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童話『おいらはコンブ林にすむプカプカといいます』
作／岩佐めぐみ

ジャ〜ン、
パインコーンの真っ赤なリースや
羊さんのもこもこガーランドなど、
ひと足早いクリスマスグッズが登場、
今年はスケジュール書込みOKの
B４版カレンダーも加わり
2010年への準備も万全…
デリバリーサンタの受付も開始、
11月中頃には永山店の
X masイルミネーションも点灯します☆

絵／高畠 純 １０月発売（定価￥１０５０）

杯！
！
１１月６日解禁 イタリアの新酒 ノヴェッロ で乾杯

鶴牧在住の童話作家『岩佐めぐみ』
さんの新刊をご紹介します。
偕成社 おはなしポケットシリーズ
① 『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』
② 『わたしはクジラ岬にすむクジラといいます』
③ 『オットッ島のせいちゃん、
げんきですか？』
につづく、待望の第４弾！ ピッカピッカの新刊です。
【あらすじ】
ラッコのプカプカが書いた手紙を見て、
と、へんなヤツがたずねてきました。
「あっしは
ウミガメのカメ次郎ともうします。」プカプカにとっては、見るのもきくのもはじめての、
ウミガメ。 背中に大きな荷物を二つ背負っています。 つづきは… おたのしみに〜！

ピッツェリア『 ラ・パーラ 』
多摩市山王下 １-１３-６ マンションサザンヒル １Ｆ
TEL０４２-３７２-１７４５
営業時間 １１：３０〜１４：００ランチタイム
（月〜土）
１７：００〜２２：００
（LO２１
：００）
定休日木曜／駐車場有り http://www.lapala.com/
【ノヴェッロとは？】１１月の第３木曜日（今年は１１/１
９）はフランスの ボージョレ・ヌーヴォー
解禁の日として有名ですが、イタリアの「NOVELLO」
（ 伊語で新酒ワイン）もひと足早く
解禁となりました。ノヴェッロはイタリア各地で造られ、
それぞれのワイナリーが自前の
畑で取れるぶどうを使って作るため、その地方によってさまざまなワインとなり、その
ぶどうの種類は６０種類以上といわれています。 ノヴェッロは黒ぶどう独特のタンニン
の渋みが少ないため、少し冷した状態で飲むのが美味しい飲み方です。

【岩佐めぐみさん】
プロフィール
多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。
１
９８６年まで同大学学科研究室に勤務。 好きなことは泳ぐ
こと。主都福音キリスト教会会員
ほかに「どうわがいっぱい」シリーズ（講談社）
『バッファロー
おじさんのおくりもの』
『カンガルーおばさんのおかいもの』
がある。『ゆきえさんの絵本の会』にも必ずお顔をみせて
くれる めぐみさん 、童 話を書こうと思ったキッカケや、
高畠純さんとの出会いなどについてお話して下さいました。
１９８６年のある朝 ︑私は本を出版
したという突拍子もない夢で目覚
めました︒
夫から〝書いてごらんよ〟と励ま
され︑始めてはみたけれど …
中断 ︒
それから息子たちが生まれ小学生
になり︑
ある晩ふと思いました︒
あの書きかけの物語を彼らに読ん
でみようと …
︒
すると〝続きは？〟
そして〝お母さん明日から続きを書
きなよ〟とうれしい反応が返ってき

たのです︒ 数年 ぶりに物語が動き
出したとき︑
おつきゆきえさんの絵本
のよみきかせを南鶴牧小で聞く機会
に恵まれました︒なんと︑
その場所に
高畠純さんが …
！私はもうびっくり！
なぜなら初めて純さんの絵本に出会っ

た時から︑
ひそかに純さんの絵をイメ
ージしながら物語を書いていたから
です︒
お仕事で岐阜から上京してい
た純さんは︑友人であるゆきえさんの
よみきかせを聞くために︑
そこに座っ
ていたのでした︒
２００１年 ︑神様の
不思議な導きにより本は出版され
ました︒
しかも純さんの絵で …
︒
新作はもちろん︑
シリーズ１作目から
お読みいただければうれしいです︒
岩佐めぐみ
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【ラ・パーラさんで味わえる今年のノヴェッロ】
「ファルネーゼ ヴィーノ・ノヴェッロ2009」 ボトル￥３８００／グラス￥６８０
ルカ・マローニ誌で３年連続「最優秀生産者」
に選ばれたイタリア中部アブルッツォ州の
醸造元「Farnese社」。 葡萄種は「モンテプルチアーノ・ダブルッツォ」
と
「サンジョヴェーゼ」
プルーンやベリーを思わせる果実味たっぷりのすばらしい味わいです。
【オススメのお料理】
〈アンティパスト〉 プロシュット
（生ハム）
とサラミ、オリーブ盛合わせ…￥１９８０
トリッパと豆の柔らかトマト煮込み…￥９３０／豚バラ
（ソーキ）のラグー…￥９８０
〈ピッツァ〉 ピッツァ・サルシェッチャ・エ・フンギ（ソーセージと茸のビアンカタイプ）…￥１８８０
〈パスタ〉 茸と野菜、鶏挽肉のパルミジャーノ風味のニョッキ…￥１６８０
〈インサラータ〉 温野菜のサラダ、バーニャカウダソース和え…￥１２８０
〈セコンド〉 岩手県産・地鶏のピリ辛ニンニクオイル焼き…￥１８９０

◎この作品を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。
（作者 岩佐さんのサイン入り）

所長より特別プレゼント！ 応募 ★NO.1

※なお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。

インフォメーション
ひと足早い ２つのX masイベント 同時募集のお知らせ
Ⅰ. 大好評！
『フラワーアレンジメント講習会』
ハワイアンレイをアレンジした
X masリースをつくりませんか？
♪初めての方もぜひご参加ください。
☆日

時 １１月２１日（土）
１３：３０〜１
５：３０
☆場 所 ASAニュータウン永山店
２Ｆフリースペース
５
０
０
（素敵なクリスマスリースができあがります。）
☆材料費 ￥１
☆日頃のご愛顧に感謝して残りの費用は当店が負担いた
します。
注）当店読者の方のご参加に限らせていただきます。
☆申込締切 定員になり次第、締切らせていただきます。

【お申込み先】

童話作家 岩佐めぐみさんも来場されます。当日は、岩佐さんの
サイン入り絵本も販売します。みなさまのご来場お待ちしています。
あと１０名様ほどで定員となります。
☆日
☆場

時 １２月１０日（木）
１
９：００〜（朗読時間 約１時間）
所 イワオフリースペース ＡＳＡ多摩センター店向い

☆参 加 費 おひとり様 ￥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。）
☆参加ご希望の方は参加人数、お子さまの年齢をご記入の上
下記あてにお申込みください。

デリバリーサンタとは？
＊当店のスタッフがサンタクロースに扮してみなさんの
お宅や子供会のイベントなどにお伺いする企画です。
＊お子さんとの写真撮影やパーティ参加など、ご希望の
日程をFAX・お葉書・HPからお知らせ下さい。
＊スケジュールを調整させていただきます。
＊１２/２４
（木）
・２５
（金）はご予約なしで玄関先にお伺い
する場合もございますが、必ず来て欲しい方は前もっ
てご予約ください。

【サンタさんが伺える期間と時間】
☆期間 １２/１４
（月）〜１２/２５
（金） ☆時間１２：００〜２０：００
（上記以外の日程についてはご相談下さい。）
☆当店配達エリア内のみ伺わせていただきます。

〠206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『フラワーアレンジ講習会』係 ／ 『ゆきえさんの絵本の会』係 ／ 『デリバリーサンタ』係 まで

めっきり寒くなってきました︒
産 地 直 送﹁ 羊 蹄 山 麓・具 知 安 産の新じゃ
が﹂
はご購 入 頂いたお客 様から大 変ご好
評をいただき︑
スタッフ一 同うれしく思っ
ております︒
よろしければ︑
おススメの
﹁じゃがいもレ
シピ﹂などをお寄せいただき︑ 日 発 行の
﹃ドットコム﹄
でご紹 介できれば︑〝おいし
さの輪 〟 も広がりうれしい限りです︒
ペット情 報やイベント紹 介など︑身 近で
楽しい情 報もお気 軽にお寄せ下さい︒
お待ちしています︒
所長
25

Ⅱ. クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』
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、
ひとりでのご参加も歓迎いたします。

毎年大好評！
『デリバリーサンタ』
の
受付を開始します！
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なかの

み つ のり

中野 満典
昭和４４年１１月４日生 広島県呉市出身
ニュータウン永山店 お客様サービス係
担当エリア ２１区 諏訪１丁目・永山１丁目

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１
５４

http://www.sawayaka-mail.com/

眼鏡の奥のやさしい瞳が温厚な性格を物語る。 造船の町『呉』で４人兄弟の末っ子として生まれ、
肉屋の息子として裕福な子供時代をすごすが、中学に入ると家庭の事情が一変、 技術が取得でき
る工業高専の電気科に進学する。卒業後は『MAZDA』の自動車ラインで電気部門を担当、
２４歳の
頃、出張先の韓国で『HYUNDAI』の関連会社からスーパーバイザーとしてのオファーを受けるが時代
の流れに不安を感じ辞退、翌年バブルがはじけその会社は倒産した。その後は安芸郡熊野町の会社
でポット苗や観葉植物の管理・販売を任されて１
５年をすごす。半年前、住み慣れた広島からの上京
＆転職は３０代最後の大きなチャレンジだったが、恋女房『亜理佐さん』の後押しもあり、上京後入籍、
長い独身生活にも終止符を打った。趣味はドライブ、先日は幕張の『モーターショー』
に出かけてきた。
もう少し生活に慣れたら家庭菜園をつくりたい。 好物はやっぱり
「お好み焼」
（ 広島風）、教えてくれ
た中野流レシピは１
１/２５号『おしゃべりドットコム』
で紹介します。お楽しみに〜！
所長より一言：入社当時よりスリムになって、
シャープな感じがいいね。 黙々と機会に向い合った時代、
花を通じお客様と接していた時代、積み重ねてきた経験を毎日の業務に生かしてほしい。
期待してます！

