春爛漫！ 今月は『鳥獣戯画展』
『大英博物館展』『マスク展』など
話題の美術展が目白押し。
端午の節句を彩る『ミニ兜』、
PEANUTS誕生６５周年企画②
『ランチトート』や
『富山しろえび紀行』など、
楽しいプレゼントがいっぱい…。
ゴールデンウィーク直前、
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４月１５日（水）です。

お散歩の途中で …

第11３回

ナビぐるめ 1３０

『新緑が美しい山王下周辺の散歩道』
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多摩ニュータウン通り

本場の調理人が作る本格料理、オープン3年目を迎え、新しい店主のもと、雰囲気も一新…メニューも新しくなり
ました。 タンドリー料理は全て炭火焼、ボリュームたっぷりの『タンドリーチキン』やふっくら焼立て『ナン』の美味し
さをお楽しみください。 生ビール（中生）は￥３９０とリーズナブル、スパイシーな料理を惹きたてるお酒も豊富。
スタッフ全員日本語OK、お願いするとこっそり裏メニューが出てくることもあります。
店主イチ押しは“２時間
食べ放題＆ドリンク飲み放題プラン”（￥３２００）、全てのメニューが食べ放題でこの価格、各種宴会やパーティにオス
スメです。 スポーツ観戦やホームパーティに各種料理のテイクアウトも可能、出前のご相談も承ります。 お料理の
辛さは調節できますので遠慮なくお申し付けください。 乞田川は葉桜の風情も楽しめます。
お散歩途中のランチ＆ディナーはいかがでしょうか？
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平成2年 1 月 2 9 日生（25歳）
東京都多摩市出身
永山店カスタマーサービス
担当エリア12区：永山２・3丁目
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者にも向いていそうだが、実はこの青年、長女『陽菜ちゃん』（４歳）、長男
ゆずき

『恭介くん』（２歳）、次男『柚貴くん』（４ヶ月）３児のパパとして奮闘中、２月
まではセンター店での配達を含め複数の仕事を掛持ちして頑張ってきた
が、２０歳の時から彼を支えてきた奥様『舞さん』の希望もあり新しい生活
をスタートさせた。 子供時代からクラスの人気者、抜群の運動神経を生
かし中学までは野球、高校はサッカーで活躍した。 新聞奨学生制度を利
用して『ワタナベコメディスクール』のお笑い総合コースに入学、『コガ・オ
ザワ』のコンビで卒業ライブの審査に合格、その後は路上ライブなどで営
業活動を続けたが３年前に解散。 YouTubeで当時のネタを見ることが
できる。 きびしかった現実、当時の年収はクーポン券で支払われた１５００
円のみだった。 ピンよりもコンビが向いていると自らを分析、今後も相
方探しをしながらお笑いで成功する日を夢見ている。 焼肉・ピザ・回転
寿司、家族みんなで外食できる幸せな日が一日でもふえますように…。
明るい性格、どんな仕事でも笑ってこなすバイタリティ
に芯の強さを感じる。 “シュールな笑いが得意です ！ ”
と言って披露してくれた 『郷ひろみ』のモノマネ…なか
永山店のムードメーカー、
なか面白かった。
存分に本領を発揮してほしい。
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『ネプチューン』『ホンジャマカ』『我が家』『くまむし』『あばれる君』などで
おなじみ『ワタナベエンターテイメント』でお笑い芸人を目指してきた若者
が永山店に仲間入り。 西島秀俊似
の顔立ちはお笑いというより役

所長から一言

全て 税込 です 。
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生ビ ール もO K ！

ランチタイム…５％引き
ディナータイム…１０％引き
致します。（他のサービスとの併用は不可。）
有効期限：２０１５年５月末日まで
キリトリ線

チャットボード
毎回大好評！ 『フラワーアレンジ講習会』のお知らせ

◇ BOOKのご紹介◇

初開催 ！ “多肉植物の寄せ植え”を楽しんでみませんか？
ぷくっとした葉っぱや個性的な形状が可愛い・・・とひそかなブーム。
水やりも時々でいいし、お部屋のインテリアとしてもおしゃれ。
ブリキのポットに可愛くアレンジしてお持ち帰りいただきます。
初めての方もお気軽にご参加ください。
＊日

時 ① 6月5日（金）13:30～15:30 ニュータウン永山店２Fフリースペース
② 6月6日（土）13:30～15:30 セレクトショップミニクル２Fフリースペース
＊定 員 ①②ともに15名（定員になり次第しめきります）
＊材料費 ￥2000（ステキな寄せ植えができあがります）
◆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。
＊参加希望のお客様はFAX・お葉書・HPからお申込ください。
※電話での受付はできません。

申込先

〠206-0033 多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内

『フラワーアレンジ講習会』係

フリーFAX 0800-800-3154

大好評！
第7４回
バスツアー

http://www.sawayaka-mail.com

『報道写真1964→2014』を２０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

『世界遺産の春景色 富士芝桜まつり』
■旅行期日：５月１４日（木曜日）
■旅行代金：大人８３００円/子供７７００円（昼食・入園料含む）
◆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。

