今月は
『ピーターラビットのマグカップ』や
『ハロウィングッズ』、
『五郎島金時のかわいいぽてと』など
秋が楽しくなるプレゼントがいっぱい…
待望のゴッホ展も入荷！
アミューズメントチケットも満載！
食欲の秋、芸術の秋、行楽の秋…
それぞれの秋を
プレゼント選びでお楽しみ下さい。

さわやかメール
http://www.sawayaka-mail.com

2010年10月10日（日）vol.239
発行部数
12000部

ASA多摩センター 多摩市落合1-20-10
発行所 ASAニュータウン永山 多摩市永山2-19-1

入場自由 お一人（高校生以上）
につきワンコイン
（￥５００）程度のカンパをお願いします。
出演： タマドリームジャズオーケストラ
モーフィアスジャズオーケストラ
H☆B Steppers／ユニオンプラス ほか
主催： ジャズフェスティバル IN 鶴牧東公園 実行委員会
後援： 多摩市、多摩市教育委員会
連絡先： 事務局 電話０９０-４０９２-７０３２ 田中
http://jazz-fes.jpg.org/
演奏曲リクエスト受付中(10/10まで)

今月の締切は１０月１４日（木）
です。

︵第 回︶
お散歩の途中で …

（雨天の場合翌日順延）

会場： 鶴牧東公園 既設ステージ

﹃ 第一回 ジャズフェスティバル ＩＮ 鶴牧東公園﹄

秋の深 まりと共に美 しさを 増す
鶴 牧 東 公 園 ︑紅 葉の始 まった公 園
の 野 外ステージに響きわたる ジャ
ズの生 演 奏 …イメージする だけ
でワクワクしますね ︒
地 域 交 流・地 域 文 化の活 性 化 を
目 的としたこのイベントは︑骨 太
のサウンドをクールに奏でる 多 摩
市の老 舗 バンド﹃タマドリームオ
ーケストラ﹄をはじめ４組のアマ
チュアバンドが参 加 ︒
大 人 数 編 成のビッグ バンドで聴
く 昔 懐 かしいジャズナン バーは
みなさ まからのリクエスト 曲 を
中 心に構 成されます ︒
迫 力 ある 生のステージには感 動
がいっぱい …
秋の夜 長 ︑すてき なひととき を
ご一 緒 しませんか？

日時： 10月16日（土） 16：00〜20：00

フリーダイヤル0120-165-211 フリーFAX 0800-800-3154
フリーダイヤル0120-163-411 フリーFAX 0800-800-1531

ナビぐるめ 81
手作りの本格中華と快眠活魚

旬 鮮『 たくま 』
多摩市落合 １-７-１２ ライティングビル４Ｆ
（多摩センター駅より３分）
TEL０４２-３７２-７２７２／不定休
営業時間 平 日１７：００〜２
２５：００
日祝日１７：００〜２３：００
アサウェブタマ.comに特集記事＆クーポンあります。
⇨ http://www.asawebtama.com/
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★「快眠活魚』
とは、活きた魚に針を刺し、眠らせることで魚のストレスを軽減させ、鮮度を保ったまま
輸送、調理ができる技法のこと。 多摩市では唯一。
２００７年１
０月のオープン、手作りの本格中華と快眠活魚による鮮度抜群のお刺身が味わえるお店。
『本場四川麻婆豆腐』
『 健康黒酢のやわらか酢豚』
（ 各￥６８０）
『 海老チリ』
（￥６００）など、四川料理の修行
を重ねた料理長が腕をふるう料理はどれも絶品、
『 快眠真鯛のカルパッチョ香味ソース』
（￥８００）や水に
入れて２分、優しく見守ってあげると目を覚ます？南西諸島産『旬眠海葡萄』
（￥２５０）は快眠活魚の
『たくま』
さんならでは… 本格焼酎やこだわりの地酒など料理を惹きたてるお酒も揃っています。
キッチンを囲むカウンターは女性ひとりでも気軽に座れるうれしいスペース、
『 季節の野菜と茄子の強
火炒め』や『ふわふわ卵のキノコあんかけ』
（ 各￥６００）はヘルシーなのにボリュームたっぷり、新鮮野菜の
一部は市内の契約農家から届けられています。冬に向けてのイチ押しメニューは『かきの唐辛子炒め』
（￥６８０）、常連さんのお気に入り
『手づくり餃子』
（￥６００）のおいしさも見逃せません。
お席のご予約はお早めに…。

【 たくまさん から の 耳 よりな お 知 ら せ 】 〜１１/３０
（火）
まで
『さわやかメール』ご持参の方はグループ全員に生ビール１杯またはソフトドリンク１杯が無料になります。

【宴 会メニューのご案 内】

時間）
プラス１２００円で飲み放 題（２
付けします。
コースは４名 様より承ります。
をお
）
無料
（
』
・ん・と！ 乾杯の『鏡 開き
★８名様 以上のご 予約に な

《たくまコース》 … ２８００円

炒め 海老チリ
合わせ 黒潮 麦豚の黒 胡椒
ート
快眠 活魚 入り刺身３点 盛り
あんかけや焼きそば デザ
豆腐
麻婆
し
の熱 々蒸
若鶏の唐 揚げ 秋鮭とキノコ

《旬 鮮コース》 … ３８００円

海老チリ 手作り点 心
合わせ カキの唐 辛子 炒め
快眠 活魚 入り刺身４点 盛り
特製チャーハン デザート
豆腐
麻婆
ダ
秋野 菜、彩々サラ
秋鮭とキノコの熱 々蒸し

インフォメーション

【第２回生命保険個別相談会予告】〜無料〜

スタッフ紹介 115
リターンズ
ひ よし

としゆき

日 吉 利之
昭和５０年４月８日生（３５歳）
静岡県伊東市出身
ニュータウン永山店主任
担当エリア：永山３丁目全域

入社８年目、優しいものごしと穏やかな笑顔は当時のまま… 思考力・直感
力に優れ、 中大法学部に在籍した経歴もダテじゃない。 学生生活をリタ
イアしたあとはアウトレットでアパレルショップの店長をしたり、 バーテ
ンダーの修行をしたり、 仕事も遊びも本気で頑張っていた軽井沢での暮
らしが懐かしい。 今が旬のアウトレットで上手く買物をするコツは とに
かく店員さんと仲良くなって欲しい商品を取り置きしてもらうこと。 最
近の愛読書は『マンガでわかる相対性理論』… ドラえもんの４次元ポケ
ットが頭に浮かんでくる？らしい。 トム・クルーズの大ファン。『カクテ
ル』という作品に登場したウォッカベースのお酒『カミカゼ』がお気に入
り。 休日は『Nicole』や『abx』をサラッと着こなして渋谷あたりをウロウ
ロする。 ３０代も後半戦、実家にはマメに帰る孝行息子、 結婚願望はま
だないが、 何か新しい発見をしてエキサイティングな毎日を送りたい。

今春開催の第１回相談会にはたくさんの方のご参加をいただきありがとう
ございました。この相談会は日本FP協会認定のファイナンシャルプラン
ナー『太田哲也』氏の協力を得て、生命保険に関する色々な相談に公平・
中立な立場で答えてもらう無料の相談会です。
生命保険の勧誘などは一切ありませんので安心してご参加下さい。
◉ 日程：①１０/３１
（日） ②１
１/６
（土） ③１
１/１４
（日）
◉ 会場：パルテノン多摩会議室

☆申込みの詳細については１０/１７
（日）
の折込チラシをご覧下さい。

BO
OK

の
ご紹介

所長より一言： 見かけによらずウッカリ者の日吉くん… 財布や携帯を失く
す回数があまりにも多くいつも大騒ぎ！
（笑） それでも、いざという
時にはみんなの先頭に立って頑張る心意気にみんなが信頼を寄せ
ています。 今後の活躍に期待！

ひと足早いクリスマス

♪初めての方もぜひご参加ください。

①１１月２６日（金）１３：３０〜１
５：３０ ASA多摩センター店向い イワオフリースペース
②１１月２７日（土）１３：３０〜１
５：３０ ASAニュータウン永山店 ２Ｆフリースペース
※ 日にちによって会場が異なります。 ご注意ください。
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（①② 各１
５名）になり次第締切らせていただきます。
申込先

朝日ジュニアシリーズ
週
刊

毎週火曜日発売
全５０冊

新マンガ日本史 ２号以降定価￥４９０（税込）

『新マンガ日本史』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込み下さい。

所長より特別プレゼント！ 応募 ★NO.1

同時開催のお知らせ
２つのX mas イベント 同時募集のお知ら
Ⅱ. クリスマス恒例 『ゆきえさんの絵本の会』

Ⅰ. 大好評！
『 フラワーアレンジメント講習会』
〜インテリアグリーンにクリスマスの装いを…〜

日 創 刊 新たな５０人の歴史ドラマの扉が開く！
１０月１２

毎年恒例のクリスマス企画です。
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。 大人の方のご参加も大歓迎です。

☆日
時 １２月９日（木）１
９：００〜 （朗読時間 約１時間）
☆場
所 イワオフリースペース ＡＳＡ多摩センター店向い
☆申込締切 定員（３０名）になり次第締切らせていただきます。
☆参 加 費 おひとりさま ￥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 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。

〠206-0033 多摩市落合１-２０-１
０ ＡＳＡ多摩センター店内
『フラワーアレンジメント講習会』係 または 『ゆきえさんの絵本の会』係

秋到来！
色々なシーンで
役に立つ﹁ウェブ
タマ﹂のクーポン︑
ご利用になりま
したか？
お財布の中に予め
プリントアウトし
て持つか︑携帯に
取り込んで歩くか︑
上手に使えば家計
の節約にもなるの
で︑ぜひぜひご利用
下さい︒
お店のご好意によ
りクーポンの有効
期限も延長されて
います︒
〝こんな使い方が
便利！〟などの
ご意見もお寄せい
ただけると幸いで
す︒
所長

大好評！
第５1回
バスツアーの
お知らせ

■ フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４
■

http://www.sawayaka-mail.com

秋の日光山内（東照宮・二荒山神社・輪王寺）
■旅行期日：１１月 ２４日
（水） ■旅行代金： ８８００円（昼食・拝観料含む）
◆お申込み・お問い合せは（株）朝日旅行 TEL03-3248-6464 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。

