
(3D字・2D吹)塔の上のラプンツェル

英国王のスピーチ

ナルニア国物語 第3章
アスラン王と魔法の島

3D字・3D吹
2D吹( )

ヒア アフター

あしたのジョー

　ジョージ６世は吃音というコンプ

レックスを抱えた内気な男だった。

厳格な父からは様々な式典のスピー

チを任され、いつも散々な結果ばか

り。そんな彼を心配した妻が、スピ

ーチ矯正の専門家ライオネルを彼に

紹介する。国民の心を掴める王とな

るため、彼はライオネルと吃音克服
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

公開中公開中

英国史上、

もっとも内気な王。
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上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

3/5～

3/5～

3/5～ツーリスト

わさお

漫才ギャング

3/12～

3/12～

3/19～

3/12～

3/19～

2010 See-Saw Films. All rights reserved.

太平洋の奇跡
―フォックスと呼ばれた男―

戦火の中へ (PG12)

　　 ドラえもん 新･のび太と鉄人
兵団 ―はばたけ天使たち―

映画

SP the motion picture 革命編

BAJA Amigos
一週間限定
特別料金

JUMP HEROS film
「ワンピース3D」×「トリコ3D」(3D)

唐山大地震 想い続けた32年

超新星 LIVE MOVIE in 3D 
“CHOSHINSEI SHOW 2010” (3D)

3/26～特別料金

　北極からロボットの足と謎の球

体を持ち帰ると、家の庭に空から

ロボットの部品が降ってきた。鏡

面世界を使いザンダクロスを完成

させると、持ち主リルルが登場。

ザンダクロスとリルルはロボット

の星メカトピアからやって来たと

いう。

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

3/5 ～(土)

映画ドラえもん

新･のび太と鉄人兵団
―はばたけ天使たち― 上映中

上映中

上映中

上映中

太平洋の奇跡
―フォックスと呼ばれた男―

ヒア アフター

(3D吹)

GANTZ  Part1 (PG12)

(字)

上映中

上映中あしたのジョー

ナルニア国物語 第3章
アスラン王と魔法の島

3/12～

3/19～WALL STREET(ウォール･ストリート)
―MONEY NEVER SLEEPS―

3D字・吹
2D吹( )

3/5～
れっしゃだいこうしん ザ･ムービー

しんかんせん大集合 ツーリスト～3/13 (字)

塔の上のラプンツェル

漫才ギャング

3/5～

3/19～

　　 ドラえもん 新･のび太と鉄人
兵団 ―はばたけ天使たち―

映画

　　プリキュアオールスターズDX3
未来にとどけ！世界をつなぐ☆虹色の花

映画

上映中RED (字)

(字)

劇場版遊☆戯☆王
超融合！時空を越えた絆

アンコール
上映

SP the motion picture 革命編 3/12～

上映中

(7)第273号

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

今月の星占い 月影沙織3.1-3.31

3.21~4.19学習能力が高まるとき。仕事に役立つ資

格取得の勉強や、習いごとを始めて吉。転職が成功する

暗 示 も 。 新 刊 本 に ツ キ あ り 。                      

4.20~5.20自己主張をハッキリした方が、周囲と

の関係が円満に。新しいファッションやヘアスタイル

にすると、周囲に好印象。クジ運あり。

5.21~6.21勘を信じて行動した方が、ツキを呼び

込めるとき。予定外のことでも、積極的に行動を。休

日は温泉旅館などで息抜きして○。

6.22~7.22迷いが生じやすいとき。過去の経験か

ら判断するようにすると、よい結果が。ストレスは友

人との食事やスポーツで解消して。

7.23~8.22対人関係が広がりそう。初対面の相手

とも積極的に会話を。すぐに親しくなり、長い交際が

続くことに。デートは映画がオススメ。

8.23~9.22身近な人と意見が合わず、ケンカにな

りがち。しかし、あなたの頭が固いよう。相手の意見

を受け入れて○。歴史あるものにツキ。

9.23~10.23視野が広がるよう、さまざまなジャン

ルの本を読み、時事のニュースはこまめにチェックを。

レジャーは博物館、資料館見学へ。

10.24~11.22ぼんやりして、仕事でミスしたり、

忘れ物をしたりしがち。メモを活用し対応を。恋愛は

嫉妬に要注意。料理をすると気分安定。

11.23~12.21周囲の言動によく耳を傾けると、悩

み解決のヒントなど、役立つ情報がたくさん得られる

とき。恋愛面は発展的。積極的に誘って。 

12.22~1.19何ごとにも意欲的だが、あれこれ手を

出しすぎると、どれも中途半端に。レジャーはテーマ

パークや、ゲームを楽しめる場へ。　　　　

1.20~2.18新しいことや長年あたためていた計画

を実行するのに良いとき。レジャー運好調。旅行に出

かけたり、友人と食事を楽しんだり。

2.19~3.20トラブルが発生しやすい期間。友人や

同僚が助けてくれるので落ち着いて対処を。大切な物

を落としやすいので管理を工夫して。

3.21~4.19学習能力が高まるとき。仕事に役立つ資
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ら判断するようにすると、よい結果が。ストレスは友
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7.23~8.22対人関係が広がりそう。初対面の相手

とも積極的に会話を。すぐに親しくなり、長い交際が

続くことに。デートは映画がオススメ。

8.23~9.22身近な人と意見が合わず、ケンカにな
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10.24~11.22ぼんやりして、仕事でミスしたり、
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み解決のヒントなど、役立つ情報がたくさん得られる

とき。恋愛面は発展的。積極的に誘って。 
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を実行するのに良いとき。レジャー運好調。旅行に出
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ゆたかな人生が始まる シンプルリスト
著：ドミニック･ローホ－　発行：講談社　\1,050

著：タニタ　発行：大和書房　\1,200

続･体脂肪計タニタの社員食堂
もっとおいしい500kcalのまんぷく定食

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

著：白澤 卓二　発行：文藝春秋　\735

BOOK RANKINGBOOK RANKING
平成23年2月13日～19日　協力：川上書店　ラスカ店平成23年2月13日～19日　協力：川上書店　ラスカ店
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くじけないで
著：柴田 トヨ　発行：飛鳥新社　\1,000

謎解きはディナーのあとで
著：東川 篤哉　発行：小学館　\1,575

きことわ
著：朝吹 真理子　発行：新潮社　\1,260

100歳までボケない101の方法
脳とこころのアンチエイジング

著：タニタ　発行：大和書房　\1,200

体脂肪計タニタの社員食堂
500kcalのまんぷく定食

老いの才覚
著：曽野 綾子　発行：KKベストセラーズ　\800

苦役列車
著：西村 賢太　発行：新潮社　\1,260

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(3/31消
印有効･当選は発送をもって発表)

　給与明細の仕組みを理解す
れば、会社にだまされないた
めの「働き方のルール」を知
ることができる。残業代の計
算法も解説。サラリーマン必

※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。   

〈朝日新書〉

給与明細で騙されるな
サラリーマンのための「働くルール」入門

定価735円

フェルメール《地理学者》と
オランダ･フランドル絵画展

湘南陶舎 白磁のケーキ皿 2枚組

THERMOS
ケータイマグ＆保温弁当箱セット 

THERMOS
ケータイマグ&保温弁当箱セット 

フェルメール《地理学者》と
オランダ･フランドル絵画展

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

 273

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

33 77 月

必着必着

応募数

1

2

3

1

2

11.5倍 10名
当選( )

11.67倍 3名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７２号
応募データ

ふれあいプレゼント
２７２号

応募データ
応募総数730名！ 87通 3名

当選( )

115通 10名
当選( )

106通 10名
当選( )

29倍 3名
当選( )

3

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。

ワーナー･マイカル･
シネマズ茅ヶ崎 平日映画鑑賞券

11
プレミアム会員限定プレゼントPremium

1名様1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

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( )

LUMIX
Panasonic

DMC-ZX3(シルバー)

本体97.8×54.8×26mm
総画素:1450万画素 光学ズーム:8倍
撮影枚数:330枚 手ブレ補正:○ 顔認識:○

2

10組20名様
※詳細は5面広告欄

現代美術の展望

VOCA展2011
―新しい平面の作家たち― 招待券

VOCA展2011佳作賞 熊澤 未来子《より未来へ》
鉛筆･ジェッソ・木製パネル 227×363.6×5cm

VOCA展2011佳作賞 澤田 明子《ヒア》
岩絵具･麻紙 259×194cm×3cm

撮影者 C 上野 則宏(4点とも)

大原美術館賞 上田 暁子
(左作品)《あふれて入口、あふれて出口》油彩･カンバス 130.3×162.1×3cm
(右作品)《とある熱を通り抜ける》油彩･カンバス145.5×227.3cm×3cm

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:百日草(幸福)、あさがお(

愛情)、カモミール(親交) ※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4月30日(土)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4月30日(土)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4月30日(土)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4月30日(土)迄有効。辻堂店のみご
利用可。春のお彼岸用ギフト各種取り揃えて
おります。99

15名様15名様
シネプレックス平塚

平日　映画鑑賞券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5月31日(火)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

白磁の卓上砂糖入れ 4名様4名様55 約8.5×8.5×5.5cm。使
いやすく、どんな食卓にも
合うシンプルなデザイン。

平成23年4月28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)。

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

2011年1月1日～1月31日現在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 2 8 6 15 31
ひったくり 7 3 5 2 17
空き巣狙い 13 6 2 11 32

自転車盗 66 24 6 164
オートバイ盗 9 18 14 11 52

※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！ 詐欺が止まりません →⇒→⇒→

電話の相手はニセ者！なりすまし詐欺

●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

68

お金を用意する前に
家族や警察に相談してください！！


