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マスコットキャラ

第１７７号
２０１２年１２月９日

さわインちゃん

B6判32頁

今年もサンタがお宅にうかがいます。
笹野台商店街の「貴さ和」さんが
初登場です。どうぞよろしく！
グッズは来年の手帳が入荷しました。
チケットは基本２枚1組です。

書 籍 ･グ ッ ズ

No.２〜４当選者には、引換券が届きます

２

お菓子入り
クリスマスブーツ
パンタンの
クリスマスケーキ
たか

３

４

小学生以下のお子様対象｡12月24日夕方､ サンタ
クロースがプレゼントを持って伺います｡その他
プレゼントのお預かりもＯＫ｡当選者様へ当日
のご相談を含め1 8 日迄にご連絡致します

わ

貴さ和の
年越しそば

６名

天せいろ２人前｡ 有効期限12/31迄
お店にご来店の食事券となります
【営】11:30〜15時/17〜21時(大晦日は22時迄)
笹野台1-7-23 TEL: 361- 0138 水曜定休

５名

小分けせいろ３人前又は同額のお食事券｡
お店にご来店の食事券となります (12 /3 1迄)
【営】11〜15/17時〜21時(大晦日は24時迄)
中沢3-27-3(ﾆｭ ｰﾀｳﾝ第4バス停そば）TEL: 361- 1617

増田屋の
年越しそば

３名

･美術･スポーツ
H25. 1月末迄。109ｼﾈﾏｽﾞMM横浜,ムービル等
東急系映画館で1名様1作品に限り有効。

５

東急系映 画館
共通鑑賞券

６

新橋 演舞場
H25. 2/1〜2/19｡『二月喜劇名作公演』３階席
１５組
応募ハガキ 応募申込葉書｡出演:中村梅雀､水谷八重子他(注1

７

湯 楽 の 里

〜H25.2/28迄。瀬谷店(瀬谷駅徒歩10分)他
平日1回入浴券(土日特定日利用不可)岩盤浴も

８

スカイガーデン

〜H25.2/28迄｡横浜ランドマークタワー69F展望
１０組
フロア｡桜木町歩5分｡平日券(土日祝日利用不可)

９

ズーラシア

〜H25.2/28迄｡旭区上白根町(三ツ境駅よりバス)
３０組
１枚で２名入園可の為１枚でのご提供

１０組

〜H25.3/31迄｡仙石原(箱根湯本駅バス25分)
クリスマスにはクリスタルのツリーやコンサートも

２０組

１１ 江戸 東 京博 物 館

H25.1/2〜2/24迄｡両国駅徒歩3分。
『尾張徳川家の至宝』常設展は別料金にて。

１５組

１２

〜H25.1/14迄｡ 目黒駅徒歩3分。創業85周年
記念『招福展×百段階段』〜開運のススメ〜

１０組

１３

東京都
〜H25.1/27迄｡ 恵比寿ガーデンプレイス内
写真美術館 『北井一夫 いつか見た風景』写真展

文庫判「かながわの地酒」「新神奈川の花旅」
「美術館散歩inかながわ」の3冊セットで (注2

1名

NIK K E I
ｻｲｽﾞ:16×9.5㎝｡色: 黒｡ダ イ アリ ー･ア ドレ ス･
５０名
ビ ジ ネ ス 手 帳 ビジネスデータ付ポケットサイズの定番手帳

１７

NIK K E I
ｻｲｽﾞ:21.5×15cm Ａ５判の大きな手帳
能 率 手 帳 色:黒 2013年版。

能率手帳
キ ャ レ ル
東山魁夷
１９
カレンダー
１８

１４名

ｻｲｽﾞ:15.2×9cm 見開き1ヶ月のﾏｽ目型｡
ビジネス手帳より薄く小型。表紙色：赤

１５名

ｻｲｽﾞ:使用時42×30cm 日経新聞社発行の
小型判アートカレンダー｡各月１枚｡2013年版

５０名

２０

プーさん
ｻｲｽﾞ:55×37cm 絵柄が引き立つ立体形
カレンダー 材質:PVC １枚もの。2013年版。

２１

ドラえもん
Ａ２ポスターサイズ(42×60㎝)2013年版。
２４名
カレンダー ドラえもんと仲間たち。紙製１枚もの｡

２２

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。2013年版。

２５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。
（注2）経年の傷みや汚れがあります事をご了承ください。

１５組

１０ 箱根ガラスの 森

目黒雅叙園

３０名

１６
２０名

直径16cm生ｸﾘｰﾑ｡有効期限は12/25迄
作りたてをお渡しするので予約にて承ります
【営】9〜22時/TEL:361-3351/無休｡当選者様
へは18日迄にご連絡致します｡笹野台1-7-12

＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は607通(当選数/応募数)
１位:東急映画館券(10/137)14倍
２位:書籍「神奈川ｾｯﾄ」(1/8)8倍
３位:シーパラ親子ｾｯﾄ（5/33）7倍
４位:ﾏﾘﾉｽVS鳥栖(8/29)4倍

A 5 判17頁。毎月発行の小冊子｡ １月号
１４ 朝日クッキング
サークル 「コウケンテツの肉料理」

１５ 神 奈 川 セ ッ ト

１５組

◆ さわイン︑来 年 リニューア ル予 定

プレゼント応募と一緒にお書き下さい

「平 成二十 五年高 島暦」

１

15

●早 目のご 挨拶に なり ますが ︑今年 もお 世話に なり
まし た︒配 達員の 入れ 替りが あり︑ ご迷 惑をお かけ
しましたが︑何とか定着することができました︒
●毎 月のさ わやか イン フォメ ーショ ンは ︑お楽 しみ
いただけて いますでしょう か？来年は︑ より一層︑お住 まいの地
域に身近な 情報をお届けし ︑当店を身近 に感じていただ ける場に
するため︑紙面をリニューアルいたします︒
●年末年始 のお願いがござ います︒左記 をご一読くださ い︒今年
も残り少な くなりましたが ︑健康にご留 意され︑穏やか な新年が
迎えられますことを︑スタッフ一同祈念いたします︒

◆ さし あげ ます( 先着 順) ◆

日︵土︶から

★今月のプレゼントコーナー★

東京 神正館蔵版

15

★

★

◆今 月 のご 集 金 は

17

大変 恐縮では ございま すが︑年末 業務の関 係上︑ 日 土( か) ら
集金を開始 させていただき ます︒指定日 のあるお客様は 通常通り
伺わせてい ただきます︒ご 理解ご協力の 程︑よろしくお 願い申し
上げます︒ ︵口座引落し︑ クレジットカ ードでお支払い の方は通
常どおりの引落し日となります︒︶

日︵月︶は配 達 時 間 が遅 れま す

16

◆

日︵ 日︶衆議院選挙の 翌日は︑開票 情報掲載の為︑ 新聞の店
着が遅れます︒何卒ご了承ください︒

◆お休 み止 め はお 早 目 に

ご住所
契約者のお名前
お休み期間
お取置きの
有無 必
( 要 な方 は
チラシも )

どんどん
応募してね！

年 末年 始は ︑お 休みさ れる
方が 非常 に多 くな り︑電 話が
込み 合い ます ︒早 めにご 連絡
をい ただ ける と助 かりま す︒
また︑新聞の取り置き︵保管︶
も出 来ま すの で︑ お気軽 にお
申しつけ下さい︒

お待ちしておりま〜す。

29

◆年 末 年 始 の配 達 につい て

300円のお買い上げで補助券1枚。
（10枚集めてガラポン1回できるよ！）
3000 円のお買い上げで本券1枚。
(1枚でガラポン1回できるよ）
ガラポンは、15〜17日、12〜18時！
●さてさて笹野台商店街で話題沸騰中?!
のエアーバルーン。ハロウィンでは
「笹カボ」が商店街を華やか
にしてくれました。
そしてクリスマスは
「笹サンタ」が登場します！！
●みなさんブログや､フェイス
ブックなどでどんどんアップしちゃっ
てくださいね！
●先日のハロウィンのイベントの雑誌も
ようやく完成に近づいてきました。
17日（月）には出来上がる予定なので、
関青果店まで来てください。

通常日曜 日に加え︑今月 日から年始 ３日までの夕刊 はお休み
となり︑１月２日は朝・夕刊ともお休みとなります︒

12月16日まで歳末大売り出しです!!

◆住 所 表 記 の変 更 につい て

●笹野台商店街は

すでにお 気付きの方も多 いと思います が︑先月より︑ 個人情報
保護の観点 から︑お客様の 住居表示の町 名を英文字にさ せていた
だいており ます︵笹野台は ﹁Ｓ﹂︑金が 谷は﹁Ｋ﹂︑中 沢三丁目
は︑﹁ＮＺ ３﹂など︶︒な にとぞご理解 を賜りますよう ︑お願い
申しあげます︒

笹野台商店会からお知らせ

プレゼントは
終了しています
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クローバーベルフレンズ
in winter'12
〜クリスマスのおもちゃ箱〜

♪小さなお 子様から大人の方までクリスマスのひとときをご一緒に♪
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■日時･･･12月23日(日)14時開演(13:30開場)
16時終演予定（終演後 体験コーナー）
■会場･･･サンハート ホール(二俣川ライフ５階)
■指揮･･･大塚 安宏
■演奏･･･クローバーベルフレンズ
■曲目･･･ホワイトクリスマス、赤鼻のトナカイ、クリスマスおめでとう ほか
■チケット･･･500円（全席自由、当日支払）
※3歳以下無料ですが、座席が必要なお子様はチケットをお求めください 。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【チケット予約方法】 ※残券がある場合のみ当日券を販売します
下記必要事項を記載の上、往復はがき、又はメールでご予約ください。
※先着順に返信し ます。定員になり次第締切らせていただきます。

◆申込期間：

~12月16日(日)

１.往復はがき

終演後の

による予約

26

11
すよね︒素敵な思い出 をたくさん作
られ たこと ︑転勤 族の
子だ った私 も親に 感謝
しな きゃな あとあ らた
めて思いました︒
︵笹野台のＳさん︶

あげます！

① ベビーベッド

濃 い茶 色の木 製品 ︒汚 れを 拭い
ていただければ充分使えます︒
取りに来てください︒
︵今宿のＳさん︶

② ベビ ー布 団

20

http://sawa-info.net/

マット付きです︒電話連絡の上︑
落合って差し上げます︒
︵中尾のＹさん︶

１
: 月２日 水( )
１月 日 日( )
:
毎(月第３日曜 )

◆'13旭ジャズ アマチュア出演者募集！
◆12/14 気軽に国際交流できるイベント
◆来春に「今宿市民の森」が開園
◆横浜水道記念館（上星川）
◆そばもおいしい蛇の目寿司（西谷）
◆「たんめん de ブラザーズ」オープン
◆タイムサービス690円の理容室

当店ホームページ

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︒

１月休刊日
次号発行日

「さわやかマイタウン」も見てネ!

■私は就寝前に今日あ った一番楽し
かった事をノートに書 いてから休み
ます︒何となく良い気 分で眠りにつ
く事ができます︒何も 楽しい事がな
かった日は︑テレビで 面白い番組を
観たとか︑夕食に出し たものが上手
にできたとか︑何でも 良いんです︒
不眠気味の方におすすめです︒
︵中沢のＫさん︶

特定非営利活動法人 ＷＥ21ジャパン・旭の店
【住所】中希望が丘101−21
【TEL/FAX】３６４-３２７７
【営業時間】10:30〜17:30(土曜日 13:00〜17:00）
【定休日】日曜、休・祝日
【WEショッブ旭ブログ】http://we21asahi.blog.fc2.com/

10

術短期大 学校西キャ ンパスの 隣にある
神奈川国 際研修セン ターでは︑ 毎年
月に﹁セ ンターデー ﹂という 開放交流
イベントを行っており︑今年で 回目︒
海外の人 と交流した り文化に 触れたい
方は︑身近で気軽に体験できるいいチャ
ンスです︒

希望ヶ丘駅

12

行気分で楽しかったです︒
︵笹野台のＭさん︶
※鶴間 駅東口行き バスは︑ 三ツ境駅北
口から 平日 時 ５分発のみ で︑料金は
２８０ 円です︒お 帰りは小 田急線鶴間
駅から大和乗り換えでどうぞ︒

駅前ロー タリ ー

17

■我が家 のイベント エピソー ド最初の
方の﹁幼 いうちに見 たものは 記憶に残
らないら しい﹂とい う﹁残念 さ﹂︑引
き出しの 奥底にしま われてい るだけで
記憶は必 ず残ってい ると思い ます︒そ
のような 幸せな体験 がお子さ まの土台
を形成し ているはず ︒家族の 黄金期で

横浜銀行

交番

教えてあげる

新年は1/7(月)
初売り 半 額

相鉄
ロー ゼン

ha

洗 濯 物 に カメ 虫

12/25(火)〜1/６(日)
休業

ります 今(宿町２６８６番地ほか約２．
８
︒) 近隣 町内 の掲 示板 や当 店 ＨＰ
をご覧になってみてください︒

ＷＥショップ･旭

年末年始のお知らせ

■今年の 夏は我が家でも大 発生してこ
まっておりましたが︑﹁ブレーキパワー
クリーナー﹂をスプレーするだけであっ
というま に死んでしまいま す︒瞬間的
に体の温 度が低下したり︑ 油分がうば
われるた めです︒衣類に吹 きかけても
すぐに気 化してしまうので しみにはな
りません ︒殺虫剤と違い台 所で使用し
てもＯＫ ︒購入は︑車のア クセサリー
を販売し ているオートバッ クスやホー
ムセンタ ーにあります︒ゴ キブリにも
効果有り︒
︵笹野台のＫさん︶

☆クリスマスキャンペーン☆
５０円でフィリピンの子供たちに
自分用のクレヨンをプレゼントしませんか！
皆様のご寄付をお願いします。

12

■国際 研修センタ ーのセン ターデーに
孫が行って来ました︒プーさんのバルー
ンを作 ってもらっ たと喜ん で帰って来
ました ︒各国の料 理も大変 美味しかっ
たよう です︒今か ら来年も 楽しみにし
ているようです︒
︵中尾のＩさん︶
※﹁さ わやかマイ タウン﹂ でご紹介し
ました が︑中尾町 ２丁目︑ 県立産業技

(最終日は13:00〜17:00)

おしえて！

営 業時間:1 0 : 3 0 〜 1 7 :3 0

美味しいソーセージ

１２月１７日(月）〜２２日(土）

■ドイツで食 べたソーセージが 忘れら
れなくて・・ ・横浜市内︑近辺 でおす
すめのソーセ ージ屋さんを教え てほし
いです︒
︵笹野台のＡさん︶

(リメイク作品他､一部除外品有り)

今宿市民の森

半額セール

■来春予定の ﹁今宿市民の森﹂ の詳し
い内容がわかると嬉しいのですが？
︵今宿のＴさん︶
※﹁市民の森 ﹂は︑緑地を保存 するた
めの横浜市独 自の制度で︑樹林 地など
を土地所有者 の協力により市民 の憩い
の場として利 用させていただく もので
す︒今宿市民 の森は︑来年４月 に開園
の見込みとな りました︒場所は 今宿地
区センター・ ケアプラザの西側 にあた

リユース・リサイクルからアジアの女性達を支援
ＷＥショップ・旭 (衣類、食器、靴、雑貨など)

25

24

■希 望が丘南口 のカレー ショップＢ Ｅ

主催:ｸﾛｰﾊﾞｰﾍﾞﾙﾌﾚﾝｽﾞ 後援：NPO法人 日本ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ連盟､横浜市旭区民文化ｾﾝﾀｰサンハート

33

30

Ｎ Ｃ Ｈ が 月 ６ 日 に たん め ん 専 門 店
﹁たんめん ｄｅ ブラザーズ﹂にリニュー
アル オープン︒ 普通のた んめん︵７ ０
０円 ︶のほか︑ 牛乳味噌 たんめん︵ ８
４０円︶︑トマトたんめん︵９００円︶

大塚(TEL：045-391-6946) e-mail：cloverbellfriends@yahoo.co.jp
ｸﾛｰﾊﾞｰﾍﾞﾙﾌﾚﾝｽﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://music. geocities.jp/cloverbellfriends/
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など ︒以前のカ レーもあり ます︒ 時
分〜 時 営業︑月曜定 休︵ 月は 土
曜も ︶で２階は パーティ スペースと し
て引き続き継続するそうです︒
︵中沢のＹさん︶

【問合せ先】

■今 秋のニュー スとして ・・笹野台 昼
食会 グループが ﹁緑綬褒 章﹂を受章 し
たこ とです︒地 域として おめでたい 明
るい ニュースで した︒心 からお祝い 申
し上げます︒︵金が谷のＡさん︶
※ 月２日の 神奈川新聞 に写真掲載 が
あり ました︒ 年間︑毎 月お年寄り を
招い た食事会を 続けてこ られたご努 力
が認 められたこ と︑当店 からもお祝 い
申し上げます︒

◆予約チケットは、
当日(12/23)13時からホール入口にて引換えます。
代金は当日お支払ください。
◆往復はがきによりご予約された方は、「返信はがき」をお持ち下さい。
メール によりご予約された方は、「返信メールに記載された予約番号」
を受付にお伝え下さい。

合間に聞いています。
（中尾のＭさん）
■スマホでお勧めのアプリ
震災を機に懐中電灯アプリをダウンロードし
ましたが、これが結構便利です。人混みで自分
の場所を知らせたい時などにも使えます！
（中沢のＩさん）
■気象情報なら、国土交通省の「XRAIN雨量情報
(http://www.river.go.jp/xbandradar/index.html)」
と、東京電力の「雨量･雷観測情報(http://
thunder. tepco .co.jp/)」をよく見ます。県内の
雨量や雷雲の様子が分かるので、天気が不安定
な時はよくチェッ
クしてます。
（中沢のＮさん）
■地元のサイトではありませんが、
「札幌市円
山動物園」のサイトがお勧めです。特に飼育
員さんのブログは必見です。私のお気に入りは、
オランウータン一家を紹介しているブログです。
（今宿のＫさん）
※私の最近のお気に入りは「NAVITIME」です。
自転車ルート検索だと坂道の少ないルートや目
的地までの高低が分かりありがたいです（徒歩
ルートは有料）。電車の乗り換え案内は「駅探」
が優秀ではないかと思います。
さて、来年のお題ですが、「2012年 我
が 家の 記念 す べき できごと」 にしてみ
たいと思います。今年一年を振り返ってみませ
んか？お便りお待ちしています。

特集：わたしの勧めるこのサイト

■ 先日 ︑一 日に 本
1 し か出 てな い三 ツ
境か ら鶴間駅行 きのバス に乗り︑大 和

【チケット引換方法】

■わたしの勧めるこのサイトは「二俣川を有名
にする会」です。 様々な面から二俣川を紹介
されており管理人の方の二俣川に対する愛着が
伝わってくるサイトです。 私もいつも楽しみ
に見ています。
（中沢のＴさん）
■「ＪＲトラベルナビゲーター」です。首都圏
のＪＲ、私鉄の鉄道運行情報がわかるとともに、
全国の駅・空港の時刻表をしらべることができ
ます。もちろん、携帯からサイトを見ることが
できます。
（笹野台のＴさん）
■主婦の救世サイト「クックパッド」です。レ
シピの数の多
さとバラエティ
さはおりがみ
つきです。残り物食材を入力すると作れるレシ
ピが検索できて大助かりです。かなりの頻度で
利用してます。
（今宿のＫさん）他
■「クックパッド」利用者が投稿するレシピ検
索サイト。材料別だけでなく、運動会やピクニッ
クなど、イベント別にメニューを検索でき便利。
我が家の食事の支度はこのサイト無しには考え
られません！
「ラジコ」今いる地域で放送されている民放A
M・FMラジオがネット経由で聞けます。
いわゆるラジカセデッキを使わなくなり、車
に乗る時以外はラジオから遠のいていましたが、
スマホにラジコをダウンロードしてから家事の
のオ ークシティ に行ってき ました︒
分位 乗りました がちょっ としたバス 旅

「体験コーナー」
〒135-8799 東京都江東区東陽
では実際に
日本郵便 深川支店留 新名 久美 宛
ハンドベルを使って、
(1)往信はがき＜必要事項＞
メンバーと一緒に
①「チケット予約」と明記
皆様ご存知の曲を
②氏名(フリガナ)､予約枚数､住所､電話番号
演奏しましょう♪
(2)返信はがき＜必要事項＞
天使のハーモニーを
表面：返信先の住所、氏名を記載。
体感！ご参加を
(裏面には何も記載しないでください)
お待ちしています☆
(事前申込不要)
２.メール による予約
申込先アドレス：cloverbellfriends@yahoo.co.jp
＜必要事項＞①件名に「チケット予約」と明記
②氏名(フリガナ)、予約枚数、住所、電話番号

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

