春の足音が近づいてきました。
今月は桃の節句を彩る
『ミニお雛様』や
『ガーデ二ングキット』、
沖縄産『黒糖しょうがパウダー』
などをご用意しました。
待望の『写楽展』や
プロ野球オープン戦の
チケットも入荷。
たくさんのご応募
お待ちしていま〜す。

さわやかメール
http://www.sawayaka-mail.com
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土手の上にサクラ
乞田
南斜面の土手に梅

かえで並木

乞田新大橋

多摩ニュータ
ウン通り

関戸

↓豊ヶ丘北公園方面

面→

↓貝取山緑地方面

春 が待 遠 しい今 日この頃 …
ま だわずかですが︑あちらこちらで
梅のつぼみが開き 始めました︒
多 摩 市 内の公 園︵ 多 摩 中 央 公 園・原 峰
公 園・一 本 杉 公 園・瓜 生 緑 地ｅｔｃ …
︶
にも梅 林はありますが︑
﹃ 愛 宕・かえで並 木 通り﹄沿いの紅 梅・
白 梅も明るい陽 ざし をいっぱいに受 けて︑
可 愛らしく 咲き 始めています ︒
坂 を 登ると反 対 側には 貝 取・豊ヶ丘・多 摩
センター方 面の自 然 豊かな 街 並みが見 え
てきます ︒早 春の暖かい日に足 をのばし
てみてはいかがでしょう ︒

梅 が終 わると︑桜 が美 しく 咲き 始めます ︒

→
→

『梅』バラ科
学名 purnus mume（ 梅）
purnus：サクラ属
mume：ウメ
（江戸時代の梅の呼び名＝ムメ）
purnus（プラナス）は
ラテン語「plam（桃）」が語源
中国原産
奈良時代遣隋使か遣唐使が
中国から持ち帰ったらしい。
「万葉集」の頃には白梅が、平安
時代になると紅梅がもてはやさ
れた。 万葉集では梅について
百首以上が詠まれており、植物
の中では萩に次いで多い。
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回﹃ 愛 宕かえで並 木 通り沿いの梅 ﹄
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↓街

センタ
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愛宕２丁目

お散歩の途中で …

あた
ご
一息
坂

ここからの眺めが良い
ここからの展望が良い

←多摩

第

愛宕東公園

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

インフォメーション

自然派イタリアン

『 きっちんカラーカ』
多摩市諏訪１-６５-１ 永山ハウス１Ｆ
ＴＥＬ０４２-３１９-３７１９
営業時間
ランチタイム １１：３０〜１４：３０
ティータイム １４：３０〜１７：００
（LO１６：３０）
ディナータイム１７：３０〜２１
：３０
（LO２１
：００）
定休日／水曜日 第３火曜日
駐車場あり／バリアフリー対応

http://ameblo.jp/kitchen-kalaka/

☆アサウェブタマに店舗特集の情報あり

永山駅より徒歩３分、 緑に囲まれた静かな空間に佇むイタリアの家庭料理レス
トラン。２０１１年１月リニューアルオープン、大きなガラス窓から降り注ぐたっぷ
りの自然光、 ナチュラルで居心地の良い空間ですごすランチタイムもおすすめ
ですが、 日が暮れたあとは、ワインや色々なお酒が楽しめる隠れ家的レストラ
ンへと雰囲気が変わり、 ゆったりとしたディナータイムがすごせます。
ハーブ飼料で育った「ハーブポーク」が絶品。『ハーブポークのカツレツ』
（￥１２００）、
『ハーブポークのグリル盛合せ』
（￥１３００）に加え、ハンガリー風の煮込み料理『グ
ヤージュ』
（￥１２００）もオススメです。 カラーカ
（Kalaka）
とはハンガリー語で共同
作業の意、 エコファーマー認定の生産者から取寄せた食材や産直野菜でつくる
体にやさしいメニューが評判の『カラーカ』
さんでは、食事だけでなく地域の方々
の様々な出会いやコミュニティの場となることを願っています。
桜美林大学の留学生の演奏会を兼ねたティーパーティや多摩市在住の落語家
『三遊亭可龍』
さんの寄席なども企画。 各種パーティやイベントでの貸切につい
てもお気軽にお問合せ下さい。
【ランチメニュー】

【ディナーメニュー】

〜 独 立おめでとうスペシャル〜
き だ ち りゅうすけ

昭和５０年１
０月２５日生（３５歳）
青森県青森市出身
統括マネージャー
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本日のパスタ（スープ・パン・サラダ・ドリンク付）… ￥９５０
ラザニア（スープ・パン・サラダ・ドリンク付）… ￥１
１００
グヤーシュ（スープ・パン・サラダ・ドリンク付）… ￥１０００
本日の定食（ごはん・みそ汁・漬物・サラダ・小鉢・ドリンク付）… ￥９５０

スタッフ紹介 11９
木立 龍介

今月の締切は２月１４日（月）
です♪

→
→

１８歳の大学入学と同時に多摩市に転入、 私はあしかけ１７年間を多摩市ですごしたこと
になります。
大学時代の４年間は、 勉強だけでなく、 バスケットという部活動で組織の仕組みや人間
関係の大切さを学びました。 多摩センター店・永山店での１３年間は、「しんぶんやさん」
のイメージを変えようとチャレンジする石野所長のもと、 新しいスタイルのお客様サービ
スについてたくさんのことを学びました。
ここ数年は、 昨年夏にオープンしたポータルサイト
『アサウェブタマ.com』や豊ヶ丘新聞
センターのミニコミ紙『Petit たま」の制作に関わり、 各商店のオーナーさんに取材をし
たり、 お客様の口コミ情報をまとめながら、地域密着の重要性を改めて実感しました。
新所長として出発するにあたり、 お客様の声に誠心誠意耳を傾けたい と思う気持ちが
私の《お客様第一主義》
という信念につながっています。
これからめぐり合う新しいスタッフとの出会いを大切にし、 おとなり日野市より、 みな
さまのお役に立てる情報を発信できれば… と思っています。
私を育てて下さった全ての方たちに感謝しながら、 多摩センター店、永山店に負けない
販売店づくりをすることが恩返しだと思っています。 長い間、ありがとうございました。
木立 龍介
国士舘大学バスケット部の主将を経て永山店に入社、２２歳だった青年『木立龍介』
と
歩んだ１３年の歴史… 感慨もひとしおです。
（涙） 永山・センター・豊ヶ丘… どの職場
でも一流の キャプテンシー を発揮、 多くの新人を叱咤激励して育ててくれました。
昨年末、後輩『河合』が愛知・長久手で独立した時も現地に乗込み開業準備をサポート
しました。
「サッカーアジア杯」で耳にした ハートは熱く、頭はクールに…。 をはな
むけの言葉とします。 見た目どおり、スケールのデカイ所長さんになってほしいわけで
すが、
２桁キープのウェイトコントロールもライフワークのひとつにして下さい。
（笑）
所 長

Antipasto（前菜）
キノコのマリネ ￥５００・カプレーゼ ￥５５０・生ハムのサラダ ￥７５０・自家製鴨のスモーク
バルサミコソース ￥６００・ブロッコリーのアーリオ・オーリオ ￥５００ ほか
★上記より３種盛合せ…￥１０００ ５種盛合せ…￥１５００ にするとお得です。
バーニャカウダ ￥７８０ 野菜のグリル ￥７８０ タコのオーブン焼き ￥６８０ ほか
Pasta（パスタ）
ハーブポークとキャベツのペペロンチーノ… ￥１０００
キノコたっぷりのトマトソース… ￥１０００
スモークサーモンとほうれん草のクリームソース… ￥１２００
ラザニア… ￥１２００ ほか
Pizza（ピッツァ）
ピッツァマルゲリータ ￥１
１００ ヘルシーサラダピッツァ ￥１２００ ほか
Risotto（リゾット）
野菜たっぷりのトマトリゾット… ￥１
１００ ポルチー二茸のリゾット… ￥１３００
Pesce&Came（メイン）
ハーブポークのカツレツ… ￥１２００ グヤージュ… ￥１３００
本日の鮮魚グリル… ￥１３００〜 ほか
★ドリンク各種、
ワインについてはお問い合せ下さい。

【耳より情報】さわやかメールご持参の方にワンドリンクのサービスがあります。
（ディナータイムのみ） 〜３/３１まで
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創刊号
東京都交通局
（地下鉄・都電など）

他のクーポンとの併用は不可。

チャットボード
週刊朝日百科

鉄道全路線

歴史でめぐる 公営鉄道・私鉄 全３０冊
２月２２日（火）創刊 毎週火曜日発売２号以降定価５８０円（税込）

日本初！ 路線別にわかる
公営鉄道・私鉄の歴史と今
『鉄道全路線』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

※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。

大 好 評！バスツアーのお知らせ

『 水戸偕楽園の観梅』
■旅行期日： ３月１７日
（木） ■旅行代金： ８８００円（昼食付き）
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行TEL03-3248-6464 担当：笹嶋
◆本日（2/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

朝日カルチャーシリーズ【全３０冊】

CDブック

古寺をめぐる こころの法話
２月１０日（木）創刊
毎月１０日・２５日発売
創刊号サービス価格 ６８０円（税込）
２号以降価格１
２８０円（税込）

すべて新録音！
日本を代表する
名僧３０人の語りおろし
聴いて、読んで、
仏教に親しむCD付百科

