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今月の締切は４月１４日（木）
です♪
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メタセコイヤ通りのユキヤナギ＆
唐木田周辺は桜が満開！
！

『 パティヤラ パレス』

「からきだ菖蒲館」も
開館しました！

※写真はいずれも
２０１
１/４/４に撮影

府中カントリークラブ

唐木
田駅

川井家シダレザクラ
鶴牧西公園

鶴牧六丁目

コミュニティセンター
児童館、図書館
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４月１日オープン
からきだ菖蒲館

多 摩 市 愛 宕 ４-８-１２ エスペランサ２Ａ
ＴＥＬ０４２-３８９-２０２７
営 業 時 間 ランチタイム １１：００〜１５：００
ディナータイム １７：００〜２４：００
年 中無休／駐車場２台あり
３０席（カウンター５席、テーブル席×４）

★アサウェブタマにクーポン情報あり

唐木田一丁目

唐木田通り

ナビぐるめ 87
インド・ネパール＆エスニック料理

しょうぶ

からきだ
ヤエザクラの 百本シダレ
お花見
原っぱ
広場

幹線

通り

インフォメーション

本場の調理人がつくる本格料理、横浜伊勢崎町と豪徳寺にも支店があるインド・
ネパール・エスニック料理の人気店がニュータウン通りにオープン。
スタッフはみなさんネパール出身、店長さんの丁寧な接客にも優しい心遣いがいっ
ぱいです。 常時用意されるカレーメニューは２０種類以上。 辛さも調整してもらえ
るのでお子様連れでも安心です。玉ねぎの甘みとコクが最高の『チキンクルマ』は
甘口カレーの王道、
コリアンダーと生姜の爽やかな風味、大きなお肉がたっぷり入
った『マトンとほうれんそうのカレー』、ふっくら焼き立て
『ナン』
との相性も抜群で
す。 ボリュームたっぷりの『タンドリーチキン』
（１Ｐ￥５００）やカレー風味シュウマイ
『モモ』
（６コ￥８００）、生春巻（￥５００）などのサイドメニューも充実。ナンまたはライ
ス、サラダ、
ドリンクがついたランチセットは種類も選べてリーズナブル、ディナー
タイムの利用にはウェブタマクーポンの利用がゼッタイにお得です。
乞田川の夜桜もステキ、お花見途中のランチ o r ディナーはいかがでしょう？
【ランチメニュー】 ※価格は全て税抜きです。 お持ち帰りもできます。
〈カレーセット〉 セットメニューにはナンまたはライス、サラダ、
ドリンク付
※店内サービス：ナン・ライス お替わり無料

スタッフ紹介

早いもので入 社６年 目になります 。 体 力があるわけでもない
のでゼ〜ゼ〜いいながら配達を続けているのは相変わらずで
すが（ 笑 ）…ありがたいことに、私はたくさんのお客 様に支え
られ ています 。 花 粉 症になったときは 、いい病 院 やよく効く
な が た よしかず
薬を教えてもらいました。父親が脳梗塞で倒れ途方にくれて
いると、色々なアドバイスや励ましのお言葉をいただきました。
永田 義和
昭和５０年４月２日生（３６歳） 昨 年１２月 、愛 知・長 久 手に出 向した際は ここのラーメンお
いしいよ。 このお店のひつまぶしはぜひ 食べて帰ってね。
千葉県富里市出身
とみなさん温かかったです 。 多 摩に戻り、久しぶりに以 前の
永山店お客様サービス係
担 当 エリアに顔を出 すと、 ちょっと太ったんじゃない？ な
担当エリア５・６・７区：諏訪全域 んて 手ご わいご 指 摘も… 。 ヘアカットは『アトリエプレゼン
ツ』で、花 粉 症の薬は『マルベリー薬 局』で、歯の治 療は『川
崎 歯 科 』で … 。 地 域のみなさんとのおしゃべりを楽しみな
がら７年目も頑張ります。
永田 義和

リターンズ 121

長久手から帰ってきて、体全体から やる気 がみなぎって
いる感じ。 以前は自分を主張しようとして空回りすること
もあったけれど、今は他人を思いやる人間としての成長も
感じられる。 独立への意識も高まり、あとは頑張るのみ！
今後も期待！
所 長

キーマカレーセット￥６８０／野菜カレーセット ￥７５０／チキンカレーセット￥７５０
マトンカレーセット￥８００／ポークカレーセット￥８００／海老カレーセット ￥８５０
日替わりカレーセット￥８００／レディーススぺシャルセット￥９５０
２種類のカレーセット￥１０５０
スペシャルセット ￥１
１５０
（チキンティッカ・シークカバブー・サラダ・ナンまたはライス）

【ディナーセットメニュー】 ※価格は全て税抜きです。
２種類のカレー ￥１２００／３種類のカレー ￥１５００
＊レディーススペシャル ￥１６００
（２種類のカレー・マライティッカ・チキンティッカ・チキンカバブ・サラダ・ドリンク・デザート）

＊タンドリースペシャル ￥１９８０
（１種類のカレー・タンドリーチキン・シークカバブ・マライティッカ・グリーンサラダ・ドリンク）

＊スペシャルカップルセット ￥３９８０
（２種類のカレー・シークカバブ×２、マライティッカ×２、グリーンサラダ、
ドリンク×２、デザート×２）

☆パーティメニューなどのご相談も承ります。
★★★ 耳より情報 ★★★
さわやかメールまたはアサウェブタマクーポンご持参の方にスペシャルなサービスがあります。
●ランチタイム／サラダ１つ無料＋￥８５０以上の単品メニューのみ￥５０引き
●ディナータイム／ナンまたはライスお替わり自由＋タンドリーチキン１Ｐ無料
※有効期限６月３０日まで

チャットボード

【お知らせ】
1. 朝日新聞社主催『プーシキン美術館 フランス絵画３００年』
は開催中止となりました。
すでにお渡ししているご招待券は無効となります。
2. 東京サマーランド
『桜まつり』
（ 4/2〜10）
は開催中止となりました。
6/11〜7/10の
『あじさい観賞』
でご利用ください。
3. ヤクルトVS阪神戦 3/25・26・27／ヤクルトVS広島戦 4/1・2・3 は9/26以降に
神宮球場で代替試合が開催されます。ご招待券は破棄せずにそのままお持ちください。
4. 中止になったサッカーチケットの取り扱いについては詳細が決まり次第お知らせします。
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桜も見頃となりました。
今月は端午の節句を彩る
「五月人形」や「トイストーリーの
バラエティパック」
など
楽しいプレゼントがいっぱい…
アミューズメントパークの
ご招待券もたくさんご用意しました。
みなさまのご応募
お待ちしています。（ ０ ）／

毎年、好評をいただいている
『日経なんでもランキング』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

未曾有の震災被害が発生
してひと月が過ぎようと
しています︒様々な情勢
不安は現在も続いていま
すが︑４月に入り︑被災
された方を想い︑節電を
心がけながらも︑
﹁普通﹂
に近づいていこうとする
世の中の動きが少しづつ
感じられます︒
新聞を通じてお届けでき
る情報が少しでも皆様の
お役に立てるよう︑当販
売店は日常の配達業務を
確実に行なってまいります︒
チケットプレゼントについ
ては計画停電などの影響
により︑開催中止または
各施設の営業時間が変則
的になっている場合があり
ます︒ご不便をおかけいた
しますが詳細を確認して
お出かけ下さい︒ 所長

大 好 評！
第 5５回
バスツアーの
お知らせ

毎回大

好 評！ 『 フラワーアレンジメント 講 習 会 』

初夏にぴったりの寄せ植えを楽しんでみませんか？
父の日のプレゼントにしてもステキですね♪

①６月３日（金）１３：３０〜１
５：３０ イワオフリースペース（ＡＳＡ多摩センター店向い）
②６月４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（素敵な寄せ植えができあがります。）
☆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

〠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

フリーＦＡＸ ０８００-８００-３１５４

http://www.sawayaka-mail.com

「新緑の上高地散歩 上高地帝国ホテルでランチ」
残雪の穂高連峰をのぞむ河童橋からながめ、上高地帝国ホテルでランチを楽しみます。

■旅行期日： ６月１５日
（水） ■旅行代金： １２０００円
◆お申込み・お問い合せは
（株）朝日旅行TEL03-3248-6464 担当：笹嶋
◆本日（4/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

