2017 年最初の『さわやかメール』は
お問合せ多数! 究極のフェアチョコ
『ディバインチョコレート』をはじめ、
『ハリネズミ貯金箱』『イタリア製ミニトレー』
『ラプンツェルタオル』など
おしゃれなプレゼントがいっぱい!
目黒雅叙園『百段雛祭り』、『山種美術館』
『サントリー美術館』など
新春を彩る美術館チケットも登場!
今年最初の運だめし…ご家族みなさんで
楽しみながら ご応募ください。
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今月の締切は１月１６日（月）です。

お散歩の途中で …
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『谷保天満宮』の鶏

和食とお寿司のお店 『

水神

』

多摩市落合 1-38 マグレブパーキングビル2F-B
TEL 042-389-3121
【営業時間】 昼の部 11：3０〜15：0０（LO14:30）
夜の部 17：0０〜23：0０（LO22:00）
【定 休 日】 月曜日

※アサウェブタマに特集記事あり
２０１０年４月、多摩センター駅そばのパーキングビルにリニューアルオープン。 旬の素材を存分に取り
入れた本格日本料理をリーズナブルな価格で味わえるのが魅力。 創業21年、オーナーが大型船
『水神丸』の料理人として修行を積んだことから命名した屋号『水神』。 オフィスビルのビジネスマン
やOLさんでランチタイムは大賑わい。 刺身・天ぷら・サラダ・小鉢・おしんこ・ごはん・みそ汁・デザー
トがついた「とくとくランチセット」（￥1360）が一番人気。 「天ぷら定食」「刺身定食」「にぎり寿司
セット」「ちらし寿司セット」が各￥790とは驚きの価格。 ガッツリいきたい方は1.5倍量で注文できます。
寒い冬には鍋物がオススメ…ふぐコースが￥２８３０〜、あんこう鍋￥１７００〜、旬を味わう一品料理も
充実、日本酒・焼酎のメニューも豊富、駅から近くて便利、何度でも足を運びたくなるお店です。
“安くてうまい ！ ” がモットー、土日のランチタイムはご家族皆さんでどうぞ、お座敷もあるのでお子様
連れでも安心です。 ご宴会のご予約（４５名まで可）もお気軽にお問い合わせください。
↑国立駅

《メニュー》

南武線
谷保駅

甲州街道

谷保天満宮前
国立
インター
入口

谷保天満宮 東京都国立市谷保5209

谷保天満宮

電話 042-576-5123

インフォメーション
スタッフ紹介 １５９
リ・リターンズ
おおつか

まさあき

大塚 正章
昭和４０年 １ １ 月 ３ ０ 日生
新潟県北魚沼郡出身
永山店事務室主任
勤続 28年の大ベテラン… 配達についてはスタッフのお休みをカバーする
『代配』という役割だが、毎日配達区域が違っても、不着・誤配はほとんど
なく、全ての区域を知り尽くした永山店の鉄人的存在。 小柄でも健康
そのもの… 団地の階段をノンストップで上り下りした 30代に比べると、
さすがに体力の衰えを感じることもあるが、とにかく“集中して配る”これが
ベテラン配達人の極意だそうです。
音楽学校の奨学生としてスタートした人生、数年前まではギターリストや
ボーカリストとして活動、CDコレクションも1500枚超、音楽を愛する気持ち
は今も変わらず、休日のカラオケ通いで“ボーカル力”をキープ。
ハードロックや ビートルズナンバーが18番、 最近は採点方式を取り入れ、高得
点を期待しながら熱唱するものの・・・（笑）、93点をマークしても100点の人が
多すぎてガッカリ…

16年前に 4歳年下のウィルマさんと結婚、時々出かける“外ごはん”が夫婦
の楽しみ。 先日行った会社の忘年会で特賞の『プレステ4』をゲット ! ゲーム
好きの奥さんにプレゼントして“旦那さん株”も急上昇。
おっとりと
した性格なので夫婦喧嘩はめったにないが、最近のブーム『乃木坂４６/
北野日奈子』ちゃんの話題だけは声を潜めて語っている。（笑）

◇冬季 限定メ ニュー
かも鍋 …９００ 円〜
湯豆腐 …６８０ 円〜／ たらちり …９００ 円〜／ 石狩鍋 …９００ 円〜／
あんこう 鍋…１７ ００円〜 ／ふぐ しゃぶ… ２２６０円 〜
・さばふ ぐ唐揚げ
ふぐ ２８３０円 コース 先付・と らふぐ皮 ・とらふぐ 刺・さば ふぐちり
たはふぐ 天）とら ふぐちり
唐揚（ま
刺・ふぐ
ふぐ ５６７０円 コース 前菜３点 盛・とら ふぐ皮・ とらふぐ
（または ふぐ天）
ふぐ唐揚
ふぐ焼・
刺・とら
とらふぐ
ふぐ皮・
ふぐ ７９３０円 コース 前菜３点 盛・とら
とらふぐ ちり
※ふぐコ ースには 全て雑炊 セット、香 の物が付 きます。
◇ディ ナーサ ービスセ ット 17時〜 23時（L O22時 )

梅…１１ ３０円 刺身・天 ぷらまた は焼魚・ ごはん・ おしんこ ・小鉢・ おわん
竹…１７ ００円 刺身・天 ぷら・焼 魚・ごは ん・おし んこ・小 鉢・おわ ん
おわん
松…２２ ６０円 にぎり寿 司または ちらし寿 司・天ぷ ら・焼魚 ・小鉢・
◇お食 事
円〜
刺身定 食…９０ ０円〜／ 天麩羅 定食… ９００円 〜／ うな丼 …１６２０
〜
円
０
うな重 …２７３ ０ 円 〜／天 重…９０
◇寿 司
ぐろ寿 司…１３ ６０円
にぎり寿 司・ちら し寿司 …９００ 円 〜／中 トロ寿司 …２７２ ０ 円／ま
鉄火丼 …１３６０ 円／太 巻…７９ ０円／細 巻…２２ ０円〜
◇日本 酒
辛丹波 …１合４ ５０円・ ２合８８ ０円
…８００ 円〜
地酒 久保田 千寿… ７７０円 ／飛露 喜…８０ ０円〜／ だっさい
他
円〜
…９００
十四代
上喜元 …７７０ 円〜／
価格は 全て 税抜き です。
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大人気

国民的４コマ漫画
『サザエさん』のベスト版最新作！

『サザエさん2017』

『サザエさん２０１７』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

長谷川町子
定価４００円 （税込）

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。

所長よりひとこと…毎日の仕事をきっちりこなして28年、お客様サービス
第一の心がけは本当に立派。 永山店を陰から支える兄貴分、
穏やかな性格もみんなから愛される理由。 ウィルマさんと末永
くお幸せに…。

2017年 新入学

おめでとう大会

と き： １月２８日（土）

ところ： パルテノン多摩

『２０１７年新入学おめでとう大会』のチケットを50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。

プレゼント

大好評 ！
第 ８ ３回

バスツアー

応募 ★NO. 7

『迎賓館赤坂離宮本館内部・主庭見学 と
！！
国立西洋美術館』 残席あとわずか
■旅行期日：２月1４日（火） ■旅行代金：10,900円（昼食・入館料含む）
◆本日（ １ /10）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

