さわやかメール

２０12 最初のプレゼントは
金色に輝く
『ピッグ オブジェ バンク』
『ムーミンのマグカップ』
『羊さんのポケットゆたんぽ』
など

http://www.sawayaka-mail.com
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多摩センター
『中央大学』
多摩丘陵の自然が残るキャン
パスで、学生気分を味わいな
がら、一般開放されている食堂
や売店でお食事ができます。

松が谷

中央大学・明星大学

大塚・帝京大学
『多摩動物公園』
自然の中でのびのびと暮らす
動物達に出会えます。
子どもだけでなく大人も充分
楽しめます。

多摩動物園駅

多摩動物公園

程久保
高幡不動

京王線 高幡不動駅

『高幡不動尊 金剛寺』
お参りの人で、
いつも賑やか。
２月３日には豆まきが行われ
ます。

万願寺

浅川

甲州街道

柴崎体育館

中央本線・青梅線
立川駅

穏やかな 天 候に恵 まれて２０１２年 がスタートしました︒
今 回は 多 摩 モノレールに乗って空 中 散 歩です ︒ 近 代 的 な ビルが建 ち 並ぶ
多 摩センター駅からスタート ︒ ビルの間から 見 える 高 幡 不 動 尊の五 重 塔 を
回り 込 むように過 ぎると︑浅 川で視 界 がパーッと開 け丹 沢や奥 多 摩の
山 並みの後ろには 真っ白に輝く 美 しい富 士 山 を 見ることができます ︒
途 中の景 色にも見 所 がいっぱい！

京王線・小田急線
多摩センター駅

立川南

多摩モノレールについて
詳しい情報を知りたい方は

http://www.tama-monorail.co.jp/

『 カフェ・ド・スール 』
多摩市唐木田 １-７-１ TEL０４２-３７５-３７９７
営業時間 平 日 １
１
：００〜２２：００
日祝日 １
１
：００〜２０：００
定休日
月曜・第３火曜日
※パーティ予約はご相談下さい。
駐車場 ７台 ※時間帯により分煙

http://www.ai-net.gr.jp/cafedesoeur/
唐木田駅より徒歩３分、大きなガラスが目を惹く素敵な喫茶店。 住宅街のオープン
カフェとして１７年の歴史、広い店内には居心地の良い空間が広がっています。
ランチタイムはいつもお客様でいっぱい… 「日替わりランチ」
（￥９００）の美味しさは
もちろんですが、
シェフ特製の「生ハム」や「ホームメイドケーキ」の美味しさも見逃せ
ません。 オープンスペースでは、ワンちゃん・ネコちゃんとのカフェタイムもＯＫ。
唐木田方面にはウォーキングスポットがいっぱい！ お散歩の途中にちょっと寄り道し
たくなるお店です。 卒業・入学などのパーティシーズンがやってきます。 結婚パーティ
や２次会などのご利用もオススメ、人数やご予算などお気軽にご相談下さい。

【Lunch】
火曜〜金曜 １
１：３０〜１４：００

☆ランチタイム
（予約不可）
日替わりランチ…￥９００
カレー・ハヤシ…￥９５０
生ハムランチ…￥１
１００

『国営昭和記念公園』
もうすぐ春を告げる梅の開花
情報が届くことでしょう。
広い梅林は見事です。

をご覧下さい。

※２名様より承ります。

※詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

【Event】
P
Café de soeur 主催イベントのご紹介
占いコーナー
月１回位
気まぐれ生バンド演奏 月１〜２回位 カフェ ド スール⇨
ハロウィン・クリスマスパーティ など

BO
OK

週刊

マンガ 世界の偉人

子どもの好奇心と
豊かな心を育てる

の
ご紹介

偉人たちの感動の物語をお届けします。

創刊号は『エジソン』

１/１７
（火）創刊 毎週火曜日発売
２号（１/３１発売）以降 定価４９０円（税込）

『マンガ世界の偉人』創刊号を１
０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。

AKB

48新聞 12/16創刊
AKB×日刊スポーツ 月刊
第２号は１月２０日（金）発売 １部３００円

所長より一言 ： 自分の個性をしっかりと持ち、円滑なコミュニ
ケーション能力にも優れている。
永山店の中堅スタッフとしてがんばってほしい。

新聞まるごとＡＫＢ!! オールカラー タブロイド３２ページ

★★★ご購読のお申し込みは当店まで★★★
各競技の最終予選が次々

あけましておめでとう
ございます︒
今年はロンドン五輪の年︑

と開 催される上 半 期︑
テ
レビの前ですごす 時 間が
楽しみです︒
２０１０年７月に開設し
た
﹁アサウェブタマ .com
﹂
の特 集 記 事 掲 載 数が
８０店を突 破しました︒
永山店︑
センター店のス
タッフが各 店のオーナー
さんや 店 長さんに直 接
取 材 をさせていただく
方 法で月に２回の更 新
が行われています︒各 店
の記 事にじっくり目を通
すと︑
そこには他では知る
ことが出 来ない宝 物のよ
うな情 報が詰まっている
ことに気が付きます︒
多 摩ニュータウンの歴 史
を感じるお店 ︑最 近オ
ープンしたＮｅｗショップ︑
地 元 情 報 満 載の
﹁ウェブ
﹂
を今 年もよろ
タマ .com
しくお願いいたします︒
所長

大好評！
第５８回
バスツアーの
お知らせ

ケーヨー

Ｄ２

尾根幹線道路

朝日ジュニアシリーズ

大きな体と屈託のない笑顔が印象的な永山店のニューフェイス。
小学・中学・高校を通じてサッカーを続け、
フォワードとして活躍。
高校卒業後、父親が経営する工務店に就職、舗装工事やビルの
建設など、職人さんと一緒に仕事をこなすが、
２６歳の時に父親
が他界… 色々な理由により会社は継がず、他の仕事で収入を
得る道を選んだ。 もともと古着とHipHopが好きで、渋谷や六本
木のクラブに通っている頃、いつかは雑貨店を開きたいと思うよ
うになった。 まずは貯金！ の発想から丸６年、練馬⇨立川⇨
新宿の新聞販売店を経て永山店に入社。できるだけ自炊をして
生活費を倹約、休日には野菜や納豆を貝取のコープにでかけて
たっぷりと購入、
５年後には夢の実現を目指す。 お気に入りの
バイク
『アメリカン』をカスタマイズするのも楽しみのひとつ、オ
ンとオフのバランスを上手にとりながら、居心地良く暮らしてい
る。 得意料理はカレー、里芋やかぼちゃを上手に煮るのはどう
やら彼女の影響らしい。 サイドの刈上げは６㎜に限定、防寒用
のヘアバンドが良く似合う。 経験を生かした仕事ぶりに期待！

↑ 多 摩センター方 面

真

※２名様より承ります。

★ひとりぼっちディナー ￥１８００

小田急線唐木田駅

チャット
ボード

奥山

１７：００〜

￥２４００ ￥２９００ ￥３１５０
各コースデザート付

おひとりでご来店の方のみ
ホームパーティ ウェディングパーティ
お食事 演奏会など
料理…￥３１５０〜
ドリンク…￥５３０〜￥２１００
（フリードリンク）

インフォメーション

昭和５４年３月１
０日生（３２歳）
東京都東大和市出身
永山店お客様サービス係
担当エリア１
６区：
聖ヶ丘１丁目・馬引沢１
・２丁目

１２：００〜１５：００

￥２２００
お料理３品・デザート
コーヒーor紅茶
★ディナーコース
（予約可）

（ケーキ＋コーヒーor紅茶）

まこと

★ランチコース
（予約可）

（全てコーヒーor紅茶付）

【Party】

おくやま

【Course】

【Cake】 ホームメイドケーキ
オリジナル手作りケーキ
単品…￥５３０
ケーキセット…￥８５０

スタッフ紹介 127

好きなお父さんにぜひどうぞ…。

ナビぐるめ 94

立川北

国営昭和
記念公園

『東北蔵元三昧ボンボン』
はお酒の

今月の締切は１月１４日（土）
です。

お散歩の途中で …

︵第 回﹃
︶ 新春は多摩モノレールに乗って空中散歩﹄

84

楽しいバラエティ雑貨でスタート！

チャットくんクイズプレゼント
仕掛け絵本『不思議の国のアリス』
ご感想
『とび出ししかけ絵本』、ありがとうござ
います。
「チャットくんクイズ」はちょっと
むずかしかったので、お兄ちゃんにとい
てもらいました。
「アリス」の本は「しかけ」
がとてもよく出来て、ひらいたらいきなり
とび出したのでびっくりしました。
また、かんたんな「チャットくんクイズ」が
あれば、こんどはわたしがやってみたい
と思います。
落合 Ｋちゃんより
こんなかわいい本 ありがとうございま
す。小さいころからあこがれの本だった
ので凄く嬉しいです！
！ ずーっと大切にし
ます。今回のクイズは少し難しかったけ
ど、頑張ってといてよかったです。
本当にありがとうございました。
貝取 Ｕさんより

益子焼の窯元見学と水戸偕楽園の観梅
■旅行期日： ３月１４日
（水） ■旅行代金：６９８０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（1/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

