今月は小さなスペースに飾れる
『ハロウィンマスコット』や
バラ柄の『ジャポネカップ』をはじめ、
毎年好評の『鳴門うず芋』や
ブックカバーシリーズ②『Cafe』
´ など、
秋の夜長が楽しくなるプレゼントが
いっぱい…。 お待ちかね！
『黄金のファラオと大ピラミッド展』
『始皇帝と大兵馬俑』
『村上隆の五百羅漢図展』、
芸術の秋が堪能できる話題の
美術展もズラリ…
たくさんのご応募お待ちしております♪
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〜プレリュード ！ プレリュード ！ 〜

11 月 25 日（水） １９:00 開演

２０１４年１２月にオープンした食パン専門店「一本堂」、食パンしか
作らない、それゆえにどこよりも美味しい食パンを提供している、
職人のこだわりがあふれたお店です。
国産（信州産と北海道産）小麦１００％で作られた、一本堂最高
峰の食パン『ゆたか』は香り高く、小麦の甘味をしっかりと感じ
ることができます。 まずはひとくちトーストせずに食べてみて下
さい。 モチモチとした食感、そして口の中に広がる豊かな香り
と甘みは、一本堂の『ゆたか』を食べることでしか体験できませ
ん。 さらに、トーストすることで小麦の香ばしさが増す一斤で２
度美味しい食パンなのです。 お友達へのお土産にも喜ばれま
すよ。 そしてこの夏から『ちーずゆたか』の販売が始まりました。
『ゆたか』をベースに、北海道十勝産のパルメザンチーズとチェ
ダーチーズをふんだんに使用したとても贅沢な食パンです。
数量限定なので、ご希望の方はお早めに。
小麦を厳選し、販売するのはその日に焼いた食パンのみという
匠の技とこだわりで、お客様の食卓を豊かに彩ってくれる素敵
なお店です。 ぜひ一度足をお運びください。
前日・当日のご予約も可能です。（10:00〜19:00）

パルテノン多摩・小ホール
２０００円 （全席自由）
モーツァルト：ソナタ kv.330
ドビュッシー：プレリュード集から
「デルフィの舞姫たち」「帆」
「野を渡る風」
「亜麻色の髪のおとめ」「花火」
スクリャービン：プレリュード＆ノクターンOp.9
ラフマニノフ：プレリュードOp.3-no.2「鐘」
プレリュードOp.23-no.2,no.5
Op.32-no.5,no.12,no.13

山本百合子 友の会 TEL042-339-0321
http://www.yuriko-yamamoto.com

晩秋、パルテノン多摩の丘にクリスマスのイルミネーションが華やかに輝き始める頃、
“プレリュード ！ プレリュード ！ ” と題して、前奏曲の夕べを演奏いたします。

多摩市貝取1441-1
TEL ０４２-319-6121

※山本百合子様のご好意によりチケットの
プレゼントがあります♪ プレゼント ★NO. 7

ミミはパリッと香ばしく中はふんわりしながらもモチモチ感があり、
厚切りからサンドイッチまでオールマイティな定番食パンです。

（売り切れ次第終了）

定休日／不定休

駐車場／１ 台

※アサウェブタマに特集記事あ り
乞田
交差点

☆【れーずん】…￥３５０
１週間ほどラム酒につけ込んだ大粒のレーズンをたっぷりと使い、
ひとつひとつ手巻きで仕上げています。

☆【たから】…￥３３０

★
サークルＫ
サンクス

Profile
１４歳で全日本学生音楽コンクール入賞。 桐朋女子高校音楽科、
桐朋学園大学音楽学部卒業後、１９８３年ニューヨークのジュリ
アード音楽院留学。 サッシャ・ゴロドニツキ氏に師事。
１９８６年マスター・オブ・ミュージックの称号を得て大学院を修
了。 ニューヨークのリンカーンセンター・ポールホールでデビュ
ーリサイタル開催。 イタリア・シエナのキジアーナ音楽院にて
グウィド・アゴスティ氏に師事。 ディプロマ名誉賞受賞、最優
秀者コンサートに出演。 アメリカ・ヨーロッパ各地で演奏活動
を続け、帰国後は、東京をはじめ日本各地でリサイタル、室内
楽と活躍中。 １９９８年イタリア・ポジターノでは、ジョン・オッコ
ナー氏のケンプ財団ベートーヴェン・マスタークラスのピアニス
トに選ばれ「オール・ベートーヴェン・コンサート」に出演。
浜離宮朝日ホール、パルテノン多摩ホール、ルーテル市ヶ谷セ
ンターホールと定期的なピアノリサイタルを開催。 八王子市、
前橋市、北九州市をはじめ、札幌・KITARAホールでの朝日新
聞＆AFC主催のリサイタルなど定期的な活動が好評を得て
いる。
２００７年、 CD「ラフマニノフ・コスモロジー」をリリース。
２０１０年１０月、CD第２弾YURIKO FANTASIA「アンコールの
宝石箱」がリリースされる。

☆人気NO.1 【一本堂食パン】…￥２５０

営業時間 １ 0 ：００〜20:00

乞田新大橋
交差点

高密度で一層モチモチとしたコシがあります。 厚切りトーストや、
フレンチトーストにしてお召し上がりください。

オリーブの丘
ファミリー
マート

☆国産小麦１００％【ゆたか】…￥３６０

永山橋
交差点

一本堂の最高峰食パン。 信州産と北海道産の小麦をブレンドし
麦芽栄養分も贅沢に含まれています。 トーストしていただくと小麦
の香ばしい香りが楽しめます。

ローソン

駅
山
永
至

始めにモーツアルトのピアノソナタ第１０番Kv.330 ハ長調。 モーツアルトが書いた作品の
なかで最も愛らしい曲と言われています。 疲れた心をやさしくなでてくれるような第２楽章
“アンダンテ・カンタービレ”は秀逸です。
ハ長調の清潔で透き通ったような響きは、まっ白いキャンバスのようです。 この後に続く
前奏曲の豊かな色彩に広がっていきます。
続いて、ドビュッシーの24曲あるプレリュード集から5曲を選びました。
「デルフィの舞姫たち」「帆」「野を渡る風」「亜麻色の髪のおとめ」「花火」。 それぞれが、
まるで印象派の絵画のように光と彩りに溢れています。
後半は、ロシアへ。
スクリャービンが学生時代に書いた「左手のためのプレリュード＆ノクターン」。 ピアニスト
を目指して過酷な練習で右手をこわした時の作品で、左手だけで演奏するように書かれ
ています。 ショパンの影響を強く受けた、若くロマンチックな作品です。
続いてラフマニノフ。
スクリャービンと同じモスクワ音楽院で同期、同門だったラフマニノフのプレリュード集は
全２４曲あります。 その中から選び抜いた５曲を、存分にお楽しみいただきます。
１９歳の時、作曲した最初のプレリュード「鐘」Op.3-no.2の「鐘」の響きと、５曲めに演奏い
たします最後の、３７歳の時のプレリュードOp32-no.13の荘厳な鐘の音の趣きを、ぜひ、
お聴き比べください。
山本 百合子

多摩署

☆NEW【ちーずゆたか】…￥４８０ ※土日限定の販売です。

セブン
イレブン

◆ 場 所
◆ 時 間

ASA多摩センター ２Fフリースペース
午前の部10:00〜12:00
午後の部14:00〜16:00
◆ 定 員
各16名
※参加費無料 どなたでもお申込みいただけます。

ゆたかをベースに北海道十勝産のパルメザンチーズとチェダーチ
ーズをたっぷりと使った、濃厚なうまみの贅沢食パンです。
《※価格は全て税込みです。》

インフォメーション
毎年好評！ クリスマスイベント のお知らせ
① おつきゆきえさんによる

『おとなのための絵本の会』
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
“大人のための朗読会”です。 初めての方もぜひご参加ください。
＊日 時
＊場 所
＊定 員
＊参加費

12月5日（土） 17：00開演（朗読時間約 １ 時間）
ASA多摩センター ２Fフリースペース
２０名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
おひとりさま ￥１２００のところ ￥６００で…
（当店読者以外の方は1200円となります。 ご了承下さい）

第４回 デジタル講習会 11月20日（金）

今月の締切は１０月１５日（木）です。

ナビぐるめ 136

山本百合子 ピアノリサイタル

① ② 参加希望の方は 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。
申込先

〠206-0033

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
①『おつきゆきえさんの朗読の会』係 または
②『クリスマスミニリース講習会』係 まで

フリーFAX 0800-800-3154

②

トンでつくるミニリー
ス』講
sコッ
a
m
‘
習会
X
『

おしゃれで可愛い
★日 時
★場 所
★材料費

リースを
つくりませんか♥

11月27日（土） １３：００〜１５：００
ASA多摩センター 2Fフリースペース
￥1000 （テキスト・材料費込）
作成用キット２個分と見本用の完成品 １ 個、合わせて
３個お持ち帰りいただけます。 （持ち物：はさみ）
初心者の方にも丁寧に指導いたします。

★講

師

橋本 敦子先生 （唐木田在住）

★定

員

15名（定員になり次第、締め切らせていただきます）

大好評！ 第７７回バスツアー 予告
毎年、年末に『築地買い物ツアー』を実施しておりましたが、今年は、

来年1月『成田山新勝寺初参り』を予定しました。
※詳細については10/25号に掲載します。 お楽しみに〜♪

http://www.sawayaka-mail.com

☆お申込みはお電話で ASA多摩センター
フリーダイヤル

0120-165-211

12/18公開の新作 『STAR WARS フォースの覚醒 』 に向け、
日刊スポーツでは１月の創刊号、５月の第２号に続き

『スターウォーズ新聞
（the Star Wars News）』第３号

10/9（金）発売

３５０円 （税込） タブロイド判 オールカラー３２ページを発行いたします。

スターウォーズファンの方は奮ってお申込みください！！
『スターウォーズ新聞 第３号』を10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

※抽選にはずれた場合でも購入を希望される場合はメッセージ欄でお知らせ下さい。

応募 ★NO.1

