◆営業時間
11：00〜22：00
◆定 休 日
グリナード永山と同じ
◆駐車場あり

