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どんどん応募してね！
(先着順)

①「A E R A with

②「朝日新聞ＰＲ版」

K i d s ＰＲ版」

「しつもん！ドラえもん」の
池上彰＆齊藤孝流 新聞「超」活用術。
紹介と応募票がついた紙面
子どもの地頭がメキメキ良くなる！親御さん必読！ です。（上の文面参照）

･

・スポーツ

１

東急系映画館
21館共通鑑賞券

２

浅 草公 会堂

３

三 越 劇 場

H 23．1/2〜1/9｡新春新派公演『日本橋』
出演:
波乃久里子,高橋恵子｡２階席応募申込ﾊｶﾞｷ（注1

１５組

４

湯 楽 の 里

〜H 23．2/28迄。瀬谷店(瀬谷駅徒歩10分)他
平日(月〜金）1 回入浴券、岩盤浴もあります

１５組

５

富 士 急
ハ イランド

〜H 23．3/31迄｡河口湖インターすぐ。
入園引換券｡アトラクションは別途購入下さい

１０組

６

ズーラシア

12/1〜H 23．2/28迄｡旭区上白根町(三ツ境駅よ
りバス)１枚で２名入園可の為１枚でのご提供

３０組

７

サンリオ・
ピューロランド

〜H 23．2/28迄｡多摩センター駅徒歩5分
アトラクション券は別途お買い求めください。

１０組

８

ラーメン博物館

〜H 23．2/28迄｡新横浜駅徒歩5分｡入場
ご招待券｡飲食･駐車場代は別途｡9店舗が集合

１０組

９

横浜
コスモワールド

〜H 23．1/28迄｡みなとみらい駅徒歩2分｡
平日限定大観覧車ご招待券｡のりもの割引券付

１５組

１０
１１
１２
１３

H 23．1/4〜1/7『新春浅草歌舞伎』出演:市川
亀治郎,中村七之助｡指定席応募申込ﾊｶﾞｷ（注1

〜12/28迄。桜木町駅徒歩5分。
帆船日本丸＆
みなと博物館 横浜の港を楽しく学ぼう｡

空 と宇宙 展

〜H 23．2/6迄｡国立科学博物館(上野駅歩5分)
『飛べ!100年の夢』日本の航空･宇宙100年記念

２１世紀の
12/5〜12/24迄。ＭＯＡ美術館(熱海駅)
伝 統 工 芸 『世界の眼』東日本伝統工芸展第50回記念
再 興第 9 5 回

院

展

１４ 相田みつを美術館
１５

12月中有効｡渋谷,新宿ﾐﾗﾉ,ﾑｰﾋﾞﾙ,109ｼﾈﾏｽﾞ(ｸﾗﾝ
ﾍﾞﾘｰﾓｰﾙ,MM横浜,川崎)他。1名様1回限り有効

５組
１５組

１０組
５組
１０組

12/9〜23迄。そごう美術館(そごう横浜店6階)
３０組
現代の日本画家たちによる最新作を一堂に
11/30〜H 23．3/6迄｡有楽町駅ﾌｫｰﾗﾑ口徒歩3分。
星野富弘･相田みつを「花の詩画と書の世界」

来年のカレンダー入荷しました
※チケット類は、基本２枚１組
となります。

・グッズ
１６

１０組

ジャパンエックス 12/20 (月）東京ドーム17時:券引換19時:ｷｯｸｵﾌ
２５組
ボウル2010 アメリカンフットボール日本社会人選手権（注2

◆

12

あっという間に寒さが増し︑年末の便りが聞こえてくる季節と
なりました︒当店の人気サービス﹁お気に入り写真カレンダー﹂の
お申込みも始まります︒詳しくは左の囲みをご覧ください︒

頂きます

朝日新 聞に 連載中 の﹁ しつも ん！ ドラえ もん ﹂の ﹁しつ もん ﹂と
﹁こたえ﹂を 作って応募してみませんか？疑問に 感じたことや︑不思
議に思ったこ とを調べて︑オリジナルの﹁しつも ん﹂と﹁こたえ﹂を
考えてみましょう︒あなたの作品が朝日新聞に載るかもしれませんよ︒

12 11

縦長・横長は、写真
により決定させて

応募の しかた

22 22

願いいたします︒
Ａ ︹写 真の 裏︺と ︹封 筒︺ の両方
に 必要 事項 左( 記 を) 必 ず記 入し
て︑封筒に入れての郵送︒
Ｂ メールでのお申し込み
デジカメ等で 撮られた写 真 フ(ァ
イル を) ︑さわイン 宛Ｅメールア
ドレスへ添付し送信し て下さい︒
写真 やプ リント アウ トし たもの
より 綺麗 に仕上 がる こと がござ
います︒
画 像はなるべく大きめ
で︑プレゼントの応募メー
ルとは別にお願いします︒
右記２パターンの申し込
方法︑いずれも必要事項

住所・氏名・照会番号

12 13

12

希 望 サ イ ズ ＆ 枚数

12 12

を忘れずにご記入下さい！
後( 日︑ 作 成 した カ レン
ダー と一緒に写真をお返
しす る際に必要です︒記
入さ れていませんと︑お
客様 のお手元にお届けす
ることが出来ません︒ )
◆ 月中にお届け出来るよ
うにし たく存じます︒右記
事 項を お守 りの上 ︑ご 協力 をよろ
しくお願い致します︒

お知らせ

月休刊日 : 月 日 月(
次 号発 行日 : 月 日 日(
(月のみ第２日曜の発行
12

Ａ３版（ 303×426㎜ ）/有 料の場 合300円
Ｂ４版 (260× 370㎜）/ 有料 の場合 250円
Ａ４版（ 210×297㎜ ）/有 料の場 合200円

◆応募資格：全国の小学生︑中学生︒
学校・クラブ・各種団体単位での応募もできます︒
◆募集期間：第１回平成 年 月４日〜 月６日
第２回平成 年 月７日〜平成 年２月 日
◆応募望法： ①インターネットで専用サイトから 応募してください︒
②郵送で︒朝日新聞ＰＲ版の３頁目の﹁応募票﹂に
必要事項をもれなくご記入の上︑ 事務局までお送りく
ださい︒︵ＰＲ版を当店にご請求ください︶
◆紙面掲載について：第１回締切分については︑来年２月後半︑
第２回締切分は５月中に掲載予定です︒
・紙面採用された方には︑記念品として５千円分の図書カードと
﹁しつもん！ドラえもん﹂グッズを進呈します︒

ご希望の皆様へ
一番お気に入りの写真で
平成 年１月〜６月カレンダー
を 一世 帯につ き１ 枚無 料で作 成し
ま す︒︵ 複数 枚ご希 望で も
無 料分と 合わ せて一 世帯 ３
枚迄とさせて頂きます︒︶
２枚目 ・３ 枚目と なる 分
は ︑サイ ズに より下 記の 費
用 を頂き ます のでご 了承 下
さい︒
( 月 の購 読 料と 一緒 に 請
求させて頂きます )
サイズ は３ 種類か らご 指
定 下さい ︒︵ 指定の ない 場
合 は︑Ｂ ４版 とさせ てい た
だきます︒︶
当店へ の持 ち込み ︑配 達
担 当者へ の手 渡しで も構 い
ま せんが ︑そ の場合 も必 ず
封 筒に 入れて 下さ い︒ 紛失等 ︑事
故防 止のため︑ 出来るだけ郵 送 ま(
たは メール に) して頂き ます様︑お

◆来月は年末業務の関係上︑
さわインの発 行 日 が早 ま り
ます︒ご注意ください︒

23

受付期間：〜1 1 月３０日まで

12

2011

12

◆ みんなでつくろう﹁しつもん！ドラえもん﹂

さわインちゃん

朝日かんたん
家計簿２０１１

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は523通(当選数/応募数)
１位:ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞﾍﾟｱ(1/104）104倍
２位:TOHOｼﾈﾏｽﾞﾁｹｯﾄ(10/143）14倍
３位:八景島ｼｰﾊﾟﾗ親子ｾｯﾄ(5/33)7倍
４位:ﾏﾘﾉｽ VS 浦和ﾚｯｽﾞ(7/16)2.3倍
５位:ﾏﾘﾉｽ VS FC東京(7/13)1.9倍
６位:東京ドイツ村(10/18)1.8倍
７位:油壺ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ(10/17)1.7倍

Ｂ5 判3 2 頁。１ヶ月見開き１枚の簡易版
環境家計簿付き

A 5 判17頁。毎月発行の小冊子｡ 12月号
１７ 朝日クッキング
サークル たっぷり季節野菜「レンコン ハクサイ」

５０名
３０名

１８

スポニチ
毎日新聞取扱開始記念｡スポーツニッポン
（１週 間 分） 新聞を12月初旬から1週間お届けします

３０名

１９

サザエさん
サイズ：5 2 ×3 6 ㎝ 来年もサザエさん家族
カレンダー と1年を。表紙＋６枚組（２ヶ月１枚）

５０名

２０

滝平二郎きりえ
カレンダー

サイズ：6 2 ×4 5 ㎝ おなじみの切り絵
カレンダー｡ 不織布製１枚もの
サイズ：29.7×41.5㎝

書き込みが出来る

２１ ＡＳＡカレンダー シンプルカレンダー｡１ヶ月１枚

１００名
５０名

（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。

プレゼントは
終了しています

［２／２］ さわやかインフォメーション第152号 発行日:2010年11月21日(日)毎月第3日曜 発行部数:5500部 〒241−0816旭区笹野台4-65-12 TEL:0120-57-0843 FAX:391-7357

縮しましたが︑その優しさに
ました︒ 最近はなかなか触れ
温かい気持ちにもなりました︒ ることの ない﹁一等賞﹂を地
︵笹野台のＫさん︶ 区の方々 と喜べて︑とても充
実した運動会でした︒
︵今宿町のＵさん︶
つ つごう

■前回当選した︑浜 スタのチ
ケットで︑筒香選手 のベイス
ターズデビュー戦が 見られま
した ︒来期は期待で きそう
でした！︵移転は嫌だ ︶
︵東希望が丘のＡさん︶

南希望が丘で出没 情報が流れ
ました︒週明け後 はピタッと
情報が来なくなりましたので︑
他の区に移動したのかな〜？

31

19

25

古着等買取りのリサイクショッ
プです︒古い服でもキロあたり
円〜５百円で買取りしてくれ
ます︒他店情報のご提供もお待
ちしています︒
又︑﹁旭区役所内にあるリサ
イクル掲示板 ﹂について当
店ＨＰでご紹介しています︒

紅 葉 スポット
■やっぱり大池公園 で しょう
か︒子ども達は落ち葉を集めて
プールのように泳ぐ真似をした
りしています︒どんぐりや松ぼっ

◎ パンタン
店内 には 自家 製の ケー キ︑
お菓子 が並 んで いま す︒ 注目
は﹁三 ツ境 の音 楽会 ﹂︒ スポ
ンジ仕 立て のお 菓子 の中 に︑
あずき ︑レ ーズ ン︑ 黒豆 がそ
れぞれ 入っ てい ます ︒３ 種と

今 宿 コミュニティガー デ ン

探してます！

今 宿２ - ニ( ュー タウ ン第 ６バ
●ネコの飼い主 ︑または可愛
ス停 下車コンビニポプラ近 く に)あ
が
ってくれる方を探してます
る市有 地︵約 １８０坪 ︶を 借り受
今年９月 日︑横浜市 旭区笹野台
け︑三 世代交 流を深め なが ら整備
を進めています︒
４丁目〜東希望が丘２２ １番地付近
で保護しました︒
★秋の収穫祭
アメリカンショートヘ アが混じっ
今コミで収穫した
たシルバーグレーの雑種 で︑人懐っ
里芋 さ･つまいもで
こい甘えん坊のオス成猫です︒手術・
秋の収穫祭 入( 園無料︶
検
査済︒
月 日 火・祝日
飼い主が見つかりませ ん︒新しい
(
)
時〜 時 ︵雨天中止︶
飼い主さん助けてあげて 下さい︒な
■いも煮会 マイ箸・おわんを持参で
お︑部屋飼いを希望しま す︒お心当
(
)
■焼きいも大会 各１００円
たりの方︑もしくは︑飼 い主になっ
■子ども体験学習
ていただける方は︑
さつまいも堀り・さと芋掘り
電話 ３６２ １-０３０︵鈴野︶まで︑
軍手持 参︒掘 った芋は お土 産に持
直接お電話ください︒
ち帰ってね︵数量に限りあり︶
■エコグッズ販売
エコバ ッグ︑ 箸袋︑か おり 袋︑掘
り出し物あり
■花の苗販売︵パンシー他︶
※ 不要に なった 天ぷら油 を持 って来
ヨロシクネ
て下さい︒
※ホームページでカラー 画像も見ら
今宿コミュニティガーデン友の会
http://imacom.org/
れます︒

も ︑ま るで 音符 のよ うな ので
こ の名 前が 付い たそ うで す︒
地 元の 地名 が入 って いる お菓
子 は珍 しい ので ︑お みや げに
重 宝し そう です ね︒ 年末 年始
も 開店 して いま す︒ 是非 立ち
寄ってみて下さい︒

今月はケーキ屋﹁パンタン﹂を紹介します︒

食いしん坊レポート③

★笹野台商店会﹁若手会﹂の

笹野台商店街からのお知らせ

くりもいっぱいで我が家は毎年
それでクリスマスリースを作っ
てます︒
︵中尾のＳさん︶他１通
■四季の森公園
︵緑区寺山町２９１︶
﹁紅葉の森﹂やじゃぶじゃぶ
池の周りでは 月下旬から 月
上旬が見頃︒鶴ヶ峰駅から中山
駅行きバス﹁長坂﹂下車で公園
南口から入園出来ます︒
その他当店ＨＰ﹁お出かけス
ポット情報﹂でも
ご紹介しています︒

■二俣川運転試験場が改修さ
れていますが︑最終的には︑
■猛暑が 終わったと思ったら
いきなり寒いくらいになって︑ どのように落ち着くのでしょ
うか？
︵中沢のＳさん︶
今年は気 候の変動が激しいで
※工事は平成 年 から始まっ
すね︒動 物も山から里︵街︶
ており︑技能試験 コースの改
に出てき て殺処分・・︒そう
修は終わっている ようで︑が
いえば旭 区内でも猿が目撃さ
んセンターの新築移転工事は︑
れたとか ︒一時旭警察署のＨ
来年７月から始まります︒
Ｐにも注意が出ていましたが︑
現在の試験場敷 地のもっと
も二俣川駅に近い 東側の部分
どうなったんでしょうか？
Ｙ(字交差点側 に)移転します︒
︵中沢のＮさん︶
センターの仮オープ ンは 年
※携帯で読める﹁あさひ安全・
７月末︒その後︑ 駐車場は試
安心かわら 版﹂でも 月５日
験場など他施設と 共有にして
に若葉台 小学校︑６日には川
元のがんセンター の場所に移
井本町︑ ７日は市沢町と本村
します︒ 年２月 末までに︑
町︵試験場通
駐車場を含め全工 事を終える
り二俣川駅北
予定のようです︒
側︶︑８日は
当 店 ＨＰ ﹁ 徒 然な る
中希望が丘や
ままに﹂にも記事あり︒

■希望が丘商店街にあるＮＰＯ
法人﹃ＷＥ ショップ・旭﹄
に寄付してみては？電気製品・
書籍以外のもの︵衣類・雑貨・
着物など︶１つからでもＯＫで
す︒売り上げは︑主に東南アジ
アの子供や女性の教育関係支援
に使われています︒
︵笹野台のＹさん︶
※さわインバックナンバー１３
２号に関連記事があります︶
■﹃ ドンドンダウン ﹄
瀬谷阿久和店 阿
:久和南４ １- ５電話 ０:４５ ３-６１ ４-３８６

スッキリ片づけ

お店は鴨 居にありま
す︒食パン・菓子パン・調理パ
ン・スイーツ等沢山積んで︑数
台でこちらの地域を回っている
そうです︒皆おいしいけれど︑
私はシーチキンとアップル︵各
２００円︶がお気に入り︒テー
マ音楽♪が合図です︒

︵ＥＳＳＥＮ︶

店の前に パンの移動
販売車が来ます︒
■エッセン

■先日︑地区の運動会で久々
の一等賞を 取りました︒と
いっても綱引きですが・・︒
それまで︑ 我が地区はダン
トツの最下 位︒そして︑出
番がきまし た︒はじめは結
構﹁ダメモード﹂で したが︑
一勝してからは︑欲 が出てき
て︑あれよあれよで 決勝戦︒
３回勝負の初戦に敗 れました
が︑そこからは全員 の息が不
思議とまとまり︑見 事勝利し

!!
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あげます！ く
･ ださい！
コーナーをご活用ください︒
今月のお申し出はあり ませんでし
たが︑インターネットで も随時受付
いたします︒左記の応募 方法をご参
照ください︒

25

ご応募掲載期間は１カ 月です︒当
資源として活用しませんか
店からお申し出者さまに お知らせし
回収した油を再生し︑ＣＯ２
︵当店の仲介はここまで ︶お申し出
排出量の少ない燃料として使
者さまから︑ご連絡とお 引渡しとな
用します
ります︒ご連絡がない場 合は︑選考
■不要になった天ぷら油をペッ
漏れとご解釈ください︒
トボトルに溜めておき︑回収協
掲載希望の方は︑品物 の名前・状
力店に持って来てもらいそのま
態・サイズ・画像・ご連 絡可能な方
ま回収ボックスに入れて下さい
法
︵電話番号・メール等 ︶受け渡し
・揚げカスが少し入っていても
可
能時間等出来るだけ詳 しくお知ら
かまいません
せ
下さい︒
・漏れないように
掲載ご希望の方は︑当店ホームペー
しっかりフタを
ジ﹁さわやかマイタウン ﹂内﹁みん
してください
なの情報掲示板﹂で随時 受付致しま
︻回収協力店︼
す︒﹁ネット掲載希望﹂ とお申し出
生鮮 アルバ 三ツ境店
下さい︒連絡先のメール アドレス又
︵金が谷２丁目︶
はお電話番号を掲載して も良いとい
Ｋ１ショッピングセンター
中( 希望が丘１７７ ) う方は︑お客様直接のお 取引となり
ますことをご了承下さい︒
回収ボランティア団体
掲載期間は︑インター ネットも１
旭区エコオイルの会︵村松︶
カ月間とさせていただきます︒
０９０ １-９９２ ２-５３６

いらなくなった天ぷら油

１５０号の﹁てんぷら油の
回収﹂記事内で︑回収協力店
として掲載しました﹁関青果
店﹂は︑都合により現在︑回
収を行っておりません︒回収
は左記の２店になりますので
再度ご案内いたします︒

訂正と再掲載

11 23

特集 :
我が家のペット自慢

!!
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■来年の就 職活動のため最近
読み始めました︒テレビと違っ
て新聞でニ ュースを読んだほ
うが内容が 理解できるし︑頭
に残ること に気づきました︒
これからも 続けてゆきたいと
思います︒
︵東希望が丘のＯさん︶

18
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■以前︑小学生の娘が︑落
し物を笹野台交番に届けた
ことがあります︒大人から
見れば︑持ち主が決して問
い合わせないようなつまら
ないものだったのですが︑
交番の方は︑子どもにも丁
寧に応対してくれ︑その後の
確認で自宅に電話をいただい
た時も﹁お子さんをほめてあ
げてください︒﹂と言ってく
ださいました︒おまわりさん
の仕事を増やしてしまって恐

教えてあげる
パン工房

みんなのこえ

霧が丘団地の商店街︵グリーン
タウン︶の一角にあります︒天
然酵母︑国産小麦など素材にこ
だわり︑お値段はお高いですが︑
どれもおいしい です︒ぜひ訪
ねてみて下さい︒店構えもとて
もおしゃれですよぉ︒
︵東希望が丘のＨさん︶他
住所 霧:が丘３ ‑ ２‑ ２‑０３
電話 ０:４５ ９‑２１ ０‑５０６
時〜 時／土日祝日定休
※神奈中バスで︑三ツ境駅北口
か ら 十 日 市場 駅 行 バ ス に 乗り
﹁郵便局前﹂下車︒︵本数が少
ないので時刻ご注意ください︶
※﹁おいしいパン﹂追加情報
毎週水・土曜の 時過ぎ︑当
11

10

地域 の中 で︑ワ ンち ゃん ・猫
ちゃん をよ く見か けま すが ︑残
念ながら︑お写真を頂けたの は︑
１軒でした︒

◆ 紙 面の中 で
マークの
ついた記事は︑﹁さわやかマ
イタウン﹂内で︑更 に詳 しく
確認ができます︒
◆今月の更新情報◆

◆照会番号がお分かりの方は、
ホームページから
プレゼント応募が出来ます！

・ ／５ 日( 旭)区民文化祭 ジ(ャズ )
・インドネパール料理店﹁ミトチャ﹂
前号で﹁障 害者の人達の働
・イタリアンレストラン ﹁ピッコ きの場としてパン工房を︑霧が
ロマディア﹂
丘の団地付近に開設したそうで
・﹁紅葉見るなら﹂など色々︒
すが︑どこか教えて︒﹂という
﹁ メ ン バー 募 集 ﹂ ﹁あ げ ま す ﹂ 質問にお返事がありました︒
﹁ く だ さい ﹂ ﹁ お しえ て ﹂ も ︑
■カフェベーカリー
﹁お便り募集／メール返 信﹂で受
﹁ぷかぷか﹂
付中です！

http://sawa-info.net/
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ご主人
まだかニャ〜
■愛猫ハッピー
(アメショーのハーフ・
雌10 歳)は水を手です
くって飲みます。又、
家人の帰宅時は、足音
で分かるのか？欠かさ
ず玄関で迎えてくれま
す。
（東希望が丘のＳさん）
12

ホームページも見てネ！

