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第１５４号
２０１１年１月１６日

さわインちゃん

さん必読！(152号でご提供と同品です)

③「ドラえもん
スクラップブック」

①「平成二十三年高島暦」
東京 神正館蔵版

②「A E RA

with

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)

B6判32頁

K i d s ＰＲ版」

池上彰＆齊藤孝流 新聞「超」活用術。
子どもの地頭がメキメキ良くなる！親御

･

・スポーツ

１

TOHOシネマズ
ムービーチケット

4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作品に限り有効の券

２

新橋演舞場
応募ハガキ

3/4〜3/14『三月大歌舞伎』出演:尾上菊之助

３

八景島シーパラダイス 〜3/31迄｡ 八景島駅徒歩｡アクアリゾーツ(水族
親子セット 館３施設)パス｡大人､子供１枚ずつのセットで。

５組

４

江の島遊覧セット

〜3/31迄｡片瀬江ノ島駅徒歩20分 平日のみ
江ノ島エスカー,ｻﾑｴﾙ･ ｺｯｷﾝｸﾞ 苑,展望灯台利用券

１０組

市川染五郎他｡3階席応募申込ハガキ（注1

１０組
１５組

箱根 ガ ラス の 森 〜3/31迄｡仙石原(箱根湯本駅バス25分)

１５組

６

箱 根
ひめしゃらの湯

〜3/31迄｡箱根湯本駅より無料送迎バス有り
土日祭日を除く平日券｡ﾍﾞｺﾞﾆｱ園割引券付き

３０組

７

ボウリング
お楽しみ券

〜3/31迄｡厚木･桜ヶ丘･藤沢他(貸し靴代別)
1人2ｹﾞｰﾑ以上で1ｹﾞｰﾑ無料券 1枚で2名様有効

１５組

８

リスーピア

〜3/31迄｡国際展示場駅歩2分ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｾﾝﾀｰ内
見てさわって「理数の不思議」発見してみよう

１０組

９

三

〜3/31迄｡中区本牧(横浜駅ﾊﾞｽ35分下車歩5分)
１０組
65歳以上無料(市内在住/要証明)2/11〜観梅会

溪

園

１０ 佐 藤 美 術 館

〜2/27迄｡千駄ヶ谷駅徒歩5分｡20周年記念展
日本画･春の粧い〜小倉遊亀,上村松篁,東山魁夷他

１０組

平山郁夫と
文化財保護

〜3/6迄｡東京国立博物館平成館(上野駅歩10分)
『仏教伝来の道』門外不出の「大唐西域壁画」

１０組

１１

〜3/21迄。有楽町駅歩5分｡ 『琳派芸術』

１２ 出 光 美 術 館
−光悦・宗達から江戸琳派−2/11〜第２部
１３
１４

サントリー
美 術 館

〜3/6迄。六本木駅直結｡
『マイセン磁器の300年』−壮大なる創造と進化

ジャパンラグビー
1/30（日）14時キックオフ｡ファイナル戦（注2
トップリーグ
プレーオフトーナメント 秩父宮ラグビー場(外苑前駅歩5分)至急お届け

・グッズ

１０組
２０組
５組

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は762通(当選数/応募数)
１位:ﾊﾟﾝﾀﾝのｸﾘｽﾏｽｹｰｷ(6/123）21倍
２位:TOHOｼﾈﾏｽﾞﾁｹｯﾄ(10/128）13倍
３位:ﾓﾈとｼﾞｳﾞｴﾙﾆｰの画家達(10/44)4.4倍
４位:増田屋の年越しそば(3/13)4.3倍
５位:横浜マリンタワー(15/56)3.7倍
６位:お菓子入りｸﾘｽﾏｽﾌﾞｰﾂ(12/37)3.1倍
７位:NIKKEI能率手帳(10/26)2.6倍

１５

新聞で鍛える
朝日新書｡新聞を読んで合格「中学入試」
国 語 力 入試問題を徹底分析｡「参考問題」付245頁

１０名

１６

日本経済新聞社編｡ビジネスには欠かせない
ビジネス
まるごと情報源 様々な情報を網羅データブック｡Ｂ６版271頁

２０名

A 5 判17頁。毎月発行の小冊子｡ 2月号
３０名
１７ 朝日クッキング
たっぷり季節野菜「ホウレンソウ
ニンジン」
サークル
発売元:タニタ。ｻｲｽﾞ:27×62. 5×81㎜｡手首式

１８ デジタル血圧計
ワンプッシュで簡単測定｡結果を７回分記録可

１名

１９ ドラえもんタオル ｻｲｽﾞ:約80×35cm｡白地に大きなドラえもん!

８名

２０

５

ゆらりと心を遊ばせて､ 遥かな時代のヴェネチアへ

※チケット類は、基本２枚１組
となります。

◆ 本年もよろしくお願い申し上げます

(先着順)
プレゼント応募と一緒にお書き下さい。

あわただし く過ぎた年末 年始︒ようやく 普段の落ち着 きを取
り戻した感がありますが︑皆様はいかがお過ごしでしょうか？
昨年は この地元な らではの情 報が集まる 場としてホ ームペー ジをスタ ー
トさせま した︒ご近 所の口コミ で得た情報 や知識を地 域の方の 為に﹃地 知
地消﹄ 無( 理な造語？ 出) 来るよ うに目指したいと思いま す︒皆様の情報のご 提
供も頂けたら幸いです︒
今年もなお一層の精進をし︑楽しい一年にいたしたいと存じます︒

どんどん応募してね！

年初にふと思ったこと⁝

子供が おもちゃ売り 場で駄々を こねている姿 を目にした ことがあり ます
か？私も ン十年前はそ ういう光景 の張本人でし た︒母親曰 く︑座り込 む場
所は︑お もちゃ売り場 ではなく本 屋が多かった そうです︒ 表紙にスー パー
カーや飛 行機︑恐竜︑ ウルトラマ ンなどを目に したら︑一 旦黙って見 つめ
ること数分︒特に付録のついた本には︑目を輝かせて﹁買って！買って！﹂
と大声で の迷惑攻撃︒ そして親と 子の格闘開始 のゴングが 鳴り響く？ ので
す︒当時 は裕福とはい えない家で したので金銭 的な面もあ りましたが ︑母
は﹃甘や かしてはいけ ない﹄とい う教育で我慢 をさせよう と必死︒私 は本
能に従い 本を買って貰 う事に一点 集中︒何度格 闘したかは 記憶に定か では
ありま せんが︑ 泣きわめ いて得 た数少な い戦利 品 本( は) ︑大事 に大事に 何
回も読み返していたなという記憶があります︒
最近は 行儀の良い子 が多くなっ たとなあと感 じます︒先 日︑二俣川 のド
ン・キホー テに行った 時﹁これ欲し いけどなぁ︒ でも我慢し なきゃ ･･･
﹂と
自問自答 を父親の横で 聞こえるよ うに言って︑ おねだりを 控える小学 低学
年くらい の男の子を見 ました︒ま た︑レジ前で 別の男の子 と微妙な間 合い
で同時に 並んでしまい ︑先を譲っ たら﹁ありが とうござい ます﹂と丁 寧に
深々とお 辞儀をするの です︒私の 昔ながらの自 由奔放な子 供のイメー ジと
比べて︑ そのギャップ にちょっと した違和感を 感じました ︒良くいう と純
粋な自己 主張・悪くい うと我儘を している子供 を見かけな くなった気 がし
ます︒時代が変われば子供も変わるのでしょうね︒
私が大 人になり︑話 の流れで 本屋の乱 の 話題になっ た時︑母が ﹁あ
の時本が 欲しいと言う なら︑全部 買ってやれば 良かったと 思うよ︒﹂ とつ
ぶやきま した︒﹁何で ？﹂と聞き 返すと︑﹁本 なんだから 勉強になっ ただ
ろうに︒ 我慢は違う事 でも教える ことが出来る しね︒本は 我慢させる もの
じゃなく ︑好きに与え とけばよか ったわ︒﹂と 言った事を たまに思い 出し
ます︒小 さい頃から本 に囲まれた 人生を送って いたらどう なっていた かは
分りませ ん︒中・高校 の頃には当 時ほどの本へ の情熱は薄 れていまし た︒
だからと言って親を恨む気持ちも全くありません︒
人間は 何に興 味を抱く のかは 様々です ︒年齢 が変われ
ば趣向 も変化 します︒ しかし ︑可能性 という 点で考え
ると︑ 小さい 頃の興味 は︑継 続させよ うとす る親の発
想と環 境が︑ 先頃話題 になり ましたク ニマス を発見し
たさか なクン やノーベ ル賞受 賞者とま ではい かなくと
も︑才能として開花させる要因になったのではないかとも思うのです︒
我慢を覚えさせる事も大事なこと︒また︑興味を伸ばす事も必要なこと︒
ますます 複雑な環境に なっていく 社会での教育 の難しさも あります︒ 学校
の前にま ず家庭内での 生活︒私に 子はいません が︑昨今の 社会事象を 眺め
てみて︑ 一人間として の個性が確 立出来ていな い頃の子供 の将来は︑ 家族
での判断が大きく影響されるんだなあと感じます︒
今年の 抱負は何にし ようかと考 えた時︑漠然 とはしてい ますが︑微 力な
がらも将 来の社会にと って︑いろ んな可能性を 見つけ大切 に育ててい きた
いと 思い ま した ︒全 国の 伊達 直人
２月休刊日 ２
:月 日 月
( )
さん もそ んな 近い 思 いを 抱い てい
お 知 ら せ 次号 発行 日 ２
: 月 日 日( )
るような気がします︒
毎
( 月 第 ３ 日 曜 の発 行 )
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落第 忍者
Ｂ６判ノートとB5サイズシール各1のセットで。
２５名
乱太郎グッズ 忍たまファンのコレクションに

（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

◆トップ画像は初詣で賑わう
「春ノ木神明社」
「ローカルイベント情報」
◆照会番号がお分かりの方は、ホームページから ◆2/6映画音楽とスノーマン
プレゼントのご応募が出来ます！
レドレーが楽しめるバレン
タイン・コンサート

http://sawa-info.net/

棄された と思われる︑ 建築用
の鉄骨の 端切れが５本 ほど出
てきまし た︒また︑別 の雑木
林にもテ レビなどが不 法投棄
さ れて おり︑ こ
う いっ た部分 か
ら 地域 が荒れ て
ゆ かな いよう に
し たい と感じ ま
した︒住 民の方が投棄 されて
はいない と思いますが ︑我々
の住宅地 ですので︑守 って行
ければと思いました︒
︵今宿町のＵさん︶

の状況です︒
元旦 といえば︑朝 日新聞の
３Ｄ特 集はいかがで したか？
３Ｄメ ガネをかける と︑文字
や富士 山が立体的に 見えて︑
お正月 気分が盛り上 がりまし
た ( ３
) 月まで
毎 週日 曜日 に特
集 頁が あり ます
の で︑ メガ ネは
大 事に 保管 して
おいて下さいね︒

太 極 拳

「太極拳・長江の会」は地域の「健康
づくり」と何でも気楽に語り合い相談
できる、素晴らしい「仲間づくり」を
目指し、日々努力をしています。

あげます！

会員募集中！

会 場：今宿地区センター 又は 今宿地域ケアプラザ
グループ名：太極拳・長江の会
受講日：原則・毎週水曜日 午前(4回/月）
入会金：1,000円
月 謝：2,000円
問合せ先：田中弘子 ０４５−３６１−８１３２

︵今宿町のＹさん︶

ご応 募掲 載期 間は １カ 月で す︒ 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︒
掲載 希望 の方 は︑ 品物 の名 前・ 状態 ・サ イ
ズ・画像・ご連絡可能な方法︵電話番号・メー
ル 等︶ 受け 渡し 可能 時間 等出 来る だけ 詳し く
お知らせ下さい︒
掲載 ご希 望の 方は ︑当 店ホ ーム ペー ジ﹁ さ
わやかマイタウン﹂内﹁みんなの情報掲示板﹂
で 随時 受付 致し ます ︒﹁ ネッ ト掲 載希 望﹂ と
お 申し 出下 さい ︒連 絡先 のメ ール アド レス 又
は お電 話番 号を 掲載 して も良 いと いう 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︒
掲載 期間 は︑ イン ター ネッ トも １カ 月間 と
させていただきます︒

譲って下さい︒

ピ ア ニ カ

ください！

犬用 のス ナッ ク類 ︵煮 干し ・さ さみ ・チ ー
ズ味など ︶︑シニア犬用のウエット フード
︵ ペデ グリ ー・デ ビフ ︶︑ ㎏前 後の 大型 犬
用 の冬 用ベ スト ︵一 週間 ほど 着用 した 洗濯 済
み 品・ 赤系 のチェ ック ︶︑ ㎏前 後の 大型 犬
用 の介 護用 おむ つ︵ おし っこ のみ カバ ーし ま
す ︶５ 枚入 り ×
３袋 など ︑引 き取 りに 来て く
ださる方に差し上げます︒
︵笹野台のＫさん︶

ド ッグ フード ・大 型犬用 グッ ズ

初めての方 歓迎します！

30

てもお得 な気分でした ︒美術
館の外に は日本庭園が あり︑
もみじが 赤々と紅葉し ていて
とても美しかったです︒チケッ
トを頂か なかったらこ の美術
館には行 かなかったか も知れ
ません︒ 素晴らしい美 術館と
紅葉を一度に見ることが出来
て楽しい一日でし た︒有難
うございました︒
︵今宿のＦさん︶
※楽しんで頂けて 大変嬉し
いです︒１月末か ら３月ま
で展示される尾形 光琳の国
宝﹁紅白梅図屏風 ﹂も有名
です︒ＭＯＡ美術 館は︑少
し遠いですが︑こ れからの
季節︑温泉や観梅 のついで
に訪れても宜しい かと思い
ます︒

■使用 後の天ぷら油 を横浜マ
リンタ ワーでも回収 していま
す！︵横濱油田︶
︵中尾のＹさん︶
※マリ ンタワーでは 昨年４月
から︑ 使用済みの家 庭の食用
油を回収す るプロジェクト
﹃横濱油田﹄を開始しました︒
回収し た油はＶＤＦ ︵バイオ
ディー ゼル燃料︶や 石鹸︑肥
料︑キ ャンドルなど のエコ資
源とし てリサイクル されるそ
うです ︒詳しくは︑ マリンタ
ワーのＨＰをご覧ください︒

食いしん坊レポート⑤

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︒

さ和

◎カレーの店﹁こびの﹂

カレーの店﹁こびの﹂は︑お昼３時間
だけ営業しているお店です︒野菜ベース
で３日間煮込んだカレーの味は︑毎日食
べても飽きがきません︒お店で売れ筋は
牛スジ カレ ー︒ス パイ シーな 味が ひき たちま す︒ サ
フラン ライ スの大 盛り は無料 ︒ラ ンチ セット のス ー
プもおかわりＯＫです︒食いしん坊にはうれしいサー
ビスですね︒

笹野台商店街では︑３月に﹁朝市﹂を予定し
ています︒じゃんけん大会︑おしるこサービ
スも同時に行ないます︒お楽しみに！

だれにでもできる

■

?!

★笹野台商店会﹁若手会﹂の
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﹁貴 さ和 ﹂は手 打ち そばの 店で す︒ 細切り なの で
のどご しが 良いの が特 徴です ︒お すす めのメ ニュ ー
は﹁三 味そ ば﹂︒ 海老 天︑な めこ おろ し︑と ろろ の
三種類 の味 が楽し めま す︒ま た定 食︑ 小丼の 種類 も
豊富で す︒ おそば の後 には甘 味も どう ぞ︒と くに ︑
ソフト白玉がおすすめです︒是非試してみて下さい︒

◎貴

浜にあ ります永谷天満 宮︵港
南区上 永谷５ １- ５- ／上永谷
■初め て﹁さわやかマ イタウ 駅徒歩 ５分︶も︑道真 公を祭
ン﹂を 訪れて驚きまし た︒画 神とし ︑道真公が自分 の姿を
面がス ッキリしていて ︑非常 鏡に映 して自ら刻んだ ﹁三つ
に見や すいです︒内容 を多く しかな い木像のうちの 一体﹂
をもつ 神社として︑知 られて
しようとして︑余白のないホー
いるそうです︒
ムペー ジが多いのにま いって
ました ︒この画面構成 がいい
■この 時期︵昨年 月︶は︑
と思います︒
︵今宿のＴさん︶ クリス マスの電飾が街 路樹を
飾って おりますが︑過 去には
※お褒めにあずかり光栄です︒
紙面作 りとは別のスタ ッフが 不景気 のせいもあって 下火に
担当し ておりますので ︑さわ なって いた時期もあっ たよう
インと は又違った観点 や内容 に記憶 しています︒景 気に連
でお楽 しみ頂けるので はない 動する ものって結構多 いよう
に思いますね︒
かと思います︒
そこで一句 ･･･
﹃好景気 新聞チラシ 電飾に﹄
︵中尾のＴさん︶
※クリ スマスイルミネ ーショ
ンは︑ 朝刊の配達時ス タッフ
には︑ありがたい灯りです︒
朝日 新聞の元旦チラ シは︑
景気の 良かった頃は︑ 今年の
１．５倍近くありましたので︑
好景気 というにはまだ まだ ･･
■高校 受験を目前にし ても全
然勉強 しない息子・・ ・︒せ
めて神 頼みにと初詣は 学業の
神様に お参りしようか なと考
えています︒
︵金が谷のＨさん︶
※学業 の神様といえば ︑湯島
天神を 思い浮かべます が︑横
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■毎号楽 しみにしてい ます︒
近所の習 い事︵ピアノ ・習字
ｅｔｃ︶ の情報がある と︑便
利なのではと思います︒
︵今宿町のＴさん︶
※皆様か らのお便りが 頼りで
す︒お申 し出下されば ︑紙面
でもホー ムページ上で も随時
ご紹介い たしますので ︑遠慮
なくお申し出下さい︒
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■先日︑ 町内会の公園 清掃作
業に参加 しました︒小 さなお
子さんま でお手伝いさ れて︑
大変微笑ましい光景でしたが︑
公園脇の 雑木林の中か らは廃

※毎年出る話題ですね︒昨年の
お便りでしたので︑文面を今年
に直させて頂きました︒花粉は
２月中旬頃から飛び始めるとか︒

ペットと一緒に
入 れ る飲 食 店
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■ウサギ
は１羽︑
２羽と数
え︑子供 の頃︑よく家 で飼っ
たものだ ︒獣肉食が禁 止され
ていた時代ウサギはウ︵鵜︶
とサギ︵ 鷺︶に分け られ︑
鳥だと言 って食べた と亡母
から聞いたものだ︒
︵今宿のＹさん︶

も見てネ！

みんなのこえ

「おでかけスポット情報」
◆誰でもいつでも手軽に楽し
める 帷子川親水緑道
「おでかけショップ情報」
◆ニューオリンズスタイルの
オシャレな「カフェデュモンド」
「徒然なるままに」
◆中沢小学校合唱団Ｎコン快
挙に続き､ＴＢＳコンクール
で最優秀賞（１／23 ニュー
タウン音楽祭他出演情報も）
など色々。「メンバー募集」
「あ げます 」「 くださ い」
「おしえて」も、募集中です！

■先月︑ さわインで 頂いた
チケット で熱海のＭ ＯＡ美
術館へ行 って来まし た︒く
ねくねし た道をゆっ くりと
車で山の 頂上？まで行 くと突
然素晴ら しい素敵な美 術館が
あらわれ て感激でした ︒ルー
シー・リ ーのシンプル で素朴
な陶器も 素晴らしいも のでし
たが︑思 いがけず好き なモネ
の睡蓮の絵も飾られていてとっ

教えてあげる
白いたい焼き

花粉対策

おしえて！

■﹁ 十 勝 大 名 ﹂
横浜駅西口のシャルの地下１
階にあるたい焼き屋﹁十勝大名﹂
のうす皮たい焼きがおいしいで ■ペットの情報特集とペットと
す︒白ではありませんが︑かな 一緒に入れる軽食店などの情報
り白いです︒中のつぶあんが甘
を
お
願
い
し
ま
す︒
すぎなく︑口に合います︒
︵中尾のＳさん︶
︵笹野台のＴさん︶ ※ワンちゃん猫ちゃん情報では
※﹁十勝大名﹂は二俣川のドン．
ないですが︑希望が丘ライフ斜
キホーテ内にもありますが︑白
め向かいのビルにある熱帯魚店
いうす皮たい焼きの販売は︑近
は︑激安でマニアの間では有名
くは横浜シャル店だけですね︒
なお店だとか︒ちょっとした水
族館の様です︒御存知でしたか？
アクアショップ・ティアラ
中希望が丘１９８ ＴＥＬ ３:６７ ７-７７８
営業時間 :〜 時
火曜日定休
駐車場あり
ラ(イフ駐車場も
利用可︶
■昨夏の猛暑で今年の花粉の量
が昨年の 倍とか︒私は今から
鼻の中を洗うようにしています
が︑皆さんはどのような対策を
立てておられますか︒
︵中沢のＮさん︶
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◆今月の更新情報◆
ホームページ「さわやかマイタウン」
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