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今月の締切は11月16日（水）です。
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申込先             〠206-0033　多摩市落合1-20-10  ASA多摩センター店内

　　　　　　　            　　　　　　　『デリバリーサンタ』係  まで

フリーFAX 0800-800-3154 　　http://www.sawayaka-mail.com

キリトリ線

『成田山新勝寺成田山新勝寺と柴又帝釈天柴又帝釈天初参り』初参り』

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。

´

所長より特別プレゼント　応募 ★NO.1

『サザエさん２０１７年カレンダー』を ５0名様に
　　　プレゼント致します。 

『デリバリーサンタ』の受付が始まりました！！！

デリバリーサンタとは？

★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12/2３（祝）・2４（土）・2５（日）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。

『成田山新勝寺と柴又帝釈天初参り』

  １２/１８（日）
　1４:00開演　13:30開場

多摩市立関戸公民館

ヴィータホール

◉入 場 料　  一般 ￥１０００／４歳以上中学生以下 ￥８００　　　全席自由席
　　　　　　　　      （４歳以上の方からホール内へ入れます。　鑑賞マナーを守って聴きましょう。　親子鑑賞室あります。）

◉チケットお取扱い・ご予約
　　　　　　　　　　　多摩ユースオーケストラ事務局　　TEL042-371-1558

主催／多摩ユースオーケストラ　　　　　協賛／キューピー株式会社　
後援／多摩ユースオーケストラ後援会
お問合せ／多摩ユースオーケストラ事務局　TEL042-371-1558
　　　　　　　　　 http://www.tamayouth-orchestra.com

多摩多摩ユースオーケストラユースオーケストラ
ソロ・アンサンブル　名曲コンサートソロ・アンサンブル　名曲コンサート

今月は、初登場!
『セレクトショップ Minicrew』の

お買物券や
毎年好評の『なるとうず芋』をはじめ、
優しい色合いの『ツリーオブジェ』や

『X'mas お楽しみ福袋』など、
クリスマスが待ち遠しくなる　　　　　　
　　　　　　　プレゼントがいっぱい☆

デリバリ ーサンタの受付も開始。
各種カレンダー、かんたん家計簿の

お申込もお忘れなく～!

たくさんのご応募お待ちしております♪

【店主あいさつ】
当店は、京王永山駅・小田急永山駅から歩いて10分程の多摩馬引沢に店を構える小料理屋
です。　お店のモットーは、お客様に心から和んでいただくこと。　気の合う仲間同士、ご家族連
れ、そしてお一人でも気軽に立ち寄れる心地よい空間づくりに配慮し、旬のお魚とお野菜を
使った和食を中心に、心づくしの手料理でおもてなしさせていただきます。　お酒を召し上がら
れる方には、できるだけお好みのものをお出しできるよう幅広い種類を取り揃えております。
特に日本酒の仕入れには力を入れており、銘柄酒だけでなく、関東では滅多に手に入らない
希少なブランドも置いてございますので、いろいろとお試しいただければと思います。
　「お仕事帰りに、お食事しながら、ちょっと一杯」
　「お食事された後、酒菜を傍らに、ちょっと一杯」
いつでもお気軽に当店へお立ち寄りください。　心を充電して元気いっぱいになれる、そんな
お店を目指しながら、お客様に喜んでいただける「食」を日々探求して、皆様のお越しを心より
お待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店主 大川匡彦

多摩市馬引沢 2-8-21-102
TEL042-373-0458 個室あり

営業時間 　昼 11:30~15:00(LO14:00) 
　　　　　　　　　夜 17:00~23:00(LO22:30)

日曜　定休／駐車場 3台あり
 http://www.yawaragi-tei.com/ 

https://www.facebook.com/yawaragitei/

平成26年11月のオープン、ご店主の穏やかなお人柄はもちろん、

小料理屋さんでありながらお手頃価格のランチメニューが味わ

えると評判の人気店。　忘年会シーズンにさきがけ、『やわらぎ亭』

ではお好きな鍋料理を6種類から選べる《宴会プラン》をご用意し

ました。 ご家族や親しいお仲間とのお集まりにぜひご利用下さい。

お席のご予約承ります。

　　　　　　　　　　　　 　【やわらぎ亭の宴会プラン】　※料金は全て税別です。

　　　　　《お昼のコース》 2500円
 　　　　　 ◆飲み放題(2時間制) お酒のコース １０００円／ソフトドリンクコース　５００円　

　　　　　《夜 の コ ー ス 》 3000円
 　　　　 　◆飲み放題(2時間制) お酒のコース 1500円(ソフトドリンク含む)

◆コース内容(お料理 5品+デザート)

　　先付  刺身  焼き物(揚げ物に変更できます) 

　　鍋料理(6種類から選べます) 〆(うどんまたは雑炊)

　▼コースの鍋料理は下記の 6種類からお選びください。 
   　●鶏の水炊き  ●牡蠣味噌仕立て  ●豚キムチ 
　　　●白子入り鱈ちり
  　 ●鴨しゃぶ(プラス 100円)  ●寄せ鍋(プラス 200円) 

　▼さらに季節限定メニューとして
  　 ●ふぐ鍋(プラス 1800円)
　　　●すっぽん鍋(時価/要予約)もご賞味ください。

※上記コース以外でも、ご予算に応じてご用意させて
　　いただきます。　お気軽にご相談ください。

《昼定食》

日替わり定食(10食限定)…８００円／とんかつ定食…８００円
焼き魚定食…８００円／お刺身定食…１２００円
鶏唐揚げ丼…５００円

“日替わりお勧めメニュー等の情報は Facebook でチェック ! ”

　■日替わりの酒菜 2品+お酒またはソフトドリンク 1杯で
　　　999円の「晩酌セッ ト」がオススメ。　
　　　気楽にちょっと一杯…、初めての来店で何を注文したら
　　　よいか分からない…こんなお客様にぴったりのセットです。

♪　ソロ演奏
　　団員によるヴァイオリン、フルート、ピアノの
　　ソロ演奏をお楽しみください。
♪　アンサンブル演奏による

　　ベートーベン　交響曲第７番　第２楽章　第４楽章

♪　ゲスト　Guest　 LALAWAY ! !
　　歌って踊れる音楽集団 ！
　　クリスマスソング・ミュージカルソング

多摩ユースオーケストラは10歳からの子どもたちによる青少年管弦楽団です。
エネルギッシュで創造性豊か、美しい響きとのびのびとした演奏が定評。

多摩市が誇るユースオーケストラの楽しいコンサートをぜひお聴きください。

多摩ユースオーケストラ
ソロ・アンサンブル　名曲コンサート

◆飲み放題 　
　　お酒(生ビール・日本酒

　　　　　　　　　焼酎・ワイン・ウィスキー)

　　ソフトドリンク
　　　　(炭酸・ジュース・コーラ・烏龍茶)

『リオ五輪２０１６号外集』を ３0名様に 
　　　プレゼント致します。 

　　　プレゼント　応募 ★NO.2

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。

   　サンタさんが伺える
　　　   　期間と時間

☆期間　
　　12/17（土）～12/25（日）
☆時間
　　12:00～20:00

※希望日の １ 週間前までに
　　   お申込みください。

『やわらぎ亭』
★クーポン★

宴会プランご予約の
お客様に

酒肴一品サービス
いたします。

他のサービスとの併用は不可。

期間　２０１6年１2月31日まで

スタッフ紹介 １５８

渡邊　善彦
平成 5 年 5 月 9 日生（２3歳）

愛知県豊川市出身
センター店カスタマーサービス

担当エリア：12区
落合１ ・ ２ ・ 3 丁目　豊ヶ丘1丁目

わたなべ　　　　よしひこ

ビブラートの効いた低音…“艶のある声?”が魅力的なセン

ター店のニューフェイス。 4つ上の姉と2つ下の妹の真ん中

で育った長男坊、商売繁盛の神様『豊川稲荷』に程近い

実家で育ち、子供時代は水泳、ピアノ、習字、英会話…

様々なお稽古に通っていたが、中学・高校時代は陸上部で

活躍した。　受験勉強も頑張って、情報工学専攻の大学に

合格したが2年生になる頃、PC 関連の仕事は自分には向か

ないと判断し退学。　“次の目標を見つけないうちに今やっ

ていることをやめるのが悪い癖。”と父親に指摘された言葉

を今でも忘れない。　一日でも早く自立しようと、その後は

アルバイトをハシゴして働いた。　昼間は薬局のレジまたは

ゲーセンのどちらか、夜は地元の人気店『炎の回転寿司 

武蔵丸』で寿司を握った。 昨年祖父が亡くなり、祖母と両親

が同居するのをきっかけに上京、 初めての独り暮らしが始

まった。 AM1:30の起床より、バイクに新聞を積んで走る方が

大変だったが、ようやく乗りこなせるようになった。

休日前の仕事終わりから秋葉原やお台場に出かける理由?

…お気に入りのアーティストがいるらしい。

子供時代から読み続けてきた『週刊少年ジャンプ』、“こち亀

最終回”の 第４２号 を買い逃したのは大失敗 !            大ヒッ ト上映中の『君の名は。 』 はもちろん

“鑑賞済”だが、『言の葉の庭』『秒速 5センチメートル』など新海誠作品を追いかけてきたのはさす

が…。　お金を貯めて沖縄に行くのが目標だが、まずは一周忌法要で祖母の元気な顔を見に行きた

い。 心優しき青年にエール !

所長から一言… 責任感をもってコツコツと努力する姿が立派。　受け応えもしっかりしていて、 低音

　　　　　　　　　　　　　 ボイスも好印象 ! 　忘年会では得意なジャンルを一曲お願いします。(笑) 　

　　　　　　　　　　　　　 元気で頑張っている様子、動画を撮っておばあちゃんに見せてあげたいね。

大好評！
第８2回

バスツアー 本日（11/10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

やわらぎ亭

毎年好評の毎年好評の
サザエさんサザエさん

２０１７２０１７年カレンダー年カレンダー

BOOKBOOK

リオ五輪リオ五輪
２０１６２０１６号外集号外集

プレゼント！！プレゼント！！

毎年好評の
サザエさん

２０１７年カレンダー

BOOK

リオ五輪
２０１６号外集

プレゼント！！

♥♥


