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毎日新聞がネットユーザと作る
新しい媒体です。(ﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ版約24面)
＊中学生〜大学生の方や
＊待合室のあるお店等に最適
１４日 間 無料で配達しますので
お気軽にお申し込みください。
待ってます。（先着50部）

◆ローカルイベント情報
これから開かれる旭区の地域密着イベント
情報を中心に、注目イベントは、周辺市町村
の情報もフォロー。
◆おでかけスポット情報
知られざる地元の公園からメジャーレジャー
施設まで、利用者の声も取り入れながら詳し
く紹介
◆おすすめショップ情報
旭区内のみなさんおすすめのお店などを紹介
◆送料無料／厳選通販情報
当店が独自に仕入れたものや、地元で見つけ
た名品などをご紹介
◆みんなの情報掲示板
「メンバー募集」「あげます」「ください」
「おしえて」など掲載
この他、過去数年分の「さわイン」のバック
ナンバーも見られるようになっています。

)
)

)

ホームページアド レス：http://sawa-info.net/

どんどん
応募してね！
※チケット類は、基本２枚１組となります。

②「パワーアップ」

(先着順)

大学入試と朝日新聞
「入試に効く朝日新聞の
読み方はコレだ！」や
出典一覧表 A4判22頁

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)

･
10月末迄有効｡ら ら ぽーと 横浜,海老名,川崎等の
TOHOｼﾈﾏｽﾞで１名様１作品に限り有効

◆さわイン１５０号記念
ホ ーム ペ ー ジを 開 設 し まし た ！

20

70

10

ＡＳＡ三ツ境北部販売店のホームページができました！
﹃ＡＳＡ 三ツ境北部がお届けする地域 密着情報サイト﹄という タイト
ルの通り︑ 販売店や︑さわインの情報だ けにとどまらず︑地域の 皆さま
に活用して 頂ける情報の発信や交流の場 を提供するサイトに育て てゆき
たいと存じ ます︒内容は︑販売店の紹介 にはじまり︑主に左記の ような
構成になっています︒ぜひ一度ご覧になってみて下さい︒

■９月 日︵月︶敬老の日
時半〜
笹野台小学校 体育館
約２３０名の 歳以上の方
を招待して敬老の日を祝う集
いが開催されます︒笹野台小
の児童の合唱︑希望が丘中の
吹奏楽の演奏が式典に花をそ
えます︒第二部では︑笹野台
で活動している皆さんの民謡︑
踊り︑コーラス︑フォークダ
ンスなどの演芸が披露されま
す︒
笹野台地区社会福祉協議会
10

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は483通(当選数/応募数)
１位:TOHOｼﾈﾏｽﾞﾁｹｯﾄ(10/136）14倍
２位:「ﾀﾞｰｳｨﾝが来た」DVD(3/24）8倍
３位:TOKYO CITY VIEW(5/18)3.6倍
４位:三菱一号館美術館(15/46)3.1倍
５位:東京ﾀﾜｰ水族館(5/11)2倍

１５ 東京都写真美術館

10/2 〜12/5 恵比寿駅徒歩７分
ラヴス・ボディ−生と性を巡る表現

１６ 手 塚 雄 二

10/23 〜11/28 そごう美術館 平山郁夫を
師とする日本画家 一瞬と永遠のはざまで

1０組
３０組

横浜べイスターズ 10/5(火)巨人戦,6(水)･7(木）阪神戦利用可
２０組
公 式 戦 横浜スタジアムでの残り試合に｡詳細はHP(注2

１

TOHOシネマズ
ムービーチケット

２

横浜F・マリノスＶS 10/17 (日)13時ｷｯｸｵﾌ。日産スタジアム
11/20 〜11/30 ミｭｰｼﾞｶﾙ『モーツァルト』(注1
帝 国 劇場
１５組 １８
ヴィッセル神戸 Jﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第26節〕(注2
応募ハガキ ご招待席応募申込ﾊｶﾞｷ,出演:山口祐一郎他

７組

３

国 立 劇場
11/11〜11/18 公演『国性爺合戦』昼(注１
応募ハガキ ３階席応募申込ﾊｶﾞｷ 出演:坂田藤十郎他

７組

４

ロイヤルウィング号

ペア乗船券
そ ら はく

５

2010 宙

６

湯 楽 の 里

博

〜11/30迄｡みなとみらい線｢日本大通り駅」
徒歩5分。お食事券､別途お買求め要予約

１０組 １７

横浜F・マリノスＶＳ 10/31 (日)15時ｷｯｸｵﾌ。ﾆｯﾊﾟﾂ三ﾂ沢球技場
Jﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第28節〕(注2

１５組 １９ サンフレッチェ広島
５組

東京新聞の名入り。
黒･赤･青の３色が１本に。ボディ:青

３名様

２２ ３色ボールペン

ズーラシア

Ｈｅｒｏｅｓ

〜11/29迄｡ 旭区上白根町(三ツ境駅よりバス）
５０組
1枚で2名入園可の為1枚でのご提供

サンリオ
〜10/31迄｡ 多摩センター駅徒歩5分
ピューロランド ハロウィーンフェスティバル開催

１１ ＫＩＤ−Ｏ−ＫＩＤ

〜11/30迄｡みなとみらい店他｡ 室内遊び場 本券
1枚でお子様1名､保護者１名利用30分入場可

１２ ゴ ッ ホ 展

10/1〜12/20迄｡国立新美術館 （六本木駅5分）
没後120年 こうして私はゴッホになった

１３ 山 種 美 術 館

〜11/7迄｡

１４ ルーシー・リー展

１名様

１５組

平日(月〜金）1回入浴券、岩盤浴もあります

９

ド

朝日新聞出版｡Ａ4判155頁
沖縄興南春夏連覇！完全全48試合収録

２１

フィールド
〜11/30迄｡横浜町田ICより車で5分
１０組
アスレチック 横浜つくし野コースで汗を流してみませんか

キ

2010 甲子園

３０組

８

ド

３０様

〜11/30迄｡瀬谷店(瀬谷駅徒歩10分)他

〜H23.3/31迄｡東名高速-厚木ICより約40分
プレジャーフォレスト キャンプやバーベキュー、遊園地と盛り沢山

キ

A5判17頁､毎月発行の小冊子｡
たっぷり季節野菜「いも」

２０

７ さがみ湖リゾート

１０

朝日クッキング
サークル

10/29〜10/31科学技術館（竹橋･九段下歩7分。）
１０組
宇宙と天文､環境と新ｴﾈﾙｷﾞｰを楽しく知ろう

恵比寿駅徒歩10分

開館1周年記念特別展

日本画と洋画のはざまで

１０組
１０組

プレゼントは

６組
１５組

10/9〜12/1迄｡ ＭＯＡ美術館 （熱海駅下車）
１０組
ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家

（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。

終了しています

回収協力店

てんぷら油を回収しています

お仲 間募 集

が楽しくなります︒捨てる必要もなく︑
エコですね︒買い物途中に出向いていけ
るので︑大変助かっています︒まずは︑
お立ち寄りしてみて下さいね︒
︵笹野台のＴさん︶

りま した が大人 気で 落選︒ やる 気にな っ
てい た息 子は涙 涙・ ・︒ど こか に単発 で
参加可能な料理教室はないかしら・・︒
︵中尾のＯさん︶
※ご 近所 では︑ 二俣 川駅南 口か ら西友 を
通り 過ぎ た所に ﹁東 京ガス キッ チンラ ン
ド旭 ﹂が ありま す︒ 毎月︑ 親子 や子供 料
理教室が 開催されています ︒お申込みは︑
ネットかはがきで︒﹁男だけの厨房﹂コー
スも面白そう︒
︻お問い合わせ先︼
東京ガス キッチンランド旭
〒 241-0821旭区二俣川２ ＴＥＬ ３:６２ ６-５０８
又︑横浜近郊まで足を延ばせば︑
﹁Ａ ＢＣ クッキ ング スタジ オ﹂ があり ま
す︒
対象 :満４歳〜小学６年生までの男女の
お子様
参加費用 :３︐０００円 ︵材料費 税
･ ･
ユニホームレンタル料込み︶
所要時間 :約１時間 分
授業について １:レッスン
８人までの少人数制︒
完全予約制︒
︻お問い合わせ先︼
・ららぽーと横浜スタジオ
ＴＥＬ ９:２９ ０-０８１
・横浜ランドマークスタジオ
ＴＥＬ ２:２２ ５-２２０

★笹野台商店会﹁若手会﹂の食いしん坊レ
ポートです︒商店街のお店の隠れた逸品
や︑とっておきの裏情報をご紹介します︒

◎ジャスト珈琲 ︵自家焙煎コーヒー専門店︶

コー ヒーの 生豆 をオー ダー に応じ て焙 煎し てくれ
ます︒ コーヒ ーの 味にこ だわ りのあ る方 にお すすめ
します ︒ 分位 時間は かかり ます が︑試 飲や 相談に
のってくれるのでぜひ寄ってみて下さい︒実は︑オー
ナーは双子で︑もう一人の方が呉服屋さんなんです︒
店内には︑和服のハギレも置いてあります︒

◎伊 勢 屋 ︵和 菓 子 ︶

30

おしえて！
洋服の仕立て
■簡単 な婦 人服︵ ブラ ウス やスカ ート
等︶を お仕 立てし て下 さる お店は あり
ませんか？
︵Ｎ．Ｔ．さん︶

お 弁 当 メニュー

笹野台3−50−33
TEL：４４２−５５７８
ラ ン チ：11：30〜14：00（ラストオーダー）
ディナー：18：00〜21：00（ラストオーダー）
定休日：水曜日（終日）・日曜ランチ
駐車場：（2台分/要予約）インターネットで
「食べログ ガリエニ」で検索を

フリ マ情 報

フランス家庭料理とワインの店

39

美人で笑顔が素敵な奥様が
お出迎え。ランチＢセット
（1,750円)を頼みました。
ボリュームある前菜に始ま
り‥フルコースを頂くとお腹
はいっぱい。
目新しい鎌倉野菜との出会
いもありました。最後は洋ナ
シのコンフォート・ケーキ・
パイナップルリキュールシャー
ベットの3 種類のデザート。
女性心を掴んでいるシェフで
した。
事前予約を入れておいたほ
うがいいみたいですね。

原材 料から こだ わった ﹁あ んこ﹂ はお 店の 自信作
です︒ お菓子 はも ちろん のこ と︑今 回の おす すめ品
は﹁五 目おに ぎり ﹂です ︒１ ００％ もち 米な のでボ
リュー ム感が あり ます︒ どこ かなつ かし い味 がたま
りませ ん︒お 店先 には︑ いつ も季節 感を 感じ させる
草花が 活けて あり ます︒ お客 様を大 切に して いるぬ
くもり を感じ ます ︒商品 はす べて手 作り の為 ︑数量
限定です︒お早目に︒

ガリエニ

ビストロ・デュ・ヴァン

45

当販売店の目の前、以前パン屋さんのあった場所に
素敵なフランス料理のお店がオープンしました。

■フリ ーマ ーケッ トの 予定 がどこ かで
ありませんか？本を出したいのですが！
︵今宿のＩさん︶

新しいお店情報

子供料理教室

中井桂子先生ブロフィール

■息子の運動会があります︒
義父母が見に来てくれるのですが︑
お昼のお弁当メニューに悩んでいます︒
皆さ んの 定番メ ニュ ーを教 えて 頂けま す
か？
︵中沢のＫさん︶

詳しいことはＴＥＬ願います。
ＴＥＬ０４５−９５３−１２３２(加賀美)

●懐かしい風景②「希望ヶ丘駅」
昭和35年頃（金が谷のＮさん）
日 本絵 手 紙 協 会公 認 講 師 とし て長 年 活躍 。N HK学 園 ､
朝日 カ ルチャース クール､早 稲田 大学 オープンカレ ッジ等
で絵 手紙 講師 。個展 多数 回。墨絵 横浜 等著 書多 数。

14

(旧サンケイ学園)
私たちは、横浜馬車道の明るく広い教室で、
日本絵手紙協会の人気公認講師の中井桂子
先生より、楽しくご指導いただいております。
ご一緒に絵手紙を習いませんか？
講 師：中井桂子先生
教 室：神奈川県中小企業会館６Ｆ
横浜市中区北仲通り3‑33
交 通：みなとみらい線馬車道駅6番出口徒歩3分
JR根岸線関内駅より徒歩10分
受講日：第4金曜日 13:00〜15:30
年間7回〜8回（内野外スケッチ2回）
講師謝礼及び場所代のみ：１回2000円前後

■夏休 みの 企画で 子ど も料 理教室 があ

ＧＡＬＬＩＥＮＩ

Vin

du

Bistro

絵手紙 サンの 会
■

!

みんなのこえ

方法は簡単！
不要になった天ぷら油をペットボトルに
溜めておき、回収協力店に持って来てもらい
そのまま回収ボックスに入れてください。
・揚げカスが少し入っていてもかまいません
・漏れないようにしっかりフタをしてください

25

K1ショッピングセンター(中希望が丘177)

18

?!

回収した油を燃料に再生します
ディーゼル発電機
業務用ボイラー等に
CO2排出量の少ない燃料として
使用します ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

14

旭区エコオイルの会
回収ボランティア団体

10

生鮮 アルバ 三ツ境店
関 青果店 笹野台商店街

金が谷2丁目

でし ょうが︑祭 りそのものの 裏方さんは もっ
と大 変そうで頭 が下がります ︒本当にご くろ
■子供達の 夏休みも残り わずか・・ ︒あまり うさまでした︒
︵今宿町のＵさん︶
の暑さに﹁ 外で遊んでき なさーい ﹂と言え ※子供さん達も頑張りましたね︒
Ｎ ＨＫ全国学 校音楽コンク ール神奈川 県大
ないような 猛暑︒みなさ んの家では どう夏休
みを過ごして いましたか ぜひ教え てくださ 会に出場の東希望が丘小は︑
銀 賞を 受賞 ︒中 沢小 は︑ 金
い︒
︵金が谷のＳさん︶
※９月１日 の新聞記事に ありました が︑プー 賞３校に選ばれ︑今月４日︑
ルや海水浴 の他︑昼間の 猛暑を避け て新江ノ 関東甲信越大会に出場して︑
島水族館の ﹁お泊りナイ トツアー﹂ や﹁ナイ 見 事全 国大 会出 場を 決め ま
トズーラシ ア﹂など夜の イベントも 盛況だっ した︒
その模 様は ︑ 日 時 か
たそうです︒
■この暑さ で楽しめると ころ︑それ はスケー ら教育テレビで放送されます︒
全 国大会は 月 ９日︵土︶︒ こちらも 時
トリンクか も︒つまり私 は通年ファ ミリーで
から生放送です︒皆さん応援いたしましょう！
楽しめる場所だと思っています︒
︵東希望が丘のＫさん︶
■個人 的には ︑この 猛暑 が続く と間違 いな
■先日︑ラジオを聴いていて︑リスナーの
く来年 の花粉 の飛散 量が 大変な 事にな るの
方からのメールでステキな言葉を耳にしま
で︑憂鬱になります︒
︵中沢のＴさん︶
した︒
※大変！早めの対策を考えましょう︒
﹁よろこべば︑よろこび事がよろこんで︑
■不思 議なく らい暦 の上 で立秋 になる と虫
よろこび連れて︑よろこんで来る﹂
の鳴き 声が聞 こえた もの なのに ︑昨年 から
感
謝
の
心
を
忘
れ
な
い
で
日
々
過ごしていると︑
立秋に なって も聞こ える のは蝉 の鳴き 声ば
よ
ろ
こ
び
事
が
来
る
ん
で
は
・・と思います︒
かり︒ 昨夜 ８
︵中沢のＫさん︶
( 月 ) 日 に今年初 めて の虫の
鳴き声 を聞く ことが でき ました ︒昔の 暦の
通り に 自 然は 推 移 して い た ので ︑ 今 まで は
■笹野台商店街にある﹁白 井 刃 物 店
﹁なるほど﹂と納得して暮らしてきましたが︑
︵３ ６１ ７‑６３ ０・水曜定休 日 ﹂)をご 存じ
こういうも のもだんだん ちがってい ってしま です か？包丁研ぎ ５００円〜 はとても 上手
(
)
いそうですね︒ちょっとさびしく感じます︒
で︑ ﹁他店に出 した時より切 れ味が良か った
︵東希望が丘のＷさん︶ よ〜﹂と︑紹介したお友達にも喜ば れました︒
ま た︑ハサミ もネジ式のも のはメンテ ナン
スし てくれます ︒包丁も相談 したら︑業 務用
カタ ログから取 り寄せして下 さいまして ︑一
生ものの品物に出会えました︒刃物 がいいと︑
料理・裁縫・園芸・日曜大工⁝︒全ての家事

使用済
期限切れ
植物性

■東希望が 丘小と中沢小 で行われて いた︑地
域のお祭り に行ってまい りました︒ どちらも
大賑わいで ︑色々特色が あって面白 かったで
す︒屋台の 方々は色々売 り上げに大 変でした

いらなくなった天ぷら油
資源として活用しませんか！
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