台風の動きが気に
なるところですが…
今月は『お月見柄タペストリ ー』や
『ハロウィンガーランド』をはじめ、
大人気 ! 『新潟浪花屋の柿の種』 や
お掃除が楽しくなる
『ピアノ型ハンディモップ』など、
秋らしいプレゼントがいっぱい !
『ゴッホとゴーギャン展』は
人気集中の予感…
たくさんのご応募お 待ちしています♪
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お散歩の途中で …

今月の締切は９月１５日（木）です。

第12５回

ナビぐるめ

『愛宕２丁目の彼岸花』

14６
＊＊＊ ＊

珈琲

『木 の 香 』

【珈琲 】
マイル ドブレ ンド… ￥４５０
キリマ ンジェ ロ…… ￥４８０
モカ… …… …… …￥４８０
有機栽 培 グァテ マラ… ￥５５０
カフェオーレ………￥５５０
カプチ ーノ… …￥５８０ ほか
【ソフ トドリ ンク】
グレー プフル ーツ… ￥５５０
オレン ジジュ ース… ￥５５０
ブルー ベリー ヨーグ ルトジ ュース
…￥５５０ ほか

→彼岸花
（曼珠沙華）

多摩市乞田 １ １ ４０
TEL０４２-３７６-６０８５
営業時間 １ ０ ：００〜２０：００
定休日 月曜日 ／ 駐車場 １台あり

アサウェブタマに特集記事あり

２０１５/９/1５ 撮影

愛宕二丁目

＊＊＊＊

乞田

＊
＊＊＊
＊＊＊
緑地

愛宕南

あたご→
切り通し

乞田新大橋

多摩ニュータウン通り

彼岸花（曼珠沙華／ヒガンバナ）の花言葉！
『情熱』『独立』『再会』『あきらめ』『転生』『悲しい思い出』
『思うはあなた一人』『また会う日を楽しみに』

【ハー ドドリ ンク】
ハイネ ケン… …… ￥５５０
バドワ イザー …… ￥５５０
グラス ワイン （赤・白 ） …￥５００ ほか

【デザ ート】
季節 のシャ ーベッ ト…￥ ５５０
チョコ レート パフェ …￥７００／フルー ツパ
フェ… ￥７５０ ほか

り

インフォメーション

【紅茶 】
セイロ ン…… …￥４５０
アッサ ム… …… ￥４５０
ダー ジリン …… …￥４５０
アール グレイ …… ￥４５０
ロイヤ ルミル クティ… ￥５００ ほか

【お食 事】
厚切 りトー スト… ￥３５０ ／タマ ゴサン ド…￥
７００
ミック スサン ド…￥ ７８０／ エビグ ラタン
…￥９００
ホーレ ン草の チーズ 焼き… ￥８５０／ポテ トのチ
ーズ焼 き…￥８５０
木の 香サ ラダ… ￥５５０ ／トマ ト＆オ ニオン
サラダ …￥５８０
たらこ スパ ゲテ ィ…￥ ８００／ ナポリ タン…
￥７５０
カルボ ナーラ …￥８５０／ 山菜 ピラフ …￥７
８０
しめじ と椎茸 の和 風ピラ フ…￥ ８５０／ エビピ
ラフ… ￥９００ ほか
オスス メ ！ 木の香 特製「 木の子 とビー フ（和
牛）の カレー 」…￥９５０
【セッ トメニ ュ− （サラ ダ・珈 琲付 ）】
ハムと チーズ の焼 きサン ド…￥ ７００／
ツナト ースト …￥７００

鎌倉街道

貝取大通り

白色やピンク色、赤色の意味は違う？
■色別の花言葉
白色：思うはあなた一人／また会う日を楽しみに
赤色：情熱／独立／再開／あきらめ／悲しい思い出
思うはあなた一人／また会う日を楽しみに
黄色：追想／深い思いやりの心／悲しい思い出

その名の通り、木の香りがただよう静かな喫茶店。 クラシック音楽が
流れ、美しいお庭を眺めながらすごす店内はまさに「大人の隠れ家」、
時がたつのを忘れてしまうほど居心地の良い空間です。
平成３年にご自宅を増築してオープン、オーナーの細やかな心遣いは
お庭のお手入れだけでなく、お店の隅々まで行き届いています。
素敵なカップでいただく珈琲や紅茶にはアルカリイオン水を使用、
オーブン料理や特製カレー、サラダやパスタなど、喫茶店できちんと
お食事ができるのも魅力。 秋のオススメは「しめじと椎茸の和風ス
パゲッティ」（サラダ・スープ付 ￥８５０）、ケーキが選べる「自家製ケー
キセット」（￥６５０）フレッシュな果物を使った「フルーツパフェ」（￥７５０）
も長年の人気メニューです。
←木の香 乞田新大橋
“本を読む”“手紙を書く”“物思
交差点
富士ヶ丘幼稚園→
いにふける”… しっとりとした
マクド
多摩ニュータウン通り
ナルド
愛宕交番
雰囲気の中ですごす思い思いの
乞田川
時間、一度訪れるとまた立寄り
たくなるお店です。

＊＊＊ ＊

『第3回 手作りビーズ講習会』
“秋のおしゃれに…スワロフスキーのロングネックレスをつくりませんか ? ”

“今月のイイネ!”VOL.1３ 《奨学生『鈴木フィフザ』のカナダ旅行記》

ブロンズ色が秋の装いにぴったり !
しずく型のスワロフスキーが胸元で輝きます。
手芸用テグスにビーズを通して2つのパーツを作成、
コードワイヤでつなげて仕上げます。
初心者の方もお気軽にご参加ください。

来春、明星大学を卒業予定の『鈴木フィフザ』(センター店)ですが、無事に
就職も決まり、あとは残された学生生活を楽しみ、卒業試験をクリアする
だけ…。
今回は 8/17〜23の日程で参加したカナダ西部への卒業旅行について
帰国ホヤホヤの感想を聞いてみました。

自然の雄大さに感激 ! 全ての風景が絵ハガキみたいだった。 カナダ最高、もう一度行ってみた〜い !
(鈴木フィフザ)

★朝日新聞奨学生制度にご興味がある方はお気軽にご連絡ください♪

しずく型の素敵なネックレスができあがります。
但し、オプションで特別なビーズなどを希望される
方のみ別途費用がかかります。

◇申込み締切 定員(15名)になり次第締め切らせて
いただきます。
※当店読者の方のご参加に限らせていただきます。

《講師のご紹介》
『アトリエひろこ』主宰 平岡弘子
(多摩市在住)

文部科学省認可 財)日本余暇
文化振興会ビーズ スキル認定
習得
ビーズアートステッチ技能認定
習得
ビーズ歴23年2003年よりビーズ
講習開講。
貝取アトリエを拠点に多摩地区を
中心とした出張講習などで活動。

★ご希望の方は FAX・お葉書・HPから
お申し込み下さい。 電話での受付はできません。

申込先

日程：2016年 8/17〜23 リムジンバス代を少しでもお土産代にしようと
思い、小田急線で出発したが、乗り換えを間違えて大失敗 !
お金も時間もかかった上に、スニーカーの靴紐が切れて前途多難。
集合時間ギリギリで成田に到着。
エア・カナダ ⇒⇒⇒ カルガリーへ飛行時間9時間20分
8/17 カルガリー泊 カルガリー⇒バットランドへ向かう車内で出たのが
なんと『幕の内弁当』、機内食よりずっと美味しかった。
『ロイヤル・ティレム古生物博物館』に巨大なゴキブリが“生きる化石”と
して展示されていたのにはビックリ !
夕食のアルバータ牛ステーキは
まずまず…、チーズケーキは甘すぎ〜
8/18〜20 バンフ滞在1日目：ロッキー観光の基点バンフに着き1時間の
乗馬を体験、途中で2mくら いの巨大な鹿と遭遇。
ラフトに乗って緩やかな『ボウ川下り』、楽しかった。 夕食はカナダ名物サーモンのグリル、8/8が22歳の誕生
日だったのでチョコレートケーキでお誕生日を祝ってくれたサプライズに感激 !
2日目：ロッキー観光のハイライト『コロンビア大氷原』で雪上車に乗る。 ２５分間も氷上ですごせて超ラッキー !
空のペットボトルを持参、ふた口までは飲んでもいい湧水を汲んで飲んでみたがわりと普通の水だった。
昼食の中華バイキング、夕食のチキン料理どちらも××。
バンフの消費税は５%、バンクーバーに移動する
と１２%なのでできるだけお土産を買う。
8/20 １日目 『クイーンエリザベスパーク』『スタンレーパーク』を訪れるが、日差しが強すぎて写真を撮るだけ
で移動。 夕食は去年卒業した奨学生『覺田勇也』がバニラアイスに感動したレストラン 『ジョー・フォルティ
ス』、白身魚のソテーはまずまずだったが、野菜が美味しくて、普段はキライなトマトが食べれました〜
2日目(最終日) 終日自由行動だったので参加者6名と『キャピラノ』のつり橋で空中散歩。 その後、『ギャス
タウン』でのショッピングを楽しむ。 自分のお土産としてメーブルバター、暖かそうなトレーナー、ドリームキャッ
チャーのピアス、ソープを購入。 最終日の夕食は高級中華料理、『ジャッキー・チェン』似のウェイターさんと
意気投合 ! 北京ダック、もう少し厚くスライスしてほしかったな〜。
夕食後、船で対岸に渡り、バンクー
バーの夜景を楽しんだ。
8/22 エア・カナダ ⇒⇒⇒ 成田へ 飛行時間9時間45分 ☆☆☆

◇日時：10月22日(土) 13：00〜15：30
◇会場：セレクトショップミニクル2F フリースペース
◇費用：2500 円(材料費・講習費含む)

〠206-0033

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『第３回 手作りビーズ講習会』係

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

♪秋の体験レッスンのお誘い♪
9/19（月） 午後1：00～5：00頃まで
バイオリンとハープの体験レッスンを行います。
幼児から大人の方までご興味のある方はぜひいらしてください。
手ぶらで大丈夫です。 講師によるプチ演奏会もあります。

㈱きくちピアノサービス

TEL042-375-3684

多摩市落合1-1-9-2F （ニュータウン通り沿い） Pあり
http://kikuchipiano.co.jp/

B O O K のご紹 介

２０１６

リオオリンピック

総集編

２０２０東京五輪東京のスター候補たちも大活躍！
あの感動が蘇る、決定的瞬間を完全網羅！

永久保存版

週刊朝日増刊
定価１０００円 （税込）

『 ２０１６ リオオリンピック』を1０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

※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。

