新緑の美しい季節を迎えました。
今月は毎回好評の
『折りたたみステップ台』
や
アンティークレトロな
『ガラスの霧吹き』、
スターウォーズファン のお父さんに
贈りたい
『ベイダーの手ぬぐい』
など、
セレクター渾身のラインアップが揃いました。

さわやかメール
http://www.sawayaka-mail.com
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『レイナルド・ダ・ヴィンチ展』
の
チケットも再入荷。どしどしご応募下さい。
今月の締切は５月１５日（水）
です。

お散歩の途中で… 特別編
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来たる５/２４
（金）、上之根大通り
『イワオ企画』
さんで
マリンバ奏者『木村恭子』
さんによる演奏会が開催されます。
旋律を奏でる打楽器 「マリンバ」の広く美しい音域に耳を
傾けながら、温もりに満ちたひとときをご一緒しませんか？

多摩ニュータウン通り

青木
葉通
り

マリンバの音色を楽しみましょう！
弾き語りやみんなで歌うプログラムもあります。

上之根大通り

パルテノン多摩

『 第２回 木村恭子 マリンバ演奏会』

Houseleek

http://houseleek.jp/

一本杉公園

奏 木村恭子
時 平成２５年５月２４日（金）１８：３０開演
所 イワオ企画 フリースペース
（多摩市豊ヶ丘 １-５９-１０）
♪ 参加費 おひとりさま ５００円
♪ お申し込みはお電話で直接《イワオ企画》まで

TEL０４２-３３８-７２００

Houseleek 』

多摩市落合 ６-１２-１
０
TEL ０４２-３７２-２８２８
営業時間 １１：００〜２２：００
（LO２１
：００）
定休日 水曜日／駐車場あり

尾根幹線道路

♪演
♪日
♪場

ハ ウ ス リ ー ク

ピザ＆スパゲッティ『

多摩センター駅

☆アサウェブタマに特集記事あり。

小野路配水場前
交差点

ランチタイム後の時 間︵ 時 〜 時 頃 ︶
を
趣 味やサークルなどの集まりに
利 用してみませんか？
編み物 ︑絵 手 紙 ︑英 会 話 ︑俳 句 ︑
パステル画など︑
アートやカルチャー
などのスペースとして活 用したい …
とお考えの方 ︑お気 軽に
お問い合わせください︒
ハウスリーク 平 田まで

【メニューのご案内】
《平日ランチ》１
１：００〜１５：００（全てサラダ・フリードリンク・スープorデザート付）
◎ ピザランチ・・・ Sサイズ ￥９８０／Lサイズ ￥１
１８０
◎ スパゲッティランチ・・・ ￥１２００
◎ よくばりランチ・・・ ￥１２９０
（１/２スパゲティ・１/３ピザ）
《土日のランチ》１
１：００〜１５：００
◆ ピザランチ・・・ Lサイズのみ ￥１３５０
（サラダ・フリードリンク・スープorデザート付）
◆ スパゲッティランチ・・・ ￥１４５０
（パン・サラダ・フリードリンク付）
《ディナー》１７：００〜 （コーンポタージュ・生ハムとモッツァレラチーズのサラダ
本日のピザまたはスパゲティ・ドリンク・デザート付）
☆ ピザディナー・・・ ￥１５８０
☆ スパゲッティディナー・・・ ￥１６８０
《午後のティータイム》 お茶だけのご利用ももちろんOKです。
♥ ケーキセット・・・ ￥６７０〜（コーヒーおかわり自由）
♥ バナナとリンゴのデザートピザ・・・ Lサイズ ￥１２６０
illyエスプレッソ ￥２４０／カプチーノ ￥４２０／カフェラテ ￥４２０

【木村恭子プロフィール】
３歳からマリンバを始める。
１
９９１年シンガーソングライターとしてもデビュー。
現在はラジオパーソナリティとしても活躍中。
高齢者施設などでボランティア活動も行っている。

お席のご予約やお料理のオーダーも承っております。
人数やご予算などお気軽にご相談ください。
ピザのテイクアウトも可能です。
（ 宅配は行っておりません。）

インフォメーション

15

18

◎オーナーさんからのご提 案です︒

『一本杉公園』の向い側、赤い外観のおしゃれなレストラン。１９８７年のオープン、地元のお客様にはすっかりおなじ
みのお店です。 オープン当初から変わらないメニューもあり、常連さんがお孫さんを連れてご来店されることも…。
イタリアンにこだわらないカジュアルなメニューが人気、旬の野菜がたっぷりのスパゲッティ、自家製の生地とソースを
使ったピザは種類も豊富、
『 漁師風魚介類のピザ』
（￥１４７０）の美味しさは言うまでもありませんが、ピザソースを使わな
い『バナナとリンゴのデザートピザ』
（￥１２６０）はティータイムにオススメの一品です。１/２サイズのスパゲッティと１/３サ
イズのピザが選べる「よくばりランチ」はサラダ・フリードリンク・デザートがついて１２９０円とリーズナブル。
ログハウス風の店内は天井も高く居心地が最高！ お天気のいい日にはわんちゃんと一緒にテラス席でのお食事も楽
しめます。 柑橘系の香りが爽やかなレモンマートルのお茶やリップクリームなどの小物も販売。 新緑が美しい季節、木
の温もりがいっぱいの店内でお食事やティータイムをお楽しみください。

ハウスリーク特別クーポン
お食事された方にデザートと
￥２０００相当のポイントをお付けします。
有効期限 ２０１
３年６月３０日まで

スタッフ紹介 １３9

チャットボード

すず き

鈴 木 フィフザ

おつきゆきえさんによる『宮沢賢治朗読の会』

平成６年８月８日生（１８歳）
群馬県みどり市出身
明星大学人文学部日本文化学科１年在学中
センター店 新聞奨学生
担当エリア：９区 鶴牧２・６丁目 中沢２丁目

おはなしの出前を届けてくれる
『おつきゆきえさん』
による 大人のための朗読会 です。
１２月に開催した 大人のための絵本の会 も大好評でした。 初めての方もぜひご参加下さい。
フィフザ

美しい顔立ちと明るい笑顔が印象的な大学生が仲間入り。『Fifza』はウルドゥー語
で 全てのものを守る の意。２歳まで父親の故郷『パキスタン』
で暮らし、その後は
登録有形文化財『わたらせ渓谷鉄道』の沿線 みどり市 で育つ。「難民」
をテーマに
した中学校の弁論大会は市内一位。 自分の『家族』
をテーマにした高校時代は校内
で優勝。 中学生の頃から
「司書」の資格を取る目標を持っていたが、夢への第一歩
『明星大学』への入学を実現させたのは立派。 とにかく本を読む。 現代ではあり得
ないことが起こる歴史小説が好き、
『 のぼうの城』
『 忍びの国』
（ 和田竜著）、
『テレメ
ア戦記』などを好むが恋愛小説には全く興味がない。 アレックス・シアラー
『青空の
むこう』は最近感動した１冊。 彼女曰く、 司書に向いている人は図書館を利用する
人の喜びを自分の喜びに出来る人 … １８歳なのにしっかりしている。
０：３０起床、朝食とお弁当の下ごしらえ、講義の予習をして２：００には職場へ。５：３０
に朝刊配達を終えて朝食。８：００玉子焼きが必ず入ったお弁当を持って学校へ。
司書課程には必修科目が多く、
９：００始まりの授業が多い。１
５：００職場に戻り夕刊
の配達、
１７：００夕飯の支度、
オムライスが得意だが、色々なレパートリーに挑戦中！
何と中型バイクの免許を取得して上京。『ミスタードーナツ』のアルバイトで貯めた
貯金で赤の『バリオス２』
（２５０cc）
を購入。夏休みになったら
『いろは坂』経由で家ま
で帰るのが楽しみ。
（ 凄）『シャーロック・ホームズ』
ファンとしてはロンドンに行くの
も夢のひとつ。 充実した４年間を送ってほしい。
所長より一言： バイクの中免をとってきたのにはビックリ！ 女子向きのスクーター
を却下、上手に カブ を乗りこなしている。 頑張りすぎず、息抜き
しながら進むのも大事。 大学生としての時間も愉しんでほしい。

昨年６月に続き︑
恒例の﹁フラワーアレ
ンジメント講習会﹂は
今年も﹃緑宝園﹄さん
で開催させていただく
ことになりました︒
今回で 回目を迎える
講習会ですが︑おかげ
さまで４／ 号での
ご案内で定員となりま
した︒
今回は初めてご参加い
ただくお客様も多く︑
楽しいひとときをお過
ごしいただければ幸い
です︒
７／ ︵土︶おつきゆ
きえさんによる﹃宮沢
賢治朗読の会﹄にも
たくさんの方のご参加
をお待ちしています︒
所長
１３

２２

２５

＊日
時 ７月１３日（土）１７：００〜（朗読時間約１時間）
＊ 申込締切・定員（２０名）になり次第、締め切らせていただきます。
＊場
所
セレクトショップＭiｎ
ｉ
ｃ
ｒ
ｅｗ ２Fフリースペース
＊参 加 費
おひとりさま ￥１
０００のところ ￥５００で…
（当店読者以外の方は１
０００円となります。 ご了承下さい。）
＊ ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。

【申込先】 〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ＡＳＡ多摩センター店内
『ゆきえさんの絵本の会』係
フリーFAX０８００-８００-３１
５４／ http://www.sawayaka-mail.com

BO
OK

の
ご紹介

総勢５００人 の研究者による、最新日本史 の決定版！
！

日本

［週刊朝日百科］

新発見！

週刊

の

歴史

６月１
１日（火）創刊
全５０冊 ２号以降 定価５９０円（税込）

全巻そろえると日本史の「常識」が覆る！

『新発見！ 日本の歴史』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
裏面の応募用紙またはＨＰよりお申込み下さい。 応募多数の場合は抽選となります。

所長より特別プレゼント！ 応募 ★NO.１

大好評！
第64回
バスツアーの
お知らせ

江戸時代の香り豊かな館

※ 抽選に外れた場合でも購入を希望される
方は別途お知らせ下さい。

かやぶきの郷 薬師温泉「旅籠」
へ

■旅行期日：５月２２日（木）／■旅行代金：９８００円（昼食・入浴付）
◆本日（５/１０）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。
◆お申込み・お問合せ（株）朝日旅行 TEL０３-６８６０-７７８８

担当：笹嶋

