今月は 北海道産小麦粉を使用した
『CUOCAパンケーキミックス』や
毎回好評の
『折りたたみステップ台』をはじめ、
『マトリョーシュカのカトラリーセット』や
『エッフェル塔柄の手ぬぐい』など
ちょっぴりこだわったプレゼントが
いっぱい…スターウォーズ展開催中の
『六本木ヒルズ展望台』のチケットも
いつもより多くご用意しました。
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５月１５日（金）です。

お散歩の途中で …
第114回
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麦花塚：貝取出身の麦花という歌人の和歌が
刻まれています。
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『Café Bloom』
多摩市豊ヶ丘 1-60-17 第2唐沢コーポ101
TEL０４２-400-7559

有料

P

カフェ
ブルーム

営業時間
定休日

11：30〜19:00 （LO18:30）
日祝日 （土曜月２〜３回営業 お電話でご確認をお願いします）

駐車場

無し （近くに３０分１００円コインパーキング有り）

2014年12月24日、フラワーアレンジやブライダルブーケづくりなど、お花関連の仕事に携わってきたオーナーが“お花の
教室やイベントができるカフェを開きたい”という長年の夢を叶えてオープン。 上之根通りに面したロケーション、採光を
取り入れた明るい店内には心地良い時間が流れています。 店名の“bloom”《開花・輝く》には“緑豊かな多摩の街で
一輪の花（カフェ）を咲かせたい”“いつまでも輝き続けるお店でいたい”そんな思いが込められています。
メニューの一番人気は『牛肉と玉葱で煮込んだデミグラス×ふわトロ卵』（￥７３０）、野菜中心の煮物や小鉢にこだわった
『気まぐれランチ』は彩りも美しくヘルシーな逸品。 コーヒーは『ナビぐるめ１月号』で紹介した聖蹟桜ヶ丘『tak beans』
さんのスッキリ酸味抑え目のブレンド豆を使用。 『ミニパフェ』（￥３００）や『焼き菓子』などのスイーツ、生ビールやグラス
ワインもご用意しています。
青木美樹先生による『チェアストレッチ』や『第 １ 回茶話会』など５〜６月は店内でのイベントも目白押し。
美しくお人柄もステキなオーナーはバイタリティもいっぱい ！ お弁当の予約や貸切ランチ会、ホームパーティのデリバリー
や夜のご宴会などカフェの領域を越えた様々なリクエストに対応、“Café Bloomファン”急増の理由はまさにそんなところ
にあるのかもしれません。 爽やかな季節、お散歩の途中で素敵なカフェタイムはいかがでしょうか？

【スイーツ】

【お食事】 サラダ・スープ付

ミニパフェ 単品…￥３００／ドリンクセット …￥５５０
ストロベリーフローズンケーキ
単品…￥４５０／ドリンクセット…￥６８０
焼立てふわふわフレンチトースト
単品…￥４５０／ドリンクセット…￥６８０
アイスクリーム 単品…￥１５０ （バニラ・チョコからお選び下さい。）

ドリンク＋￥１５０
ご飯大盛り＋￥５０ 生ビール＋￥３８０
ワイン＋￥３００
ミニパフェ単品価格より￥５０引き
ケーキ・フレンチトースト￥１００引き

◆牛肉と玉葱で煮込んだデミグラス×ふわトロ卵 …￥７３０
◆トマトと鶏肉のスパイシーキーマカレー …………￥６８０
◆きのこのトマトリゾット ……………………………￥６８０
◆ブルーム風タコライス （サービスのサラダは付きません。） …￥７５０

【アルコール】

（オリジナルミートソース／野菜／チーズ／目玉焼きのハーモニー）

樽生ハートランドビール ………………………￥５００
（小ビール…￥３５０）
瓶ビール （３３０ml） ギネスタウト ………………￥４８０
ハウスワイン赤・白 ……………………………￥ ３５０
キリンフリー小瓶 ………………………………￥ ３００

◇気まぐれランチ
肉・野菜・卵等を使い彩りにこだわった小鉢数種類
ご飯、サラダ、スープ
（価格は内容により変動、ご用意できない日もあります。）

インフォメーション
スタッフ紹介
かくた

リターンズ

１50

ゆうや

覺田 勇也
平成5 年 8 月 2 4 日生（21歳）
神奈川県茅ヶ崎市出身
桜美林大学リベラルアーツ学部4年生
センター店 新聞奨学生
担当エリア：
１4区 豊ヶ丘１ 丁目・乞田・愛宕４丁目

３月１日より解禁となった就職活動の合間をぬってのインタビュー。
入学当初に比べて、顔つきも話し方も格段に大人になってビック
リ ？ 学業と仕事の両立は体力的につらい時もあったが、人とは
抗わない穏やかで優しい性質、大学の『文芸サークル』に属し、日々
涌き上がってくるアイデアを小説にして独自の世界感を養い、無事
４年目の春を迎えた。 新聞奨学生という仕事は社員と同じ仕事
を同じ責任で全うする能力が求められるので、３年前に彼は社会
人としてのスタートを切っているが、お客様と直接会話ができる
「集金」という仕事がキッカケで、今後はサービス業や接客業に
従事してみようと思ったらしい。 アカペラ男子として“天声の声質”
は健在だが、カラオケに行く暇がなく、今は『終わりなき物語』など
のゲームソングを配達の途中に歌っている。
８月には４年間のご褒美としてカナダへの卒業旅行が待っている。
一日でも早い朗報を待つばかり…。 邪心のない明るい笑顔に
エール ！
所長より一言： 早いものでもう４年生、友達のノートにも助けられ
て（？）卒業へのカウントダウンが始まったね。 実家への
仕送りを続けながらきちんと仕事をしてきたバイタリティ
〜！
シュ
もすばらしい。
将来、家族ができても付き合って
ハク
いける関係でいたいね。 就活、頑張れ ！

【単 品】 ドリンクと一緒のご注文で合計より ￥５０引き

※価格は税込みです。 メニュー内容変更になる場合がございます。

バタートースト…￥２３０／チーズトースト…￥２５０
シナモントースト （生クリーム付） …￥２８０
シンプルピザトースト （自家製トマトソース×チーズ） …￥２８０
おにぎり２個 （具２種） …￥３５０
サラダ…￥１８０／スープ…￥１００

《今後のイベント日程》
チェアストレッチ・・・・・・・・・・・・５/14 （木） 、23 （土） 15:30〜
多摩市の趣味の達人・素心さんの茶話会「何か夢中になれる
趣味をお持ちですか」・・・５/19 （火） 、27 （水） 15:00〜
店長主催フラワーアレンジメント教室
・・・・・・5/21 （木） 、22 （金） 、28 （木） 、29 （金） 15:00〜

【ドリンク】 ２杯目は＋￥１５０
ホットドリンク…￥３５０
＊挽きたてブレンドコーヒー
＊紅茶 （アールグレー・アイリッシュブレックファースト

《６月のイベント予定》
プリザーブドフラワー教室、誇張似顔絵（カリカチュア）イベント 他
※全てのイベントにドリンクが付きます。

ゴールドブレンド・クラシックブレンド）

＊フレーバーティ （アップル・ストロベリー・ピーチ・カシス）
アイスドリンク
＊水出しアイスコーヒー…￥３５０
＊アイスティ…￥３５０
＊オレンジ・アップル・グレープフルーツジュース…￥３００
＊お子様用ドリンク…￥１５０

『カフェ ブルーム』 クーポン
『さわやかメール』をご持参の方は

お会計より 10 %off ！ ！
期間 ２０１5年6月３０日まで
キリトリ線

チャットボード
おつきゆきえさんによる『宮澤賢治朗読の会』
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
“宮澤賢治朗読の会”です。 初めての方もぜひご参加ください。
☆日 時 ７月11日（土）17:00開演（朗読時間約 １ 時間）
☆場 所 セレクトショップMinicrew 2Fフリースペース
☆定 員 ２０名 定員になり次第、締め切らせていただきます。
☆参加費 おひとりさま ￥1200のところ \600で…
注）当店読者以外の方は \1200となります。 ご了承ください。
☆参加希望のお客様はFAX・お葉書・HPからお申込ください。

BOOKのご紹介
天声人語書き写しノート
ト!!
える大ヒッ
超
を
冊
万
２５０

※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

『宮澤賢治朗読の会』係

フリーFAX 0800-800-3154

または

http://www.sawayaka-mail.com/

『第２回デジタル講習会』 定員まであとわずか ！ ！
◆日 時 6/10（水）① 満員御礼 ②午後の部 若干名 １４：００〜１６：００
◆会 場 多摩永山情報教育センター会議室 多摩市諏訪2-5-1（永山駅徒歩５分）
◆参加費 無料 どなたでも参加いただけます。
◆申込み・お問合せ ：ASA多摩センター フリーダイヤル 0120-165-211
※パソコン・スマホからはWeb会員にご登録のうえ、Myページ画面から
お申込みください。
http://www.sawayaka-mail.com/

『天声人語書き写しノート』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
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

【好評！バスツアー】 第７５回 『ニッコウキスゲ咲く 霧ヶ峰高原ハイキング』 ※本日（5/10）、チラシが折り込まれますのでご覧ください。

