毎年好評の『鳴門渦きん』に替わり、
今年は『うず芋』が登場！
『フェルメール展』はラストチャンス、
ほんものそっくりの『ミニチュアミシン』、
お便りをアレンジしたくなる
『赤ずきんちゃんのスタンプ』…
秋のプレゼントには楽しさがいっぱい、
忘れずにご応募くださ〜い！

さわやかメール
http://www.sawayaka-mail.com
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秋の特 別
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編「ナビぐるめ 63 ＆お 散 歩の途 中で …

多摩 市鶴 牧 6- 8- 13 Ｐあり
TEL&FAX ０４２-３１
６-９４３２
営業時間
カフェ １
０：００〜２０：００／火曜休
サロン １
０：００〜１８：００／火曜・木曜休
（トリミングは要予約）

http://cafeourhouse.com

締切は１０月１４日（火）
ＰＣまたは携帯電話からの応募が便利です。

」

唐木田駅の程近く、テラス席が目を惹くおしゃれなお店を発見。 ５月にオープンした『OUR HOUSE』さんは
カフェとドッグサロンを併設、 家でくつろぐように居心地のいい時間をすごしてほしい オーナーの思いが
こめられた採光たっぷりの店内はシンプル＆モダン… 優しい時間が流れています。
クリーミーで濃厚な「カルボナーラ」、デミグラスソースがおいしい「手ごねハンバーグ／ライス付」(各￥1050）
はランチタイムの人気メニュー、
「ごろごろバナナのシフォンケーキ」
（￥550）はティータイムにどうぞ。
ワンちゃん用のヘルシーメニュー「馬肉ソーセージ＆ゆでキャベツ」
（￥250〜）
も用意され、トリミングを終えた
ワンちゃんとすごすひとときにも楽しさが一杯です。 明るくて元気なトリマーの佐藤さんはカット技術に優れ、
メディカルケアの知識も高いのでしつけや健康についての相談は何でもOK 。
多摩地区初導入の「ハイドロ・サージ・バス」をはじめ、泥エステ、アロマ温浴などエステメニューも充実、
初めてのワンちゃんには「ちょこっとお手入れコース」
（￥1575）がオススメ。 唐木田方面には秋を満喫で
きるお散歩コースがいっぱい… 歩き疲れたらひと休み、お気軽に足を運んでみませんか？

【CAFEからのインフォメーション】

お花見広場

の道
からきた

【DOG SALONからのインフォメーション】
☆多摩地区初、大型犬も楽に出入りできるドッグバス
「ハイドロ・サージ・バス」
を導入、人間と同じように
肩まで浸かるお風呂、薬浴やジャグジーが可能なワンランク上のドッグケアが好評です。
☆トリミング料金はお問合せ下さい。
シャンプーセット… 小型犬 ￥3150〜／中型犬 ￥5250〜／大型犬 ￥7350〜
（各￥525）
☆爪切り・耳そうじ・足裏バリカン・足回りカット・肛門腺しぼり
「ちょこっとお手入れ５点セット」は￥1575でお得です。

小
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府中カントリークラブ

李久保公園

鶴牧西公園
鶴牧東公園

唐木田
駅

☆ランチタイム11：30〜14：00 フードメニュー＋￥ 200でサラダ・ドリンク付き
☆スウィーツメニューはお好きなお飲物とセットで ￥200 OFF
☆お食事はドレッシングからソース・デザートに至るまで全て手づくりにこだわっています。
☆ドリンクメニュー各種
ブレンドコーヒー（￥450）
・エスプレッソ
（￥380）
・カプチーノ
（￥480）
・アイスコーヒー（￥450）
アッサムまたはアールグレイティー（Cup￥450・Pot￥500）
・ビール（￥480）
・オレンジジュース
（￥400） 他

OUR HOUSE

まろにえ公園

通
イア
セコ
タ
メ

り

ケーヨーD2

唐木田公園

尾根幹線道

奈良原公園

路

インフォメーション
スタッフ紹介 92

X mas イベント

たかはし たくや

『ゆきえさんの絵本の会』のお知らせ

高 橋 卓矢
昭和６３年１
１月１７日生（１
９歳）
Ｂ型
群馬県高崎市出身
中央大学経済学部経済情報システム学科在学中
（永山店新聞奨学生）
担当エリア２２区 永山２丁目・３丁目の一部
切れ長の目元、ストレートの黒髪…物怖じしない淡々とした
語り口がイマドキ？の大学生。 男３兄弟の次男坊、本人曰く
「真ん中は苦労が多い。怒られるのは自分ばっかり。」そん
な不満からか、子供時代は友達との喧嘩が絶えず、母親に
は迷惑のかけっぱなし。 中１で父親を亡くし宮崎県清武町
に移転。勉強は嫌いだったが昼間部のある定時制高校に入
学、夜はラーメン店で働いた。 在学中にパソコン検定や商
業簿記の資格を取得、働きながら学んだ実績が認められ中
央大学のＡＯ入試に合格。２：００起床、朝刊配達を終えて
８：００には大学へ、授業が始まるまで少し仮眠。 ランチタ
イム、ボリュームたっぷり！ 学食の『しょうが 焼定食』
（￥５３０）が元気の素。日課＆趣味はスポーツ新聞の野球欄
に隅々まで目を通し、打率一覧をチェックすること。 自称
感覚派の統計学オタク 〜弱いチーム、残塁の多いチーム
が好き。 アンチ巨人だが、９０年代の三本柱（桑田・斉藤・
槙原）、特に桑田の生き方は今なお魅力的。 TVも炊飯器も
ない暮らしは寂しすぎ… 効率の良い一人暮らしを目指し、
自炊にトライしてみようとも考えている。

時 １２月１１日（木）
１
９：００〜（朗読時間 約１時間）
☆会 場 イワオフリースペース ＡＳＡ多摩センター店向い
☆定 員 ３０名になり次第、締め切らせていただきます。
☆参加費 お一人様 ￥１
０００のところ ￥５００で…。
（当店読者の方のご参加に限らせていただきます。）

1〜9

20〜29
10〜19

90〜96
80〜89
70〜79
60〜69
50〜59
40〜49
30〜39

※数字は回数

★日時 １１月７日（金）
①午前の部 １０：００〜１２：３０
②午後の部 １３：３０〜１６：００
★費用 ４５００円

☆日

☆参加ご希望の方は ＦＡＸ・お葉書・ホームページから
お申込み下さい。
※参加人数、お子さまの年齢をご記入くだ
さい。
申込先

〠206-0033
多摩市落合１-２０-１
０
ＡＳＡ多摩センター店内
『ゆきえさんの絵本の会』係まで
フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４

http://www.sawayaka-mail.com
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驚くべき情報を少し⁝︒
お楽しみ頂いている
﹃さわやかメール﹄のプレ
ゼントですが︑前号︵ 回
目︶までの応募のうち︑
なんと 回お申し込みを
されているお客 様がおひ
とりいらっしゃいます︒
当落に拘らず応募し続け
て下さるお気持ちに心よ
り感謝いたします︒
また毎回欠かさず目を通
して下さっている皆様にも
深く御礼申し上げます︒
応 募状況はグラフの通り
です︒
所長

さわやかメールの応募回数

『ハートのキャンドルスタンド
（キャンドル付き）』

毎年恒例のクリスマス企画です。
今回は２〜４年生位のお子様と楽しんでいただける
演目を予定しています。
大人の方おひとりでのご参加も歓迎いたします。

所長より一言：勉強と仕事の両立は大変なはずなのに、
そ
んなにしんどそうにしないところがエライ。
卒業までゼッタイにやり抜こう！

（2008/9/10号まで 96回）

トールペインティング
『X mas One Day Lesson』
のお知らせ

95

96

節約
＆
利殖

『２つのベルオーナメント』
★日時 １２月 ５日（金）
①午前の部 １０：００〜１２：３０
②午後の部 １３：３０〜１６：００
★費用 ４２００円
費用：レッスン料、白木材料代、下地・上絵の具代、仕上げニス代含む
★会場 パルテノン多摩
★定員 各クラスとも １０名（定員になり次第締め切ります。
）
どちらも下地塗り済みです。

★お申込み・お問い合せは『Atelier Keiko.T』
まで
TEL&FAX ０４２−３３９−７７５７
（９：００〜１
８：００）

・・・・・・

身近な家具や小物を素敵にアートする
『トールペインティング』、
その中でも１本の筆に何色もの絵の具をつけて
グラデーションを描く憧れの手法『マルチローディング』…
★美しい作品の数々は多摩センター店２Fの
『みにくる』
でも展示即売しています♪

週刊朝日緊急増刊

物価高時代に１円でも得をする

『お金を守る生活防衛術』
■定価５８０円（税込）

７４
ワザ

■B５判・100ページ

★週刊朝日増刊 「お金を守る生活防衛術」
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込み下さい。

所長より特別プレゼント！ 応募 ★NO.1

大好評 ！
第37回
バスツアー

※抽選に外れた場合でも、 購入を希望さ
れる方はメッセージ欄でお知らせ下さい。

紅葉の河口湖・富士山麓で楽しむ

『フジヤマミュ−ジアム＆フレンチ懐石』
旅行期日 １１月１９日
（水）
／ 旅行代金 １１８００円

◆お申込み・お問い合せは（株）朝日旅行 TEL03-5777-6722 担当：笹嶋
◆本日（10/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

