販売店そばの

笹野台交番
笹野台交番

からお知らせ

建て替えのお知らせ

工事期間は、３月中旬から７月中旬の予定です。現在笹野台にある交番
が建て替えになります。建て替え中の交番の業務はニュータウン駐在所
(今宿･中尾)を拠点に行います(3/22〜)｡警戒などの活動はこれまで同様に、
笹野台、今宿、今宿町、金が谷地区において実施しますので皆様のご理解
とご協力をお願いします。
笹野台交番への電話も現在と同様に旭警察署の交換を通じてつながります。

（旭警察署 ３６１−０１１０）

自動車の盗難注意！

空き巣被害も
２月下旬から笹野台や今宿
町・東希望が丘・中尾町を中
心に空き巣被害が頻発してい
ます。
今回の特徴では、夜７時〜
８時半の時間帯が多く、室内
灯が点いていない家が狙われ
たそうです。同一犯の可能性
が高いと思われます。犯行日
前あたりに、不審な人物の目
撃情報もあります。
事前の防犯対策として､気

前回「ひだまり日記の集い」にいらしてくだ
さった方の中に素晴らしい人材がお二人いらし
て現在大活躍中です。また、ボランティアさん
も素晴らしい方がいらしてくださっています。

ひだまり・ひだまり荘は現在スタッフを募集しています
○資格・年齢などは問いません
○週２・３日、AM９:00〜PM４:15まで
○徒歩・自転車・バイクで通勤できる方
お問い合わせは
ひ だ ま り/中尾1-32-12
ひだまり荘/今宿町2668-6

045-391-8991
045-366-3887

担当タダカラ
担当ササキ

平日９:00から５:00までにお電話又は直接お出かけ下さい

ご連絡お待ちいたしております

になることがあれば、情報を
提供してください。
予防としては、室内灯をつ
けて外出する、窓に防犯フィ
ルムを貼る、窓の上下に補助
鍵やストッパー等をつけ鍵を
増やしたり、防犯ブザー等を
設置すると良いでしょう。
泥棒は近所付き合いが良い
地域には入りづらいものです。
協力して犯罪のない街を目指
していきましょう！

●お知ら せ●
４ 月休刊日:４ 月1 3 日 (月)
次号発行日:４ 月2 0 日 (日)
(毎月第３日曜発行)

ご期待ください！

【スタッフ募集】
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こと を忘 れな いで 下さ い︒
そし て︑ どこ かで あな た自
身を 支え てく れて いる 心あ
る人 が必 ずい るは ずで す︒
謙虚 と感 謝を 忘れ ず︑ 初志
貫徹でご自身の目標に向かっ
て︑ 力み 過ぎ ずに 頑張 って
下さ いね ︒生 意気 を言 い︑
失礼いたしました︒
●不 審な 出来 事や 事件 が社
会の 不安 を煽 り人 間不 信が
漂う 世の 中︒ 先月 掲載 した
﹁新 手の 振り 込め 詐欺 ﹂に
つい て反 響を 頂戴 いた しま
した ︒皆 様の 中に も︑ 身近
にご 経験 され てい る方 がい
らっ しゃ いま した ︒当 店で
は少 しで も気 にな るよ うな
情報 がご ざい まし たら ︑警
察へ 情報 を提 供す るよ う心
がけ ます ︒皆 様か らお 寄せ
頂いた情報 個(人情報は了解
の上 も)警察と共有すること
で地 元の 安全 に貢 献出 来れ
ばと 考え てお りま す︒ 出来
る範 囲で 協力 し合 い安 心な
街づ くり を目 指せ たら と思
います︒
●本 日︑ 別紙 で折 込ま れて
いる 別刷 ﹃ｂ ｅ﹄ アン ケー
トの ご協 力を お願 い申 し上
げま す︒ 皆様 のご 意見 やご
要望 をま とめ て︑ 本社 に報
告させていただきます︒

今年に入り３月４日までに旭
区内累計で３１台の盗難被害が
発生しました。トヨタの高級車
（ハイエース､ラブフォー等）
が多く狙われています。
又、夜間の月極駐車場が狙わ
れやすいそうです。大事な車を
守るには、物理的に持って行き
にくいハンドルロックなどの方
法が効果的だそうです。
参考県警HP 防犯のﾎﾟｲﾝﾄ(目次)
http://police.pref.kanagawa.
jp/mes/mesd0095.htm

2008. 3.16

３月９日 名古屋国 際女子
マラソンでの高橋尚子選手︑
故 障に悩ま され 位 に終わ
り ましたが ︑マラソ ン終了
後 のインタ ビューに て見せ
る 笑顔︒引 退を否定 し自分
の やりた いことの ために
﹁最後まで諦めない﹂と言っ
て おりまし た︒逆境 にいな
が らの笑顔 は逞しく もあり
素晴らしいと感じました︒
新年度︑ 初めての 学校や
会社でスタートを迎える方︑
期 待と不安 を抱え︑ 複雑な
心 境でいら っしゃる ことで
しょう︒先輩方々の中でも︑
ご 親族の面 倒︑ご自 身の病
気 ︑子供の 教育等々 ︑抱え
る ことが許 容量を超 え︑余
裕のない方がたくさんいらっ
し ゃいます ︒冷静な 判断が
出 来ず責任 転嫁した り︑自
分 は正しい と頑なに なった
り ︑苦手な 事や嫌な 事から
逃 げ︑見て 見ぬふり をした
り ･･･
﹁ 忙し い から ﹂ とい
う 理由で何 でも許さ れるも
の だと勘違 いしてし まう不
幸な人がいらっしゃいます︒
慣 れない環 境で緊張 されて
い る上︑周 りにはス トレス
になることが沢山あります︒
皆 さん︑毎 日がお忙 しいこ
と と存じま す︒そん な時ほ
ど︑あえて 笑顔 でいる

〒241−0816旭区笹野台4-65-12
TEL:0120-57-0843 FAX:391-7357

スポーツファンのみなさま、お待たせいたしました。恒例の観戦チケットがご用意出来ました。
早速ですが、下記①〜⑤のチケットにつきましては、期限の都合上、３月17日の締め切りにさせていた
だきます。商品をご希望の方は、応募方法（裏面）をご覧になり、

（３月17日15時まで必着！メールかＦＡＸで

）

お申し込みください｡
①②④番の当選発送は１８日まで、③⑤も順次早めにお届けいたします。

の

プレゼントは
終了しています

テーマパーク

さ しあ げ ま す
ご希望の方はプレゼント 応募と
一緒にお書きく ださ い

『2008プロ野球
選手名鑑』

９
１０
１１

１３
術

１４
１５

横浜ベイスターズ戦
野球︵横浜スタジアム︶

※第一希望のみを集計（応募総数５７３件)

１２
美

﹁ご招待応募申込ハガキ
２(枚分 ﹂
) ご希望の方へ
申 込 専用 ハガ キ をご 希望 の 方
は ︑ ﹁イ ．ロ 希 望﹂ とご 記 入
の 上 ︑さ わイ ン 宛へ お申 し 込
み 下 さい ︒プ レ ゼン ト希 望 と
併 記 で構 いま せ ん︒ 昼・ 夜 希
望があればご記入下さい︒
在 庫不 足の 場 合は 抽選 と な
りますのでご了承下さい︒

イ． 歌 舞 伎 座

五月公演
﹃團 菊 祭 五 月 大 歌 舞 伎 ﹄

1 32 32.0
15 201 13.4
5 45 9.0
5 35 7.0
2 12 6.0
10 25 2.5
2
5 2.5
24 45 1.9
30 53 1.8
15 24 1.6

出演 團:十郎︑菊五郎他

当選枠 応募数 倍率

ロ．新橋演舞場

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10

商品名
カールアイロン
東急系映画館鑑賞券
八景島ｼｰﾊﾟﾗ親子ｾｯﾄ
ミッフィータオル
『漢方2007』
サンシャインセット
指編みマフラー
ECO計画選科5点ｾｯﾄ
ガレとジャポニズム
コスモワールド

８

プレゼントNo29

プレゼントNo28
﹃五 月 大歌 舞伎 ﹄
出演 吉:右衛門︑染五郎他

先月号の人気プレゼントベスト10

６
７

どんどん応募してね！

日刊スポーツ編｡セ･パ全日程、
各種記録付きハンディ判161頁

商

映画

プレゼントNo7

１６
１７
１８
１９

横浜Ｆ マ
･ リノス戦
サッ カー

２０
２１

プレゼントは

２２
２３

書
籍

終了しています

２４
２５
２６
２７

グッズ

２８
２９

品

名

内

容

4月中有効｡渋谷､新宿ﾐﾗﾉ､ﾑｰﾋﾞﾙ､109ｼﾈﾏｽﾞ
東急系映画館
招待券 (ｸ ﾗﾝﾍﾞﾘｰﾓｰﾙ､MM横浜､川崎)等で1名様1回限り有効
18館共通鑑賞券
ﾞ
5月18日まで｡幕張ﾒｯｾ国際展示場10､11ﾎｰﾙ（千葉）
恐竜 大 陸 親 子 セ ット 招待券 大人､子供1枚ずつのセット(前売券も各1枚付き)
5月30日まで｡みなとみらい駅徒歩5分 横浜
スカイガーデン 招待券 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ69F展望ﾌﾛｱ 平日券｡土日祝日不可
5月31日まで｡中区海岸通(馬車道駅徒歩2分)
日 本 郵 船 歴 史 博 物 館 招待券 日本の海運の歴史を9つのｴﾋﾟｿｰﾄﾞでご紹介
5月31日まで｡旭区上白根町(三ツ境駅よりバス有)
ズ ー ラ シ ア 招待券 1枚で2名入園可 花いっぱいズーラシア 4月6日迄
5月30日まで｡瀬谷駅徒歩10分(瀬谷店)他
湯 楽 の 里 招待券 平日(月〜金)1回入浴券｡岩盤浴もあります。
ガ レと
招待券 3月20日〜5月11日まで。サントリー美術館
(六本木駅直結)開館１周年記念展｡再登場！
ジャポニス ム
3月29日〜5月9日まで。生誕100年記念展
東 山 魁 夷 展 招待券 東京国立近代美術館(竹橋駅徒歩3分)
マリオ・
招待券 3月15日〜5月6日まで｡東京都写真美術館
２階展示室｡(恵比寿徒歩7分）知られざる鬼才
ジャコメッリ展
4月10日〜5月6日まで｡そごう美術館(そごう横浜店)
朝 日 陶 芸 展 招待券 器から前衛的なｵﾌﾞｼﾞｪまでｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ作他90点
4月8日(火),9日(水)10日(木)18:00〜
VS
招待券
巨
人
2008年ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席いずれか1日(注1
4月11日(金)18:00〜,12日(土)13日(日)14:00〜
VS
招待券
阪
神
2008年ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席いずれか1日(注1
VS
招待券 4月18日(金)18:00〜,19日(土)20日(日)14:00〜
中
日
2008年ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席いずれか1日(注1
4月25日(金)18:00〜,26日(土)27日(日)14:00〜
VS
招待券
広
島
2008年ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席いずれか1日(注1
4月12日(土)2:00PMｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
招待券
VS 柏 レイソル
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第6節〕自由席 (注1
4月16日(土)7:00PMｷｯｸｵﾌ ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢球技場
VS 大宮
招待券
Ｊﾘｰｸﾞﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺｶｯﾌﾟ予選Dｸﾞﾙｰﾌﾟ3節自由席(注1
アルディージャ
4月19日(土)7:00PMｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
VS 清水
招待券
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第7節〕自由席 (注1
エスパルス
VS ジェフ
4月29日(火)7:00PMｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム
招待券
ユナイテッド市原
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第9節〕自由席 (注1
朝日新聞2004年5月〜06年3月に連載の「花おりおり」
『 花 お り お り 愛 蔵 版 』 の愛蔵版その四とその五いずれか｡A5判カラー233頁(注2
『 ここに行きたい
週刊朝日百科「世界100都市」2002年4月21日号
アル ザ スと シャ ンパ ーニ ュ 』 A4判ｵｰﾙｶﾗｰ32頁｡ 花とﾜｲﾝの香り立つ街並み 仏(注2
週刊朝日百科2004年6月20日号｡山形花笠まつり･
『 日 本の 祭 り N o ３ 』 ﾁｬｸﾞﾁｬｸﾞ馬ｺ A4判オールカラー32頁(注2
バスマット1枚､大判バスタオル1枚､綿ボディタオル2枚
バスタオルセット
白とベージュのナチュラルコットン100% 天然素材
体験会を開いてくださっているありりん先生より｡
ハ ンデ ィ ミラ ー 前月の体験｢グラスアート」のハンディミラー。
ペットボトル
万能キッチンはさみ(17.3cm/ｽﾃﾝﾚｽ･ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ)と
リサイクルセット ペットボトルクリーナー（7.5cm/ｶﾞﾗｽ･ﾅｲﾛﾝ）のセット
プロテクトマスク1枚と保湿ティッシュ10枚入り

３０ 花粉対策セット
VOL.120-2

当選数
2枚
1組

１０組

2枚
1組

１０組

2枚
1組

１５組

2枚
1組
1枚
1組
2枚
1組

１５組

２５組

2枚
1組

２５組

2枚
1組
2枚
1組

２５組
２０組

2枚
1組

５０組

2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組
2枚
1組

１４組

５０組

１４組
１４組
１４組
７組
７組
７組
７組
２名様
４名様
１名様
１名様
２名様

３０名様
５０名様

※アンケート謝礼品とは別物です。
注1)満員の際はご入場できない場合があります。又、1名様でよい場合は明記ください。
注2)店保管につき経年の傷みをご了解ください。

長生きペット

※ウチにもあります！だけど︑押
入れに仕まわれて現役引退してし
■我 家 の愛 犬 は只 今 歳
まいました︒
と半年ですが︑食欲もあり元気です︒
■約 年前︑母が結婚する時︑持って
年のせいか足腰が弱ってきましたが︑
きたおひな 様 です︒横 ㎝縦５㎝奥
子供達にいつも寄り添い心の寄 り所
行 き ㎝位 の桐の箱 に入っています︒
となっていますのでまだまだ長生 き
フタの部分 をひっくり返すと５段 で
して欲しくて皆で大切にしています︒
はなく４段 飾りの小 さな おひな様
︵
金が谷のＮさん︶
が出てきます︒さすがに 余年 の歳
■我が家には 歳 のうさぎ が居 ま
月を経てきたので首のない人 形︑
ボン
す︒バナナ︑トマトが大好 きで欲 しい
ボン飾りもなくなってしまいました
時は台所の方︵置 いてある︶を見て立
が︑２月３日の亡き母 の誕 生日 に必
ち上がり待ってます︒心をいやしてく
ず出 す事に決 めています︒私の大 事
れる可愛い家族です︒
な宝物です︒
︵
東希望が丘のＨさん︶
︵中沢のＫさん︶
■我家の猫ミーちゃん 推定年齢
※色々 な思い出のつまっ た品物は
歳︒猫 の世 界でもやはり雌の方が長
新
し
い
物では代えられないですね︒
寿なのでしょうか？ 持病 も
次は ︑元気いっぱいの お便り
です︒
ありますが ︑食 欲 旺 盛でま
だまだ長生きしそうです︒
︵金が谷のＳさん︶
■ 主婦 暦 ・・ン年 ︑テレビ︑冷
蔵庫︑洗濯機は何度も変われど︑
私 は買 い変え
■ちょっと季節はずれですが︑
ることな く今
我家 には 年 間 現 役 の扇
だ現役！少々
風機 があります︒現在 のも
口 う るさいの
のとはデザインが少 し違 い
は ガ マンし て
ますが︑鉄製で塗装はきれい
亭主 殿大事に
ですが︑とても重 いです︒機
使 って下さい︒
能も 完璧 で︑毎 年 夏 には一
今 も現 役 ︑こ
生懸命働いております︒その
後︑
２個程︑新しいのを買入れしまし れからもずっと現役です︒
︵東希望が丘のＨさん︶
たが︑この古い扇 風機 は私達の結婚
した年 に買入 れしましたので︑我家 ■私 の祖母は今年 歳になるのです
の電気製品の唯一の宝物です︒
２人の が︑車を乗 り回 してあちこち出 かけ
子供達よりも年上なので︑２人はこの たり︑麻雀 やカラオケをしたり ︑骨
扇風機には頭が上がらない様です︒
折 した腕のまま趣味 のダ ンスをやっ
︵中尾のＡさん︶ たり・・・と今でもバリバリ現役 と
いった感 じです︒そのパワーにいつも
圧 倒 さ れてしま い
ますが︑自慢の祖母
でもあります！
︵中沢のＡさん︶

愛 用 品

■ 代に購 入した中 山式
﹁
快癒器 ﹂は 年たった今
でも寝 る時に腰に当 てて腰
骨を矯正しております︒
︵
東希望が丘のＳさん︶

15

わたしも現役！

70

70

10

!!

日まで

)

■投稿者さまに︑選んでいただき︑
ご連絡が入ります︒

締切後︑一括で︑お申込者の氏名・
住所・ 電話番 号等をお 知らせ しま
す︒︵当店の仲介作業はここまで︶

今(回は︑３月

受付期 間もプ レゼント 応募期 間に
準じます︒

す︒

あげます・くださいコーナー

ください！

前 月の﹁く ださい ！﹂は︑ 残念
なが らご提供 者がい らっしゃ いま
せん でした︒ 使わな い品があ れば
お申し出ください︒

●
① 男児フォーマルスーツ
１００㎝〜１２０㎝

② 男 児フ ォ ー マル 靴

前回の布ぞうり作り体験会
は９名で大盛況だったそうで
す︒さて︑今月はー
絵心のない方でも大丈夫！
プロのような作品が作れます︒
ポーセラーツはシール感覚で
使える転写紙や上絵の具︑金
彩などを使い︑自由に絵付け
を楽しめるホビーです︒どう
ぞ一度教室を覗いて見てくだ
さい︒

︻ポーセラーツ︼
☆日時：４月４日 金( )
︻午前の部︼
時〜 時
︻午後の部︼
時〜 時
☆持ち物 なし
☆体験費
マグカップ１０００円
プレート １５００円

出来上が った作品 は︑窯
に入れて焼 成します ので︑
４月７日 月
( 以)降に 取りに
来て下さい︒
前号でお 伝えした 日程が
変更になっ ておりま す︒ご
注意ください︒

︻これから予定の
講座のご案内︼
５月・・ロマンドール
︵粘土で作る壁掛け人形︶
６月・・ポルセレーヌ
︵焼き物粘土で作るミニドー
ル︶などです︒お楽しみに！

有田ありりん

15

㎝黒色
※よろしくお願いします︒
①②とも︵金が谷のＳさん︶

【問合せ】 旭ジャズまつり実行委員会連絡事務所
TEL＆FAX 363-7311 MAIL:mail@asahijazz.net URL:http://asahijazz.net/
０９０- １２５５- ２３９１

● ４ 月 1 3日 （ 日） は､ あ な た が審 査 員 で す ！
−旭 ジ ャ ズま つ り ア マ チ ュ ア 公 開 オ ー デ ィ シ ョン −
※いずれも定
員は５名︒先着順です︒

問い合わせ・お申し込み：

VOL.120-3

投票用紙は、12:30〜13:00に来場した方にのみ配布し、
全アマチュアの演奏をお聴きいただいたうえで投票していただきます。
■テーマは冒険！毎週木曜日発売！
■予約受付中！
■創刊号はお得な２９０円
■まずはお店にお電話を！

【備考】 投票資格は、小学生以上であれば、旭区民であるなしを問いません。

4月3日(木)創刊

(２階になります。
白いらせん階段を上がって下さい。）

今も現役！

■締切 後１週 間前後︵ 今回は ３月
末頃まで︶にご連絡がない場合は︑
選考漏 れとご 解釈くだ さい︒ 特別
に連絡は差し上げません︒
以上 ︑ご理 解いただ けた方 は︑
ご住所 ・氏名 ・品物の 番号と 品物
名・連 絡可能 時間・方 法等を 書い
て︑当 店まで お申込し 込みく ださ
い︒

週刊

かがくる

ピアノ：出口誠 ベース：山口雄三 ドラムス:山下暢彦

アドベンチャー

アトリエ亜理

40

11

50

20

集

特

【日時】 ４月13日（日）12:30開場13:00開演（審査発表16:30予定）
【ゲスト】 出口誠トリオ(審査結果発表までの16:00〜16:30を予定)
場所：旭区金が谷２-１０-１０

48

■プ レゼント 応募と 一緒で結 構で

15 12

80

21

旭ジャズまつりでは、毎年必ずアマチュアステージを設けてきましたが、昨
年より、従来の審査員選出枠に加え、一般投票による選出枠をつくりました。
４月13日の公開審査で聴衆の最多得票数を獲得したグループは､ ７月27日
本番のアマチュアステージに無条件で出場できます。
じっくりと聴き比べ、あなたの一票を、お気に入りのグループに投じてくだ
さい。さらに、審査結果発表までの間は、プロによるゲストミニライブも企画
しています。事前申し込みは不要・入場無料ですので、お誘い合わせのうえ、
奮ってご来場ください。
13 10

20

19

【会場】 旭公会堂

介護を始めて１ヶ月半
■要介護認 定２の父と１の 母の
介護を始め て１ヶ月半︒実 はこ
のレベルで の介護が家族に とっ
て経済的︑ 肉体的に一番負 担が
大きいようです︒
︵東希望が丘のＫさん︶
※現在のご様子はいかがですか？
日々の生活 の中に上手く取 り込
まれていらっしゃいます様に︒

懐かしい昭和の時代
■﹁昭和の 大開拓時代を記 録す
るプロジェ クト﹂を楽しく 拝見
しました︒ 昭和 年の東希 望が
丘と昭和 年の二俣川の差 ︒横
浜から１駅 毎に温度が下が って
ふるえた事 など・・砂利電 車と
いわれた相 模鉄道の今昔を 懐か
しく思い出 しました︒今後 もシ
リーズで続 けて下さる様楽 しみ
にして居ります︒

︵今宿のＨさん︶
※今宿のＳさんからも﹁子供は
学校で昔の暮らしを勉強したば
かり︒親子で読みたいです︒﹂
というお便りを頂きました︒

振り込めサギの話
■ 昨年 末︑ ﹁交 番か らの
お 知ら せ﹂ にあ るの と全
く 同様 の電 話が あり まし
た ︒最 初の ﹁カ ーち ゃん
あ のね ・・ ﹂と 言っ た声
が 全く 息子 の声 と違 うの
で ﹁あ なた 誰で すか ？﹂
と 聞き ます と﹁ あっ おば
あ ちゃ ん？ ボク だよ ︑ボ
ク ﹂﹁ 家に はお ばあ ちゃ
ん もい ない し︑ 息子 の声
と全く違うの ︑名前を教えて ﹂
と言うとガチ ャンと電話を切 り
ました︒息子 の声と似ていた ら
と思いゾッとしました︒

︵笹野台のＭさん︶
■友人が２ヶ月 位前かかってき
たときいていま した︒その方は
翌日息子さんか ら電話がきたの
で変だと思った そうです︒風邪
をひいているか ら声が変ってい
るんだ︑とサギ が言ったそうで
す︒
︵今宿のＴさん︶
■この間︑長崎 屋の近くのコン
ビニをまがった ところ︑あなた
の車がぶつかっ てポケットの中
の携帯がこわれ たと言ってお金
を請求されまし た︒︵３〜４ｍ
しか移動してい ないのに︶変だ
と思いながら急 いでいたので３
千円しかもって いないと言うと
それでいいと言 うので払ってし
まいました︒警 察に届けました
が皆さん注意して下さい︒
︵今宿のＩさん︶
毒入 り餃 子事 件や偽 装表
示︑食 品な ど生 活物品 の値
上げな ど︑ 身近 な生活 に関
わる社会問題も多いですね︒
空き 巣や 振り 込めサ ギな
ど自分 の身 を守 る努力 も今
いっそ う必 要で ︑気が 抜け
ない感じがします︒

ですが︑そんな中で︑笑
いも大事︒さわインでは︑
なごめるスペースを提供し
たいゆきたいと思います︒
思わずクスッと笑ってしまっ
たエピソードをお寄せくだ
さい︒お便りお待ちしてい
ます︒

移動図書館
﹃はまかぜ号﹄が
地域を回っています

50

︵今宿のＴさん︶ 分類 する前に処 分してしまう︑と
いう繰り返しです︒ファイリングが
得意な方にお聞きしたいと思いま

00

小児歯科

11
00

教えてあげる

約３千 冊の本を自 動車に載 せて︑図書
の貸出しサービスを行う﹃はまかぜ号﹄︒
横浜市に 在住・在勤 ・在学の 方は無料で
利用できます︒一度のぞいてみませんか？
１人６冊︑次の巡回日まで貸出できます︒
図書 館カ ード をお 持ち 下さ い︒ カ( ード
をお持ち でない方は ご住所・ お名前のわ
かるもの をお持ちく だされば ︑その場で

10

孫と行く場所

お料理教えて

生ゴミ処理機

10

37

)匹
)匹
)匹

笑ってしまいました」
来月号の特集は「思わず

図書カードをお作りします︒ )
次回巡回予定日
３月 日︵火︶午後２ 〜２
:
:
三ツ境大原第二公園︵三ツ境
-︶
３月 日︵火︶午後３ :〜４ :
中希望が丘第五公園︵中希望が丘２０４︶
３月 日︵水︶午前
:〜
:
中沢町︵きのこ︶公園
中沢３ ほか
お問い合わせは
横浜市中央図書館
サービス課移動図書館
﹁はまかぜ号﹂担当
ＴＥＬ ２
: ６２ ０
- ０５０
まで
10
00

89
14

ハッピー券が５枚集まったら♪

37

■ 清水ケ丘の岩本 歯科︒先生が子 す︒どのように分類 していらっしゃ
るのか︑また古くなった情報の捨て
ども大好き︒
治療がていねい︒
︵今宿のＴさん︶ 時などについて教えてください︒
︵
中尾のＡさん︶
■希望が丘横浜銀行の２Ｆ
ひかり歯科はいかがでしょうか︒
息子も４歳 から通 っています︒間
仕 切 りがあり︑多 少のプライベー ■これから花見シーズンですね︒お
ト が保たれているのと︑待 合室 と 弁当 も一 工夫 して太巻 きなんか
診 察 室とのドアがないのが︑個人 作ってみたい！ 近所 で教 えてくれ
的 に好 きです︒通っているお子様も る人 ︑教 えてくだ
多 く︑先生 は３人ぐらいいらっしゃ さい︒手 作 り でお
ると思いますが︑先生 も馴れてい
ふくろの味 ！おば
ます︒
あちゃんの味！ い
︵東希望が丘のＭさん︶
ろんな事知りたい︑
覚えたいです︒
︵東希望が丘のＡさん︶

お しえ て！

切り抜き整理術

■ごみ収集回 数が減ったので生ご
■ 新聞の記事で興味を持ったもの
み処理機を購入 しました︒既 に使
や生活に役立ちそうなものを︑切
り抜いてファイルをしようと思って 用されている方のご意見や注意 点
いるのですが︑うまくいきません︒ を教えてください︒
︵
今宿のＵさん︶
いつも︑１〜２年分たまってしまい

18

前号のヒントですが︑ハガ
キでの応募が全部年賀ハガキ
とか１枚だけという事もない
だろう・・と想像して頂き︑
︵Ｃ︶か︵Ｄ︶の二者択一サー
ビス問題としました︒
かもめ〜るも含めると︑
２２０通中 通も懸賞付きハ
ガキで頂きました︒

Ｑ １１８号ご応募の方の中で
﹁ひだまり日記Ⅱ﹂近日販売！
お年玉付年賀ハガキでの応募は何枚あったでしょう？
来月 から予約を 受付いたし ますが︑
正解は Ｃ( ) 枚 でした︒
今月は︑ひだまりにちなんだ問題です︒
２１２件の回答中︑正解された方は︑１２０名いらっしゃいました︒
Ｑ ﹁
: ひだまり ﹂と﹁ひだ まり荘﹂ おめでとうございます︒尚︑正解されていても︑締切後に到着した
にいる猫ちゃん達︑合わせて何匹？ 方には︑ハッピー券は発行いたしておりません︒

前号クイズ

18

56

45

希 望商 品 を選んでいただく所 定 の用 紙
プ(レゼントカタログ で)ご応募ください︒お
手元にない方は︑ご連絡いただければお届
け致します︒ハッピー券の
プレゼントの発送は月一回です︒
毎月 日を締切りとし︑それまでに届い
た分を 日迄にお手元に届くようにして
おります︒お待ち下さいね︒
20 10

Ａ(
Ｂ(
Ｃ(

ニャ〜！
(通訳:一応
わたしが
看板猫です)

VOL.120-4

︻今月の問題︼

26

みんなのこえ

Ｄ( ) 匹
※ご迷惑になります
ので︑﹁ひだまり﹂
や﹁ひだまり荘﹂へ
のクイズのお問い合
わせは︑ご遠慮く
ださい︒

66 21 12 10

45

さわイン読者のみなさま
に︑楽しんで続けてご愛読
いただきたく︑毎号１問ク
イズをお出ししています︒
正解の方にはプレゼント品
等と一緒にハッピー券をお
送りします︒ハッピー券５
枚と引き換えに素敵なプレ
ゼントをもれなく差し上げ
ます︒クイズの解答は︑⑤
のご意見 ご
･ 感想の次に
｢⑥ 答え ｣とご記入くだ
さい︒
締切後の到着はプレゼン
トと同じく正解していても
無効ですのでご注意下さい︒
※一家族一つの回答でお願
い致します︒ 尚︑ハッピー
券の再発行は致しません︒

さわインプレゼントクイズ

■大池公園など
追分市民の森や大池公園︵小動
物 とふれあえます︶がよいと思い
ます︒汚 れたりするので着替 えの
準 備も！ 我家 の子 供達 もよく連
れて行きました︒最近ではズーラシ
アも１日遊べますよ︒
︵
金が谷のＮさん︶
■大池公園がベスト︒
動物あり︑広
場あり︑遊具あり一 日中楽しめま
す︒
︵今宿のＩさん︶
■四季の森公園
県立公園 なのでよく整備されて
いる︒自 然に触 れあえて健 康にも
よい︵
森林 浴︑
花︑
池︑
流水 ︑
広場 ・
・
ｅｔｃ︶
︵
金が谷のＳさん︶
■市民図書室
旭中学校で開かれている市民図
書 室に連れていって好きな絵本 を
借 りてきて一緒 に読む︒︵土 曜︑日
曜午前中︶

朝日新聞読者専用ページ

