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＜前号のプレゼント応募倍率＞

どんどん
応募してね！
(先着順)

①「ドラえもんスクラップブック」
朝日新聞に毎日掲載の「しつもん！
ドラえもん」を切り取って貼ってね。
(朝日新聞購読の方のみ)

②「Ｐｏｗｅｒ

Ｕｐ」

大学入試と朝日新聞
大学入試出典一覧表他
A4判22頁

･

今月は夏休み特集!!
※チケット類は、特別な場合を除き、
２枚１組となります。

１５

「横浜ほんのりすいーとマドレーヌ」５個

洋菓子の店
笹野台1-7-12 TEL:361-3351
※当選者は
１
「パンタン」のお菓子 引換券をお店にお持ち下さい｡７月末迄

５名様 １６

応募総数は610通(当選数/応募数)
１位:TOHOｼﾈﾏｽﾞﾁｹｯﾄ(10/118）12倍
２位:「なるほど日本知図帳」(4/28）7倍
３位:八景島ｼｰﾊﾟﾗ親子ｾｯﾄ(5/34)6.8倍
４位:旭ジャズまつり(10/36)3.6倍
５位:「日経kid's+」(1/3)3倍
６位:ﾏﾘﾉｽVS名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ(6/16)2.7倍

横浜べイスターズ 8/11(水),12(木)18時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
VS

中日 ①

ﾍﾟﾅﾝﾄﾚｰｽ内野自由席

１５組

いずれか1日 (注2

横浜べイスターズ 8/18(水),19(木)18時〜 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ
VS

阪

１８組

神 内野自由席 いずれか1日 (注2

横浜べイスターズ 8/27(金),28(土),１８時〜,29(日)17時〜

２

TOHOシネマズ
〜9月末迄有効｡ら ら ぽーと 横浜､海老名､川崎等の
１０組
ムービーチケット TOHOｼﾈﾏｽﾞで１名様１作品に限り有効の券

３

8/17(火)19時半ｷｯｸｵﾌ ニッパツ三ッ沢球技場
横浜Ｆ･マリノス
日 生 劇場
10/5〜11『カエサル』昼夜共通ハガキ(注１
１８
１５組
VS
モンテディオ山形
Jﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第19節〕自由席 ( 注2
応募ハガキ ２階席応募申込ﾊｶﾞｷ 出演:松本幸四郎他

４

きかんしゃトーマスと

なか ま たち

１７

VS

１５組

中日 ② 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ,内野自由席 いずれか1日(注2

横浜Ｆ･マリノス

8/14〜22迄。池袋サンシャイン劇場
(東池袋駅徒歩5分)"ソドー島ツアー"で遊ぼう

8/29(日)18時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム

５組 １９ VS アルビレックス新潟 Jﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第21節〕自由席 ( 注2

７組
７組

〜9/30迄。京急三崎口駅からバス15分

５

油壺マリンパーク かわうその森ｵｰﾌﾟﾝ!ｱｼｶの餌付等体験ｲﾍﾞﾝﾄ多数 １５組

６

東京サマーランド 入園+屋内外プール+ウォータースライダー利用可

７

大

〜9/30迄｡八王子ﾊﾞｽ30分※8/11〜15使用不可

磯

ロン グビ ーチ

〜9/10迄。大磯プリンスホテル内 平日のみ
600mの流れるプール､140mのｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ！

６組

２０

朝日クッキング A5判17頁､毎月発行の小冊子｡
サークル たっぷり季節野菜／8月「トマト オクラ」

１０組

２１

朝日オリジナル ｻｲｽﾞ:約20.5×20cm｡白地に可愛いうさぎの
100名様
ハンドタオル キャラクター付き｡ 店内在庫品。

８

こ ど も の 国

〜12/30迄｡長津田駅乗換こどもの国駅｡入園券
３０組
プール 8/31迄（入場料別大人600円子供300円）

９

帆船日本丸 ＆
横浜みなと博物館

〜9/30迄｡桜木町駅徒歩5分 横浜の港を
楽しく学ぼう｡ 総展帆日：8/8､9/5､26｡

〜8/29迄｡「日本大通駅」直結｡１枚で２名入場可

１１ 日 本 新聞 博 物 館 『一枚マンガのいきもの地球展』開催

１０組

7/17〜8/31迄。そごう美術館(そごう横浜店)
没後25年 終わらない旅

３０組

１３ 熊 田 千 佳 慕 展

8/4〜16迄。横浜高島屋ギャラリー８階
朝日の額絵でお馴染み 日本のプチファーブル

100組

１４ 山 種 美 術 館

〜8/29迄。恵比寿駅歩1 0 分
開館記念特別展 江戸絵画への視線

１５組

鴨

居

玲

３０名様

１５組

〜9/30迄｡元町･中華街駅歩1分｡リニューアル
１０ 横浜マリンタワー １階｢THE BUND｣にて季節のスイーツ一品無料付 ２０組
展 望 台

１２

子供さん達の夏休みも間近︒
今月も︑楽しいお知らせが届きました︒

★旭ジャズまつり

日時：８月１日︵日︶
: 開場
: 開演
場所：こども自然公園 野球場
前売 ３︐０００円 当日 ４︐
０００円
学割 ２︐０００円 当(日券のみ・要学生証 )
小学生以下無料
前売券は当店でも発売中！
お宅までお届け致します！
※詳しくは
http://www.asahijazz.net /
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又は﹃旭ジャズまつり﹄で検索を

作ろう ※生ごみを持って来てネ

てください

※マイ箸・皿を持って来てネ

■楽しみながら
子どもエコ体験学習
︵自分で電気を起こしてみよう︶
■子どもエコ遊び
︵芝生で魚釣り？ )
■太陽でおいしい料理
︵エコカレーもあります︶

■ エ コ グッ ズ ︵ マイ 箸 袋等 の
)
販売

今宿コミュニティガーデン友の会
http://imacom.org/
問合せ :代表木村吉夫
ＴＥＬ :９５５ １-８８２

８月休 刊日 ８
: 月 ９日 月( )
お知らせ 次号発 行日 ８
: 月 日 日( )
毎(月第３日曜の発行 )

第６回 希望が丘東地区

31

夏まつり

31

■８月１日︵日︶
午後５時〜﹁濱っ鼓﹂の和太鼓︑
﹁ 希 望 が丘 中 学校 吹 奏 楽部 ﹂
のブラスバンド︑
﹁ Step Twirlers
﹂ のバ トン
トワリング＆チアダンス
午 後６時 〜﹁こど も神 輿﹂
と﹁あさがお連﹂の
阿波踊り
両日とも︑午後７時〜
皆で一緒に﹁盆踊り﹂
また︑
午後５時〜﹁模擬店﹂で
焼きそば・カレー・フランク
フルト・焼きトウモ ロコシ等
が出ます︒
※雨天でも模擬店は行ないます︒
皆さ ん の お越 し をお 待 ち して お
ります︒

!!

希望が丘東 地区主催の第 ６回
夏祭りが行なわれます︒
︽日時︾
７月 日︵土︶ ･
８月１日︵日︶
午後５時〜９時
︽会場︾
東希望が丘
小学校校庭
︽内容︾
■７月 日︵土︶
午後５時〜﹁Ｒ Ｄ･ Ｔ･﹂の
ダンス︑ ﹁旭区民ミュ ージ
カル﹂の歌とダンス
午後６時〜﹁こども神輿﹂と
﹁あさがお連﹂の阿波踊り

30

20

今宿コミュニティガーデン

日 日( )

25

今宿 ２ - ニ(ュータウン第６バス ■エコ実演︵実物のソーラーパ
停 近く に)ある 市有地を借 り受け︑ ネルで 実演／ 不要 になっ た天
ぷら油でバーナー実演︶
三 世代 交流を 深めな がら整 備を
※不要に なった天ぷら油を持って来
進めています︒

14

エコ笑こ祭り

７月

時〜 時 雨(天中止 )
入場無料
ハーブの摘み取り自由です
■花・やさいのポット苗販売
■たのしい押し花教室
■今コミで採れたハーブで
ホッとひと息エコ喫茶
︵ハーブティー︑エコケーキ︶
※マイカップ︑皿︑フォーク持参で
■ 旭 区役 所 Ｇ
･ サポ ー ター に
よる 生ごみ でフワ フワの 土を
11

（注1）プレゼントに当選されますと 、観劇応募用の往復ハガキが届 きます。ハガキに記載さ
れた希望日に ○印をつけ、 郵送しますと 、抽選結果(当落 )が記 された返信 ハガキが届
くことになります。お間違いの無い様ご応募下さい。
（注２）満員の際はご入場できない場合があります。お早めにご来場下さい。

プレゼントは
終了しています

教えてあげる

た袋にサイフと携帯電話他が入ってい
て置いてありました︒不幸中の幸いで
す︒現金とハンドバックは戻ってきま
せんでした︒改めて防犯のイロハを教
わりました︒
︵今宿のＦさん︶
※貴重な体験 をお寄せ頂きあ りがと
うございます︒

■我が家では ︑地震に備えて 山用の
ドライフーズ を用意しており ます︒
お湯または水 を注ぎ︑できあ がり︒
お赤飯・五目 ごはん・・・ｅ ｔｃ︒
美味しいです よ！︵お茶碗大 盛り１
杯分︶満腹感あり︒
︵東希望が丘のＳさん︶
３日分程 の飲料水と一
緒に備え があると安心
ですね︒

豊国屋商店

ブや重曹を入 れると︑見 事に
ニオイや小バ エがなくな りま
す︒
︵笹野台のＩさん︶

ります︒今は︑キュウリ・ピー
マン・ナスなどが収穫できて︑
■先日︑文京区春日１︵後楽園遊園地
おいしくいただいています︒
そば︶にある﹃文京シビックセンター
︵金が谷のＳさん︶
展望ラウンジ﹄に行ってきました︒高
■ 法事 で行っ たお 寺さ んに 次
さ１０４ ｍの眼下には東京スカ イ
の よう なこと ばが 張っ てあ り
ツリーまで見渡せます︒無料で日
ま した ︒﹃食 事の しか た 笑
曜日も開催されていますのでぜひ︒
い かた 返事 のし かた で そ
︵笹野台のＫさん︶
の人の品性がわかります﹄
写真 を撮っ てい たら ︑和 尚
さ んが その言 葉を はが して ︑ ■日頃のくせと油断で︑玄関の戸
譲 って くださ いま した ︒う ち を開け放して近所へ届け物をして
の 壁に はって ︑子 ども たち と いるすきに︑ゲタ箱の上に置いた
ハンドバッグと玄関のカギを盗ま
も折に触れ︑話をしています︒
れました︒旅行から帰宅した直後
が・・これだけのことなのに︑
のことです︒
なかなか難しいのが現実です︒
翌日鍵屋さんに玄関のカギの交換を
子 ども たちだ けで なく ︑自 分 してもらっている時に不審者を見かけ
自身でも！
外に出たら︑ハンドバッグに入れてい
︵東希望が丘のＫさん︶
■ 子育 てが一 段落 した ご家 庭
イラスト今:宿町のＩさんより
も 多い と思い ます ︒我 が家 で
は 主人 とお互 い教 育し 合っ て
います︒
︵ 例︶ ・ご近 所の 方に は声 を
出 しあ いさつ ︒・ 食事 は片 手
でなく両手を使う・﹁あんた﹂
ではなく﹁あなた﹂と言う︒
︵今宿町のＴさん︶
教育のお手本は大人から・・
で すね ︒子供 達に 見ら れて 恥
ず かし くない 行動 を日 頃か ら
心がけたいものですね︒
さて︑来月の特集ですが︑

﹁お 仲 間 募 集 掲 示 板﹂
にしてみたいと思います︒
﹁何 か始め てみ たい のだ け
ど ︑ご 近所で どん な活 動を し
ているのか良く分からない︒﹂
と か︑ ﹁メン バー が足 りな い
の だけ ど・・ ﹂と いう 方は い
らっしゃいませんか？
市民 グルー プ・ サー クル ・
教 室等 ご近所 で仲 間作 りし た
い ︑仲 間に入 りた い︑ 仲間 を
探しているという皆さま方に︑
さ わイ ンのス ペー スを 提供 い
た しま す︒紙 面を 見た 方が 直
接 連絡 が取れ る様 に︑ 連絡 可
能 な方 のお名 前・ 電話 番号 を
入れてお便りをください︒
具体 的な活 動内 容・ 活動 場
所 ・活 動日時 ・人 数・ 費用 な
ど もお 知らせ 頂け ると 参加 し
やすくなると思います︒

TEL：３９１−５９２２

を聞 かなく なる ので基 本は
﹁厳 しく ﹂接し てい るつ もり
です︒
︵今宿町のＵさん︶
■習 い事 とは異 なり ます が︑
感性豊かになるように︑ミュー
ジカ ルや 演奏会 など の芸 術文
化に 触れ る機会 を︑ 家計 をや
りく りし ながら 年に 数回 です
が楽しんでいます︒
︵金が谷のＷさん︶
■５ 歳の 息子が いま す︒ 緑の
野菜 は何 でも大 嫌い ︒ま ずは
好き 嫌い をなく すこ とが 彼の
試練 ︒食 生活っ て︑ 人生 を豊
かに する ことで はな いで しょ
うか ︒﹁ これは おい しい ︑お
父さ んが 君の分 まで 食べ てし
まう ！﹂ と目の 前で 大き な口
をあ ける と︑負 けず 嫌い な息

特集 :
我が家の
教 育
子は ﹁そ れは僕 の分 だ！ ﹂と
自分 の口 に入れ てか ら若 干の
後悔 ︒み ごと主 人の 作戦 には
まっ た彼 は︑今 では ピー マン
もブ ロッ コリー もり もり 食べ
るようになりました︒
︵中尾のＫさん︶
■我 が家 では︑ 子供 の食 育に
なっ たら いいな ︑と いう 思い
もあ り︑ 今年春 に畑 を借 りま
した︒キュウリ︑トマト︑じゃ
がい も︑ とうも ろこ しな ど９
種類 の野 菜を植 えま した ︒子
供︵ 小４ ︑年中 ︶と 一緒 に苗
を植 えま したが ︑初 めて のこ
とで ︑子 供たち も喜 んで いま
した︒
同 じ畑 を借り てい るベ テラ
ンの 方に ︑植え た野 菜の こと
や料 理の ことな ど︑ いろ いろ
と教 えて いただ いて ︑子 供は
もち ろん ︑親も 大変 勉強 にな

10％off

輸入ワイン

白姫まつり
■我が家は毎 年︑行って いま
す︒お店も思 ったより出 てい
るし︑昼間時 間ですが︑ 坂を
使ってボール を転がすゲ ーム
がなんといっ てもおすす めで
す︒あたりは ︑なんとス イカ
やメロンです ︒スイカの 大好
きなわが息子 はいつも楽 しみ
にしています ︒整理券を 配る
ので時間等チ ェックして から
お出かけを・・︒
︵東希望が丘のＭさん︶
■白姫神社の お祭りは８ 月初
めの土日に行 います︒神 輿は
日曜日の午後 からです！ 三ツ
境駅も練り歩 くのは白姫 神社
の神輿だけです！
︵笹野台のＡさん︶
※三ツ境南口 商店街連合 会の
お祭りで︑今 年は８月７ 日と
８日だそうです︒

おしえて！

■今では女の子の主流？となっ
た バレ エ︒体 験を 受け ︑﹁ や
り たい ！﹂と いう ので ︑こ の
４ 月か らはじ めま した ︒バ レ
エ と呼 べる代 物で はあ りま せ
んが ︑本人楽し んでおります ︒
競争 心はあ まり なく ︑大 人
数 で楽 しむの はあ まり 好き で
は ない ︑マイ ペー スな 娘に は
適 して いたよ うで す︒ 難点 は
ま だま だ弱い 足の 爪が つま 先
立 ちで ボロボ ロに ・・ わが 娘
だ けで しょう か？ そん なに 過
酷 に使 ってい るわ けで はな い
のですが︒
︵中尾のＹさん︶
■ 我が 家の二 人︵ 姉弟 ︶と も
に ピア ノと水 泳を 習わ せま し
た ︒両 親がで きな かっ たこ と
を 子供 に託し た感 があ りま す
が ︑そ れなり に身 につ けて 成
長 して くれた こと に満 足し て
い ます ︒この よう に習 い事 も
い いで すが︑ 教育 の原 点は ︑
親 や先 輩の﹁ 後姿 に学 ぶ﹂ で
あ って ほしい と思 うの は︑ 歳
を とっ たせい でし ょう か？ そ
こで一句・・・
﹃人生の 後ろ姿が 夢語る﹄
︵中尾のＴさん︶
■ 我が 家の教 育は ︑月 並み で
す が挨 拶をす る事 ︒家 の内 外
を 問わ ず︑﹁ 聞こ える 声で ﹂
が 約束 です︒ お陰 ？で 家で は
不 機嫌 でも︑ 外で は挨 拶す る
ら しく ︑外面 だけ は良 い子 供
達になりました︒
︵笹野台のＨさん︶
■ 我が 家の教 育論 は第 一に は
礼 儀で す︒家 の人 には もち ろ
ん ︑近 所の方 ︑知 り合 いの 方
へ の挨 拶を怠 ると 真剣 に怒 り
ま す︒ あと︑ 実践 でき てい る
か は不 安です が︑ ﹁甘 い母 ﹂
と ﹁厳 しい父 ﹂の 割り 振り で
す ︒さ すがに 怒ら れて ばか り
だ と︑ 子供も 窮屈 です ︒そ の
あ たり は︑状 況を 見て 逃げ 場
所は 作ってやっ てます︒ただ ︑
子 供は なめら れた ら言 うこ と

タカタ茶業

整体院
■最近︑二俣 川〜三ツ境 近辺
で整体をよく 見かけます ︒な
かなか入り比 べができな いの
で紙面で特集 していただ けな
いでしょうか？
︵中尾のＳさん︶
※特集は難しいので口コミ情
報でお願い致します︒

■プレゼント応募 期間 にご応募
下さい︒締切 後︑当 店からお申
し出者 さまにお知らせし︵当店
の仲介 はここまで︶︑お申し出者
さまから︑ご連 絡とお引渡 しと
なります︒ご連 絡がない場合は︑
選考漏れとご解釈ください︒
当コーナーに載せてほしい方は︑
品物の名前・状態・
サイズ・画像・
受け渡し可能 時 間等 出 来るだ
け詳しくお知らせ下 さい︒﹁くだ
さい！﹂
も募集します︒

夏茶物語

子供と
自転車旅
■旅というくらいですから︑
江ノ島あたりが良いと思いま
す︒私も子供が小学生になり
初めて自転車を買ったときは︑
江ノ島まで連れていきました︒
最初は往復できるか心配でし
たが︑嬉しそうにしっかりこ
いで無事に帰ってきました︒
コースは境川沿いの藤沢大和
自転車道なので平らでらくら
く︑引地川沿いに移るところ
を注意すれば安全だと思いま
す︒夏の時期は暑いですが︑
途中に梨狩りやぶどう狩りが
出来る園があり︑そこで食べ
た梨が︵冷やして１個売りし
てます︶今までで一番美味し
かったと息子の記憶に今も残っ
ています︒︵笹野台のＯさん︶
※同様に境川沿 いをお勧め す
るお便りが２通 ありました ︒
牧場もあり牛を 見ながらア イ
スクリームも食 べられるそ う
です︒その他︑ 鶴見川のサ イ
クリングコース や︑現地で た
くさん遊ぶなら 広めの歩道 を
通っていける﹁四季の森公園﹂
がおすすめです ︑とのお声 も
ありました︒

生ゴミ対策

あげます！

■庭の生ゴミボックスに︑ハー

●
① 鈴 虫
今年も２週間遅れて︑鈴虫
が孵化しました︒飼育して頂
ける方︑オス・メスセットに
してさし上げます︒お届けは
８月初旬になります︒
︵東希望が丘のＨさん︶

② マッ サー ジ椅 子
すごく古いですが︑肩と腰
の叩く揉むができます︒
︵笹野台のＳさん︶

「焼き鳥串dining」隣り

100ｇ1,260円の缶→８４０円
味のり缶･焼きのり缶
1,050円の品→９４５円
◎3,000円以上の品 送料無料

瀬尾肉店

みんなのこえ

TEL：３６４-８４６９
*****************
◆自家製焼き豚(100ｇ)
３割引２８０円
豚肉(又は国産牛肉)あわせて
400ｇ以上お買上げの方
焼肉のたれ１本差し上げます。

深蒸し煎茶

ュ

シ

ュ

TEL＆FAX:３６１−３７２５
*****************
◆7/18〜7/25まで

TEL:０１２０−１４５９１７
*****************
◆夏に始めよう!!
体内ＣＡＲＥエステ

茶香林 カフェバー
TEL：４４２−５９８８

ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ

◆アメリカンワッフル
焼きたての
サクサクとふわふわな食感と
多様な味の組合せが楽しめます！
日替わりランチ
などの食事メニューや
挽きたて淹れたてのコーヒー、
中国茶、
日本茶、
紅茶、
ハーブティー、
さらに生ビール、日本酒、梅酒、
ウィスキー、ワイン、カクテル、
焼酎等、おつまみ類も
種類豊富に
取り揃えて
おります！！
☆ぜひ、夜カフェ
としてのご利用も☆

シ

予防美容サロン Kilalaまで

水･木･金･土･日
（日曜日･祝日は不定休）
笹野台商店街の一番奥の
小さなお店です
*****************
◆帰省みやげに

意外に冷えてる夏の体
冷え取り健康法で代謝UP!!
体験してみませんか？
詳しくは、

◆アンティーク・古道具・
ハンドメイド雑貨

＜新店舗ご紹介＞

〒241−0816旭区笹野台4-65-12 TEL:0120-57-0843 FAX:391-7357
［２／２］ さわやかインフォメーション第148号 発行日:2010年7月18日(日)毎月第3日曜 発行部数:5400部

笹野台中央商店会より

７月４日開催の朝市は、おかげ様で盛況のうちに終了しました。
多数のご来場ありがとうございました。
尚、収益の一部は旭区社会福祉協議会に寄付させていただきます。

