今月は毎回好評の
『鳴門うず芋』をはじめ、
ツリーを彩る『ボールグラスター』、
メタルの光沢が美しい
『トナカイの飾り』など、
クリスマスが持ち遠しくなる
プレゼントが登場！
各種カレンダーに加え、
かんたん家計簿もご用意。
デリバリーサンタの予約も
開始しました。
たくさんのご応募お待ちしています♪
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今月の締切 は11月１ ５日（土）で す。

多摩ユースオーケストラ 第３５回記念演奏会

ナビぐるめ １２５

「この日だけのスペシャル合唱団２０１４」とともに

１２.２３ （火・祝）
１６：３０開場

パルテノン多摩大ホール
多摩ユースオーケストラによるプログラム

合唱団とオーケストラによるスペシャルプログラム

♪ヨハン シュトラウス
喜歌劇「こうもり」序曲
♪ベートーベン
交響曲第５番「運命」

♪ポロディン 歌劇「イーゴリ公」より
ダッタン人の踊り
♪大地讃頌

【全席自由席】

（４歳以上の方から客席にご入場できます。/有料）

◎チケットお取扱い： チケットパルテノン TEL042-376-8181

◎お問合せ・チケットお申込み・ご予約
：多摩ユースオーケストラ事務局 TEL042-371-1558
後援／多摩市・多摩市教育委員会・多摩ユースオーケストラ後援会
協力／多摩グリーンロタキッドクラブ 「心の詩・少年少女合唱団」

協賛／株式会社キューピー
主催／多摩ユースオーケストラ

①

多摩ユースオーケストラ様のご好意により 4 0 組様に
ご招待券をプレゼント致します。 ★チケット応募 NO.7

※アサウェブタマに特集記事あ り

タイムサービス
１７：００〜１９：００まで

②

生ビール 小 ￥３８０⇨ ￥３００
サワー
￥３８０⇨ ￥２００

ックス

お酒を注文された方のみ
お一人様1回まで

ネギトロ刺

お試

朝日小学生新聞で紹介されます！
朝日小学生新聞11月12日（水）掲載
※出前授業の様子ならびに子どもたちが作成した
「運動会新聞」を紙面で紹介します。

ン実施中！
しキャンペー
当日の新聞を
お読みになりたい方は
本日折り込まれたチラシで
お申込みください！

！

５０名様までのご予約が可能

忘年会プラン ￥２０００・￥２５００・￥３０００・￥３５００コース
コースの一例（￥２５００コース）
①先付 ②刺身三点盛合せ ③山芋の仙人サラダ ④キムチ鍋
⑤鶏の唐揚チリソース ⑥大根とコンニャクの含煮みそあんかけ
⑦まぐろフレークの太巻 ※ご予算に応じてご予約承ります。

『デリバリーサンタ』の
受付が始まりました！！！

“おはなしの出前”を届けてくれる“おつきゆきえさん”とは１２年以上の
お付き合いになりますが、今回は大人の方にじっくりと楽しんでいただ
ける「絵本の会」を企画しました。 クリスマス直前、心に残る“珠玉の
ひととき”をご一緒しませんか？ 初めての方もぜひご参加ください。

（当店読者以外の方は1200円になります。 ご了承下さい。）

＊参加希望のお客様は FAX・お葉書・HPからお申し込みください。
電話での受付はできません。

【サンタさんが伺える期間と時間】

フリーFAX 0800-800-3154

期間 ２０１４年１２月末まで

毎年好評の

サザエさん ２０１５年 カレンダー

プレゼント！！

★当店のスタッフがサンタクロースに扮してみなさんのお宅や
子供会のイベントなどのお伺いする企画です。
★お子さんとの写真撮影やパーティ参加など、ご希望の日時を
FAX・お葉書・HPからお知らせください。
★スケジュールを調整させていただきます。
★今年は 12/20（土）・21（日）・23（祝） に予約が集中する
ことが予想されます。 ご予約の時間が重複した場合は、
お伺いする時間が前後する可能性があります。
あらかじめご了承ください。

〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内

『おつきゆきえさんの朗読の会』係
『デリバリーサンタ』係 まで

『さわやかメール』ご持参の方
夜のご利用のみ
￥２０００ （税別） 以上で
１０％オフ！！

デリバリーサンタとは？

1 2 月 6 日（土） 17：00開演 （朗読時間約 １ 時間）
セレクトショップＭiｎｉｃｒｅｗ ２Fフリースペース
定員になり次第、締切ります。
おひとりさま ￥1２００のところ ￥６００で…

申込先

★クーポン★

☆価格は全て税別です☆

【宴会のご案内】

キリトリ線

おつきゆきえさんによる
『おとなのための絵本の会』

日 時
場 所
定 員
参加費

￥５０

クジを当てよう！”

やきとりの串に当たりがでたら
サワー・生ビール・ソフトドリンクの
いずれか1杯サービス

◇手羽先スパイス揚 （１本） …￥４５０ 《自家製のタレにじっくり漬け込みピリ辛でくせになる味。》
◇お好み焼き風牛すじ焼き…￥６５０
◇めんたい玉子焼き…￥６５０ 《明太子は本場博多から直送。大自然で育てた赤玉子を使用。》
◇えびフリッター （マスタードマヨネーズ和え） …￥７８０
◇手づくり鉄鍋ジャンボギョウザ （５ヶ） …￥４５０
◇どんたくラーメン （正油） …￥６８０ 《甲州地鶏と魚介類、数種類の野菜を８時間煮込んだスープ。》
◇祭豆腐…￥４９０ 《豆腐以外に何が入っているかはお楽しみ♪》
◇キムバラ…￥４９０
◇とろろ焼き…￥５８０
◇自家製キムチ…￥６５０ 《白菜1個の1/4の量でお出しします。》
居酒屋『 どんたく 』
◇自家製らっきょ…￥５２５ 《漬けた年数の異なるらっきょが多数。》

インフォメーション
X’mas イベントのお知らせ

＊
＊
＊
＊

③ “やきとりを食べて

【おすすめメニュー】

夏休みを終えた９月18日（木）
多摩市立永山小学校において
朝日学生新聞社のカリスマアド
バイザー『若藤和尚』氏による
出前授業が小学校４ 年 生 を
対象に行われました。
今回のテーマは「新聞の読み方」、中でも“見出しの付け方”を中心に学習しました。
“オリンピック２０２０年東京で開催”の記事を取り上げながら、具体的な見出しを付ける作業を行った
あと、子供たちは自分たちの運動会の様子を「運動会新聞」にまとめました。

親子で読んでみませんか？
多摩市立永山小学校が

尾根幹線
方面
↓

名物『どんたく３大イベント』

詳細については http://www16.ocn.ne.jp/~youthoke/ をご覧ください。

◆話題のトピ

営業時間 11：３０〜１ ４：0０（ランチタイム）
17：0０〜２５：００
不定休／ 駐車場 ３ 台

唐 木 田 駅 より徒 歩 5 分 、 創 業 3 5 年 の 歴 史 あ る 居 酒 屋 さ ん 。 新 鮮 な魚 を 毎 日 新 潟 か ら 直 送 、
夜中の1時まで営業しているので、遅い時間からでもゆっくり飲めるのが魅力。
手づくりの美味しさに舌鼓…おつまみだけでなくお食事のメニューが豊富、居酒屋さんでは珍
しいお子様メニューも用意。 やきとりの串に当たりが出ると“サワー・生ビール小・ソフトドリンク
のいずれか1杯をサービス”など、『どんたく3大イベント』にもアイデアがいっぱい、お酒を飲む人、
飲まない人、おひとりでもご家族連れでも、とにかくみ〜んなが楽しめるお店、店長の気さくな
お人柄にも心癒されます。 最近始めたランチタイム、1日5食限定の『ねぎとろ丼』（￥５００）や『マ
グロ丼』（￥５８０）などお手頃な価格にビックリ ！
肉や野菜のメニューもあります。 忘年会プラ
ンも充実、ご予算やメニューのご相談もお気軽に…。 まずはお席のご予約をオススメします。

カンターラ「土の歌」より

◎チケット： 大人・高校生以上 1０００円／中学生以下 ８００円

『 どんたく 』

多摩市鶴牧 2-23-7 A I ビル1F
TEL ０４２-３89-1009

どんたく

ケーヨー D2

♪花は咲く

ハ短調 作品６７

居酒屋
居酒屋

小田急唐木田駅

１７：００開演

二反田
公園

指揮
関谷 弘志
合唱指導 柳田るりこ
合唱
「この日だけのスペシャル合唱団２０１４」
多摩グリーンロタキッドクラブ
「心の詩・少年少女合唱団」
管弦楽
多摩ユースオーケストラ

または、

http://www.sawayaka-mail.com

☆期間 12/13（土）〜12/25（木）
☆時間 12:00〜20:00
※上記以外の日程についてはご相談ください。
注意）当店配達エリア内のみ伺わせていただきます。

大好評！
第72回

バスツアー

『サザエさん２０１５年カレンダー』を５0名様に
プレゼント致します。 ご希望の方は裏面の
応募用紙またはHPからお申し込みください。

所長より特別プレゼント
応募 ★NO.1

羽田クロノゲート見学と浅草「羽子板市」
■旅行期日：12月19日（金） ■旅行代金：63００円（昼食付き）
■本日（ 11/9）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

