
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

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3月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店平成23年3月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店
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千思万考 歴史で遊ぶ39のメッセージ
著：黒鉄 ヒロシ　発行：幻冬舎　\1,575

日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか
著：竹田 恒泰　発行：PHP研究所　\756

日本語の古典
著：山口 仲美　発行：岩波書店　\840

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

麒麟の翼
著：東野 圭吾　発行：講談社　\1,680

老年の品格
著：三浦 朱門　発行：海竜社　\1,500

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：白澤 卓二　発行：文藝春秋　\735

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

 274

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

44 77 木

必着必着

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。

(7)第274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

今月の星占い 月影沙織4.1-4.30

3.21~4.19強気で行動するとうまくいくとき。何で

も前向きに挑戦すれば、克服可能。恋愛は相手を気づか

う言動で円満に。遠方への旅行吉。                     

4.20~5.20ストレスがたまりやすいとき。なるべ

くのんびり過ごして、仕事も過密にならないように注

意を。映画や音楽が良い気分転換に。

5.21~6.21能力発揮のチャンスが多く、キャリア

アップできるとき。以前から転職や独立を考えていた

なら実行して可。友情が恋愛に発展。

6.22~7.22悩みごとを抱えやすいとき。ちょっと

視点を変えればすぐ解決できるはず。レジャーは和風

ムードたっぷりの所に行くと○。

7.23~8.22長年の努力が実り、周囲から脚光を浴

びる可能性が。弱気にならず、最後まで頑張り抜くこ

と。休日は大きなイベントやライブへ。

8.23~9.22ひとつのことに集中するのはいいが、

周りが見えなくなり、迷惑をかける恐れが。周囲とこ

まめに会話して。貯蓄を始めると吉。

9.23~10.23協力者に恵まれるとき。何をするにも

周囲のアドバイスに従うとうまくいく。ヘアスタイル

を変えるなどイメージチェンジ大吉。

10.24~11.22アクティブになることで、ツキをつ

かめるとき。とくに職場では前向きな発言を。体調面

では不調な箇所が改善。恋の出会いあり。

11.23~12.21気力が充実。仕事もバリバリこなせ、

評価が高まりそう。ただし、家族サービスを忘れない

ように。恋愛は家庭的な面をPRして。 

12.22~1.19忘れっぽくなり、仕事でもミスが目立

ちそう。でも同僚や友人が助けてくれるはず。恋人と

のケンカは長期化の恐れ。すぐ謝罪を。　　　　

1.20~2.18好奇心旺盛に。新しく習いごとを始め

れば、対人関係や趣味の幅が広がりそう。恋のチャン

スも倍増。雑誌の懸賞にツキあり。

2.19~3.20審美眼がさえ、何を選んでも失敗がな

いとき。迷っていることがあれば、ぜひ決断を。良い

バイトや副業の話が舞い込みそう。
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8.23~9.22ひとつのことに集中するのはいいが、

周りが見えなくなり、迷惑をかける恐れが。周囲とこ

まめに会話して。貯蓄を始めると吉。
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魚座魚座

 牡牛座

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(4/30消
印有効･当選は発送をもって発表)

　現代の名僧が語りおろし
た、仏の教えや生きる智慧
(ちえ)を伝える｢法話｣。仏
像や寺社の見どころの解説
も満載。

※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。   

〈朝日カルチャーシリーズ〉CDブック

古寺をめぐる こころの法話

創刊号サービス価格680円

100名様

NASA開発
防災ブランケット

ふれあいプレゼント

プレゼントRegular

3

1 2
プレミアム会員限定プレゼントPremium

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。 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

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( )

今月は、ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎の上映案内は休載致します(設備点検のため)。

ワーナー･マイカル･
シネマズ茅ヶ崎 平日映画鑑賞券

応募数

1

2

3

1

2

ワーナー･マイカル･
シネマズ茅ヶ崎 平日映画鑑賞券

5.25倍 4名
当選( )

10.3倍 10名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７３号
応募データ

応募総数569名！ 74通 20名
当選( )

103通 10名
当選( )

96通 1名
当選( )

96倍 1名
当選( )

3

LUMIXPanasonic DMC-ZX3
シャトレーゼ辻堂店
500円分お買い物券

LUMIXPanasonic DMC-ZX3

湘南陶舎 白磁の卓上砂糖入れ

10組20名様

5名様 5名様

4香り かぐわしき名宝展
ご招待券

※詳細は下記広告をご覧下さい
鈴木春信・梅の枝折り　江戸時代   18世紀
山種美術館　4月7日（木）～5月8日（日）展示
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▲桜文散七宝鞠香炉 江戸時代
　18 世紀 個人蔵 全会期 撮影：岡崎良一

　速水御舟･夜梅 1930年(昭和 5)

　東京国立近代美術館 全会期

▲

10:00～17:00(土曜は18:00迄･入館は閉館の各30分前迄)
月曜休館(5/2は開館)/主催:東京藝術大学、日本経済新聞社
(問)ハローダイヤル℡03-5777-8600

4.7(木)-5.29(日)東京藝術大学大学
美術館

商品名 当選数 詳細

フラワーハーモニー 25名様

花の種3種セット:ムギワラギク(別名帝王貝細

工/永遠)、ヒマワリ(あこがれ)、青ジソ(力がよ

みがえる) ※カッコ内は花言葉
5

お好み焼き道とん堀

1,000円分お食事券 20名様

平成23年5月31日(火)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！
　※計画停電の場合:停電1時間前に業務を停止するため、その時
　　間前までがラストオーダーとなります。ご了承ください。

7
オートバックス辻堂店

2,000円分お買い物券 10名様
平成23年5月31日(火)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。8

10名様
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6月30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)。9

10 15名様
シネプレックス平塚

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)。

軽くて薄い、NASA開発
の特殊素材を使用した
多目的シート。優れた
保温効果で防寒に役立
つ他、光を反射する特
性からシグナルミラー
としても活躍します。

シリコンスチームなべつき
使いこなしレシピBOOK
ーレンジでチン！蒸す･煮る･炒める･炊く･焼く
　　　　　　　　　　5通り料理で毎日生活ー

シリコンスチーマー付き
アルポルト片岡譲シェフの
ヘルシー･カンタン･イタリアンレシピ

主婦の友社が、今話題の｢シリ
コンスチーマー｣に使い勝手の
良さを加えて制作したオリジ
ナルの『シリコンスチームなべ』
が付録。毎日のおかずから、
スイーツ、おもてなし料理ま
で、充実のレシピ本です。

日本を代表するイタリアン界
の巨匠、アルポルト･片岡護
シェフによる、初のシリコンス
チーマーレシピが登場！ パス
タ、リゾット、野菜料理、スイー
ツまで、名店の味が自宅でカ
ンタンに再現できます！

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～2月28日現在
　　　　　　( )内は2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

ひったくり

空き巣狙い

自転車盗

オートバイ盗

※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

ご注意を！ 震災に乗じた巧妙な詐欺にくれぐれもご注意ください。

ピーガルくん子ども安全メールに登録を！ピーガルくん子ども安全メールに登録を！ピーガルくん子ども安全メールに登録を！

▼携帯電話の方　※右記QRコードからも登録可能
https://www.kodomoanzen.police.pref.kanagawa.jp/p-gull_m/regist.aspx
▼パソコンの方　※パソコンから携帯電話のアドレスも登録可能
https://www.kodomoanzen.police.pref.kanagawa.jp/p-gull_p/touroku.aspx 

　神奈川県警では、子どもを犯罪から守るための情報を電子メールで携帯電話
とパソコンにお知らせするサービスを行っています。配信希望をされる方は、
下記の要領で登録してください。

　神奈川県警では、子どもを犯罪から守るための情報を電子メールで携帯電話
とパソコンにお知らせするサービスを行っています。配信希望をされる方は、
下記の要領で登録してください。

3 11 15 20 49
13 11 8 2 34
19 11 6 13 49

123 109 60 12 304
21 29 33 30 113
(55) (43) (36) (6) (140)

(12) (11) (19) (19) (61)

(1) (3) (9) (5) (18)

(6) (8) (3) (0) (17)

(6) (5) (4) (2) (17)

湘南陶舎 角皿　2枚組 5名様5名様

約21cm×8cm。青い模
様がお料理を引き立て、
食卓に彩りを与えます。

6

(3D吹・2D吹)

塔の上のラプンツェル

　今年は｢仮面ライダー｣生誕40周年。

舞台は仮面ライダーが初登場した1971

年と、日本がショッカーたちに支配

されてしまった2011年。“平成ライダ

ー”と共に“昭和ライダー”もスクリーン

で大暴れする、空前絶後の超大作！
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 0463-25-2500

上映中

4/1～

ツーリスト

漫才ギャング

ドラえもん 新･のび太
と鉄人兵団

SPthe motion picture
革命編

JUMP HEROS film｢ワン
ピース3D｣×｢トリコ3D｣

超新星 LIVE MOVIE in 3D 
CHOSHINSEI SHOW 2010

特別料金
英国王のスピーチ

上映中

上映中

上映中

上映中

オーズ･電王･オールライダー

レッツゴー仮面ライダー

高校デビュー

～4/8

4/1～

ガリバー旅行記
(3D吹・2D吹)

4/15～

名探偵コナン
沈黙の15分 4/16～

クレヨンしんちゃん 嵐を
呼ぶ黄金のスパイ大作戦 4/16～

GANTZ PERFECT
ANSWER (PG12)

4/23～

まほろ駅前
多田便利軒

4/23～

少年マイロの
火星冒険記 (3D吹)

4/23～

八日目の蝉 4/29～

豆富小僧 4/29～(3D･2D)

鬼神伝 4/29～

これでいいのだ!!
映画☆赤塚不二夫

4/30～上映中

上映中

4/1(金)

公開
4/1(金)

公開

「レッツゴー仮面ライダー」製作委員会 　石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映ビデオ・東映

●計画停電に伴い、信号が消えます。
出かける前に停電情報を確認し、十分
注意して通行してください。

●自転車やバイクの盗難が減りませ
ん。ガソリン盗も発生しています防犯
対策を強化してください。

●余震が続いています。海や崖など危
険箇所には近づかないでください！

真実と思っても、お金を用意する前に
必ず家族や警察に相談してください！！


