
茅ヶ崎･藤沢･藤沢北･大和警察署各生活安全課:犯罪日報より

茅 藤 綾 計藤北

2010年1月～12月末現在　( )内は12月のみまちのじけんまちのじけんまちのじけんまちのじけん！

車上狙い 72 167 177 84 500

ひったくり 59 38 64 13 174

空き巣狙い 120 78 94 44 336

自転車盗 1010 835 625 163 2633

オートバイ盗 178 193 222 175 768

※数値は手集計によるもので、確定ではありません

署管内別
罪名別

緊急事態！ 詐欺が止まらん→⇒→⇒→⇒→

(53) (10) (47) (12) (122)

(23) (53) (17) (31) (124)

(5) (57) (8) (10) (80)

(10) (3) (7) (2) (22)

(12) (8) (14) (0) (34)
電話の相手はニセ者！なりすまし詐欺

お金を用意する前に
家族や警察に相談してください！！

●息子や孫から、
最近「電話番号が変わった」
という連絡があったら･･･

●警察官や金融機関などの職員に
「キャッシュカードを預かります」
と言われたら･･･

騙されるな！その電話

著：ドミニック･ローホー　発行：幻冬舎　¥1,000

シンプルに生きる
変哲のないものに喜びをみつけ、味わう

サンデルの政治哲学 〈正義〉とは何か

著：小林 正弥　発行：平凡社　¥987

もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら
著：岩崎 夏海　発行：ダイヤモンド社　¥1,680

デフレの正体 経済は｢人口の波｣で動く

著：藻谷 浩介　発行：角川書店　¥760

老いの才覚
著：曽野 綾子　発行：KKベストセラーズ　¥800

BOOK RANKINGBOOK RANKING
平成23年1月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店平成23年1月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店
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武士の家計簿 ｢加賀藩御算用者｣の幕末維新

著：磯田 道史　発行：新潮社　¥714

はじめての宗教論 左巻

著：佐藤 優　発行：NHK出版　¥819

くじけないで
著：柴田 トヨ　発行：飛鳥新社　¥1,000

KAGEROU
著：斎藤 智裕　発行：ポプラ社　¥1,470

日米 地獄へ道連れ経済 “どん底”は2012年!

著：副島 隆彦　発行：祥伝社　¥1,680

ナショナリズムと神学

ワーナー･マイカル･
シネマズ茅ヶ崎 平日映画鑑賞券

(7)第272号

　二度の離婚。問題児の息子達。憂う

つな日々を送っていたエリックはあ

る日ポスターの中のヒーロー、エリ

ック・カントナに話しかける。「一生

後悔するような失敗をしたことは？」

「君はどうだ？」―背後に現れたのは

カントナ本人。エリックは彼の言葉

に導かれ、人生を少しずつ変えていく。
上記の他多数上映。詳しくは劇場まで

24時間テレフォンサービス24時間テレフォンサービス 0463-25-25000463-25-2500

2/19(土)公開2/19(土)公開

人生なんて

意外に小さな勇気で

かわるもの

2/25～

相棒　劇場版Ⅱ

幸せの始まりは

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

2/4～

戦火の中へ

2/11～

2/5～

アンストッパブル

ソーシャル・ネットワーク (PG12)

GANTZ  Part1 (PG12)

白夜行

RED

WALL STREET(ウォール･ストリート)
―MONEY NEVER SLEEPS―

(PG12)ザ・タウン

あしたのジョー

太平洋の奇跡
―フォックスと呼ばれた男―

(PG12)

エリックを探して (PG12)

ヒア アフター

ナルニア国物語
第3章 アスラン王と魔法の島

2/11～

2/11～

2/19～

2/19～

2/19～

    Canto Bros. Productions, Sixteen Films Ltd, Why Not Productions SA, Wild Bunch SA, Channel Four 
Television Corporation,France 2 Cinema, BIM Distribuzione, Les Films du Fleuve, RTBF (Television belge), 
Tornasol Films MMIX Logos:MPAA no 44702, Dolby Digital, RTBF, Wallimage, Film4, France 2 Cinema, 
France 2, Canal +Sixteen Films, Why Not Productions, Wild Bunch, Canto Bros. Productions

(3D)

上映中

　東京で捨て鉢な生活を送る丈は、

元ボクサーの丹下にボクサーとし

てのセンスを見いだされるも、問

題を起こして少年院へ。丈はそこ

でプロボクサーの力石と運命的に

出会う。やがて少年院を出た彼ら

は良きライバルとして実力を磨い

ていく。

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎 音声ガイダンス音声ガイダンス 0467-57-10000467-57-1000

一押しシネマワーナー･マイカル

2/11 ～(金)

あしたのジョー
2/11～

天装戦隊ゴセイジャー VS
シンケンジャー エピック ON 銀幕

相棒　劇場版Ⅱ

劇場版遊☆戯☆王
超融合！時空を越えた絆

昭和物語

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

ソーシャル・ネットワーク

僕と妻の1778の物語

太平洋の奇跡
―フォックスと呼ばれた男―

ヒア アフター

2/4～

アンストッパブル

(字・PG12)

RED

GANTZ  Part1 (PG12)

(字)

SPACE BATTLE  SHIP ヤマト

上映中

上映中

上映中

WALL STREET

あしたのジョー

れっしゃだいこうしん ザ･ムービー
しんかんせん大集合
ナルニア国物語
第3章 アスラン王と魔法の島

グリーン･ホーネット 2/11～

2/19～

2/25～

2/19～

2/26～

(字)

アンコール
上映

今月の星占い 月影沙織2.1-2.28

3.21~4.19頭の回転が速まり、仕事も勉強も好成績

を出せそう。同世代の友人が勧めることはトライして正

解。ただし恋愛では慎重な行動を。                     

4.20~5.20悩みや問題が浮上しやすいとき。時間

をかければ解決できるので、あせらないで対応を。レジャー

は予算を超えないように注意。

5.21~6.21チャレンジ精神を大事にすると、意外

なチャンスをつかめる期間。以前諦めたことに再トラ

イしても吉。恋愛はお見合いや紹介○。

6.22~7.22細かいことが気になり、口うるさい状

態に。周囲から敬遠されるので、ほとんどのことには

目をつぶって。「老舗」や「伝統」吉。

7.23~8.22向上心が強まり、何にでも熱心に取り

組めるように。長年の課題を処理できそう。運動する

時間を増やすと体力にも美容にも○。

8.23~9.22機転が利き、トラブルを上手に処理で

きそう。周囲の評価アップ。休日はウィンタースポー

ツを楽しんで。恋は恥ずかしがらずに。

9.23~10.23主役やリーダー的な役割を任されやす

いとき。やりがいがあり、高評価も受けそうだが、謙

虚さは忘れずに。遊園地やスキー場吉。

10.24~11.22職場や学校で上司や指導者とトラブ

ルが。友人や同僚に仲介してもらうと解決できそう。

休日は外出するより、室内でゆっくりと。

11.23~12.21勢いのある運気。やりたいことは迷

わず行動に移して○。レジャーは注目度が高いスポッ

トへ。買い物は貴重な品を入手でき満足。 

12.22~1.19甘え上手になり、周囲からかわいがら

れやすいとき。困ったらすぐに周りを頼って吉。レジャー

は珍しいものが食べられる所へ。　　　　

1.20~2.18勘が鋭くなり、事前にトラブル回避で

きそう。想像力が豊かになるので、創作活動や新たな

企画は吉。恋愛は第一印象を大切に。

2.19~3.20疲れやすいので、生活リズムを整える

よう心がけて。内緒話は言っても聞いてもトラブルに

なるので要注意。倹約を意識して吉。

3.21~4.19頭の回転が速まり、仕事も勉強も好成績

を出せそう。同世代の友人が勧めることはトライして正

解。ただし恋愛では慎重な行動を。                     

4.20~5.20悩みや問題が浮上しやすいとき。時間

をかければ解決できるので、あせらないで対応を。レジャー

は予算を超えないように注意。

5.21~6.21チャレンジ精神を大事にすると、意外

なチャンスをつかめる期間。以前諦めたことに再トラ

イしても吉。恋愛はお見合いや紹介○。

6.22~7.22細かいことが気になり、口うるさい状

態に。周囲から敬遠されるので、ほとんどのことには

目をつぶって。「老舗」や「伝統」吉。

7.23~8.22向上心が強まり、何にでも熱心に取り

組めるように。長年の課題を処理できそう。運動する

時間を増やすと体力にも美容にも○。

8.23~9.22機転が利き、トラブルを上手に処理で

きそう。周囲の評価アップ。休日はウィンタースポー

ツを楽しんで。恋は恥ずかしがらずに。

9.23~10.23主役やリーダー的な役割を任されやす

いとき。やりがいがあり、高評価も受けそうだが、謙

虚さは忘れずに。遊園地やスキー場吉。

10.24~11.22職場や学校で上司や指導者とトラブ

ルが。友人や同僚に仲介してもらうと解決できそう。

休日は外出するより、室内でゆっくりと。

11.23~12.21勢いのある運気。やりたいことは迷

わず行動に移して○。レジャーは注目度が高いスポッ

トへ。買い物は貴重な品を入手でき満足。 

12.22~1.19甘え上手になり、周囲からかわいがら

れやすいとき。困ったらすぐに周りを頼って吉。レジャー

は珍しいものが食べられる所へ。　　　　

1.20~2.18勘が鋭くなり、事前にトラブル回避で

きそう。想像力が豊かになるので、創作活動や新たな

企画は吉。恋愛は第一印象を大切に。

2.19~3.20疲れやすいので、生活リズムを整える

よう心がけて。内緒話は言っても聞いてもトラブルに

なるので要注意。倹約を意識して吉。

 牡羊座

天秤座

双子座

乙女座

山羊座

水瓶座

獅子座

射手座

蟹座

蠍座

魚座魚座

 牡牛座

ご応募は各号１世帯１回のみとさ
せていただきます。※応募券のな
いものは抽選対象外となります
ので、ご注意ください。※当選は発

送をもって代えさせていただきます。

応募券

ふれあい
プレゼント

 272

ハガキに●ご希望の商品番号･商品名●お名前●ご住所●お

電話番号●紙面に対するご意見･ご要望をご明記のうえ、

左下の応募券を貼って下記あて先までご応募ください。

〒253-0044 
茅ヶ崎市新栄町1-14 ふれあい朝日編集部

応募方法

アクセス

応募締切応募締切

22 77 月

必着必着

CINEMA GUIDE
字=字幕 吹=日本語吹き替え 字デジ=字幕デジタル PG12=12歳未満(小学生以下)の鑑賞には成人保護者の同伴が必

要  R15+=15歳未満(中学生以下)の入場(鑑賞)禁止 R18+=18歳未満の入場(鑑賞)禁止

映画の日

毎月１日

1,000円均一

どちらかが５０歳以上
ならＯＫ(要証明)

ご夫婦で2,000円

夫婦５０割引レディースデー

1,000円均一

水曜水曜ワーナー/シネプレ共通特典

ふれあいプレゼントふれあいプレゼント

朝日新聞社の本　10名様にプレゼント朝日新聞社の本　10名様にプレゼント

ハガキに〒住所･氏名･年齢･電話番号･上記の書名

を明記のうえ、〒104-8011(所番地不要)朝日新聞出

版マーケティング部宣伝課｢ミニコミ｣係へ(2/28消
印有効･当選は発送をもって発表)

　「幸せな環境のなか、笑顔で
過ごす」をキーワードに、入居金
や月額費用、認知症のケア体
制などを調査。「これからでき
る高齢者ホーム一覧」は必見!

※個人情報は厳重な管理の下、商品発送の目的以外には使

用致しません。���

〈週刊朝日ムック〉

入居金と認知症ケアがわかる！

高齢者ホーム2011

定価880円

11
プレミアム会員限定プレゼントPremium

3名様3名様

0120-033-084
今お申し込みいただいても会員様限定賞品に応募できます！

朝日新聞
ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ

応募ハガキ(ネット･携帯からのご応募はコメント欄)にプ
レミアム会員ID番号または入会月日をご明記ください。

朝日新聞ご愛読者様対象の“プレミアム会員”制度
入会金･年会費無料！お申し込みは電話１本

受付時間５時～２０時
※日･祝は～１７時( )

THERMOS

応募数

1

2

3

1

2

10.6倍 10名
当選( )

21.4倍 10名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７1号
応募データ

ふれあいプレゼント
２７1号
応募データ

応募総数696名！ 62通 10名
当選( )

214通 10名
当選( )

106通 10名
当選( )

25倍 1名
当選( )

3

33
プレゼントRegular

商品名商品名 当選数当選数 詳細詳細

フラワーハーモニー 25名様25名様

花の種3種セット:ほうせんか(心を開く)、ア
スター(思い出)、タイム(活発) ※カッコ内は花

言葉44

お好み焼き道とん堀

1,000円分お食事券 20名様20名様

平成23年3月31日(木)迄有効。茅ヶ崎店のみご
利用可。駐車場･駐輪場完備。茅ヶ崎市円蔵の
交差点近く。メニューは常時200種以上！66

ガラ中海岸(新インド料理＆スパイス料理)

1,000円分お食事券 10名様10名様

平成23年3月31日(木)迄有効。サザンビーチち
がさき｢交通機動隊｣信号を北に入り徒歩約1
分。P25台。期間限定平日ランチメニューも。77

オートバックス辻堂店

2,000円分お買い物券 10名様10名様
平成23年3月31日(木)迄有効。辻堂店のみご
利用可。駐車場完備。車検・板金承ります。88

シャトレーゼ辻堂店

500円分お買い物券 20名様20名様

平成23年3月31日(木)迄有効。辻堂店のみご
利用可。本場ベルギー産クーベルチュール使
用のバレンタインチョコレートが盛りだくさん!99

15名様15名様
シネプレックス平塚

平日　映画鑑賞券

平成23年3月31日(木)迄有効。平日のみ利用
可。作品によってご利用できない場合があ
ります(右上CINEMA GUIDEをご覧下さい)。1111

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎

平日映画鑑賞券

平成23年4月30日(土)迄有効。平日のみ利用
可。作品によってご利用できない場合があ
ります(右上CINEMA GUIDEをご覧下さい)。1010 10名様10名様

湘南陶舎

白磁のケーキ皿　2枚組
3名様3名様55 直径約15cm。フチを飾る、ま

るでレース飾りのようなホー
ル模様がオシャレ。

22

　10組20名様
※詳細は6面広告欄

※詳細は4面情報まぐねっと欄

フェルメール《地理学者》と
オランダ･フランドル絵画展

招待券 5組10名様招待券

ヤン･ブリューゲル(子)《楽園でのエヴァの創造》
1630年代後半　油彩･銅板

茅花の会
つばな

琴演奏会
2011年2月27日(日)

茅ヶ崎市民文化会館小ホール

お楽しみ袋ふれ朝編集部厳選！？

モネとジヴェルニーの
画家たち 招待券

DAINICHI
ハイブリッド式加湿器 HD-RX309 

お楽しみ袋ふれ朝編集部厳選！？

モネとジヴェルニーの
画家たち 招待券

ケータイマグ&保温弁当箱セット 

約7×7×15.5cm

約19.5×11.5×9cm(サイズに専用ポーチ含まない)

･保温弁当箱 DBW-250SWH

･ケータイマグ JMK-251CL 

ケータイマグ容量/0.25L
おかず容器容量/0.19L×2個
ごはん容器容量/0.25L
保温弁当箱専用ポーチ付き

でご応募可！

｢ふれあいPresent応募はこちら｣バナーをクリック

必要事項明記 確認

http://www.shonan-sh.jp/company/
アドレスが変更になりました

旧アドレスの“http://www.shonan-sh.jp/”は、茅ヶ崎･辻堂エリアの地域情報サ
イト「とことこ湘南」として大幅リニューアルオープン致しました！ まだまだ発
展途上ですが、随時情報追加していくのでどうぞよろしくお願い致します。


