
9:00～17:00開園時間

小人
（４歳～中学生）

高校生･大学生

専門学校生

大人

６５歳以上の方

２，８００円

１，４００円

２，１００円

１，９６０円

Kamogawa
SEA WORLD

鴨川シーワールド
※チケット販売は閉園1時間前迄

TEL04-7093-4803
千葉県鴨川市東町1464-18

http://www.kamogawa-seaworld.jp

車：館山自動車道 君津I.C.より約35km
アクアライン高速バス:東京駅から約2時間）（

※

※学生証をご提示下さい

2011年の夏は、 南房総へ行こう2011年の夏は、 南房総へ行こう

高峰秀子との仕事1 初めての原稿依頼
著：斎藤 明美　発行：新潮社　\1,575

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

報道写真全記録 2011.3.11-4.11
東日本大震災
著:朝日新聞社･朝日新聞出版 発行:朝日新聞出版 \1,575

BOOK RANKING
平成23年5月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店
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日本復興計画
著：大前 研一　発行：文藝春秋　\1,200

大人の流儀
著：伊集院 静　発行：講談社　\980

いねむり先生
著：伊集院 静　発行：集英社　\1,680

謎解きはディナーのあとで
著：東川 篤哉　発行：小学館　\1,575

心を整える。
勝利をたぐり寄せるための56の習慣
著：長谷部 誠　発行：幻冬舎　\1,365

老いの才覚
著：曽野 綾子　発行：KKベストセラーズ　\800

特別報道写真集 東日本大震災 2011.3.11
1カ月の全記録
発行：共同通信社　\1,000
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6/25～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

岳 -ガク- 上映中

アンノウン

(R15+)ブラック･スワン

パイレーツ･オブ･カリビアン
-生命の泉-

上映中

上映中

上映中(3D字･3D吹･2D字)

アジャストメント

プリンセス トヨトミ

上映中

上映中

マイ･バック･ページ 上映中

パラダイス･キス

軽蔑 (R15+)

6/4～

星守る犬

6/4～

ゴーカイジャー ゴセイジャー
スーパー戦隊199ヒーロー大決戦

X-MEN ファースト･ジェネレー
ション (字･吹)

さや侍

LUNA SEA 3D IN LOS ANGELES

SUPER8(スーパーエイト)

(3D)

アンダルシア 女神の報復

　'69年。理想に燃える記者沢田は

日々活動家を追っていた。2年後、

沢田は梅山と名乗る男から接触を受

ける。「銃を奪取し武器を揃えて、

われわれは4月に行動を起こす」。疑

念を抱きながらも、梅山に不思議な

親近感を覚える沢田。そして「駐屯

地で自衛官殺害」の事件が起きる。
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

公開中公開中 マイ･バック･ページ

その時代、暴力で世界は

変えられると信じていた─

2011映画『マイ・バック・ページ』製作委員会

SUPER8(スーパーエイト)

GANTZ PERFECT ANSWER (PG12)

　とある夏の日、山中に放置され

たワゴン車から身元不明の中年男

性と犬の遺体が発見された。男性

の遺体は死後半年経過しているに

もかかわらず、犬の遺体は死後1
カ月しか経っていなかった。犬は

なぜ、男のそばに寄り添って死ん

だのか。そこには悲しくも切ない、

心温まる旅の軌跡があった。

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

6/11 ～(土)

上映中

上映中

上映中

(字)上映中

(3D字･3D吹)

パイレーツ･オブ･カリビアン
-生命の泉-

6/11～ゴーカイジャー ゴセイジャー
スーパー戦隊199ヒーロー大決戦上映中

名探偵コナン
沈黙の15分(クオーター)

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

(3D)

6/4～

岳 -ガク-

ブラック･スワン (字･R15+) 上映中

6/18～

星守る犬

プリンセス トヨトミ

パラダイス･キス 6/4～

X-MEN
ファースト･ジェネレーション

6/11～

星守る犬

3Dミュージカルショー
ハローキティとオズの魔法の国

6/11～

6/24～

ポケットドルツPanasonic

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

 276

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

66 77 火

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276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

プレゼントRegular

2

1
プレミアム会員限定プレゼントPremium

応募数

1

2

3

1

2

8.67倍 3名
当選( )

5.4倍 5名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７５号
応募データ

応募総数 439名！ 83通 5名
当選( )

91通

85通 10名
当選( )

18.2倍 5名
当選( )

3

商品名 当選数 詳細

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7月29日(金)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8月31日(水)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をご覧ください)。

9 15名様
シネプレックス平塚

平日映画鑑賞券

平成23年7月29日(金)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をご覧ください)。

湘南陶舎

白磁・カップ＆ソーサ　2客組
3名様6

今月の星占い 月影沙織6.1-6.30

3.21~4.19新しいことにトライすると、充実する期

間。友人が夢中になっていることに注目を。レジャーは

人数限定のイベントや宿へ。                     

4.20~5.20穏やかな運気。ただ、欲張ってしまう

とトラブルが発生するので、何ごともほどほどに。買

い物では掘り出し物を発見。くじ運吉。

5.21~6.21パワフルに動け、自分に反対している

人物も説得して味方にできるとき。何ごとも強気で○。

恋も積極的に動けば、親密度アップ。

6.22~7.22ささいなことで傷つき、不安になると

き。楽しい内容のテレビや雑誌などを見て、気分を明

るく保つようにして。ハーブ類が吉。

7.23~8.22新たな挑戦をしたいという気持ちが高

まる期間。今まで全く興味のなかったことに取り組む

と吉。グループでの行動がツキを呼ぶ。

8.23~9.22身近な人物と意見が合わなかったり、

仕事でミスしたりと落ち込むことが多い暗示。同年齢

の友人に相談○。和風のものが吉。

9.23~10.23直感を信じて行動すれば、順調に物ご

とが進展。真剣に取り組めば、難関とされることもク

リアできそう。恋愛は素直に告白。

10.24~11.22家族や恋人との時間を意識して増や

すと、より良い関係に。レジャーは有名温泉やリゾー

トでのんびりと。懸賞などに当選しそう。

11.23~12.21持ち前の魅力が輝くとき。誘いが多

くなり、異性からのアピールも増えそう。仲が悪かっ

た相手と和解できる暗示も。美容院吉。 

12.22~1.19仕事や家事などが忙しく、常に疲労気

味に。食事をしっかり取らないと、ダウンしそう。年

下の友人や同僚が力になってくれる。　　　　

1.20~2.18気力があふれ、多少の困難を前にして

もひるまないとき。重要な仕事も立派にでき、高評価

をゲット。レジャーは大型イベントへ。

2.19~3.20周囲と意見が分かれ、普段スムーズな

ことがうまくいかないとき。焦らず、冷静に時間をか

けて処理すること。名作ものにツキ。

3.21~4.19新しいことにトライすると、充実する期

間。友人が夢中になっていることに注目を。レジャーは

人数限定のイベントや宿へ。                     

4.20~5.20穏やかな運気。ただ、欲張ってしまう

とトラブルが発生するので、何ごともほどほどに。買

い物では掘り出し物を発見。くじ運吉。

5.21~6.21パワフルに動け、自分に反対している

人物も説得して味方にできるとき。何ごとも強気で○。

恋も積極的に動けば、親密度アップ。

6.22~7.22ささいなことで傷つき、不安になると

き。楽しい内容のテレビや雑誌などを見て、気分を明

るく保つようにして。ハーブ類が吉。

7.23~8.22新たな挑戦をしたいという気持ちが高

まる期間。今まで全く興味のなかったことに取り組む

と吉。グループでの行動がツキを呼ぶ。

8.23~9.22身近な人物と意見が合わなかったり、

仕事でミスしたりと落ち込むことが多い暗示。同年齢

の友人に相談○。和風のものが吉。

9.23~10.23直感を信じて行動すれば、順調に物ご

とが進展。真剣に取り組めば、難関とされることもク

リアできそう。恋愛は素直に告白。

10.24~11.22家族や恋人との時間を意識して増や

すと、より良い関係に。レジャーは有名温泉やリゾー

トでのんびりと。懸賞などに当選しそう。

11.23~12.21持ち前の魅力が輝くとき。誘いが多

くなり、異性からのアピールも増えそう。仲が悪かっ

た相手と和解できる暗示も。美容院吉。 

12.22~1.19仕事や家事などが忙しく、常に疲労気

味に。食事をしっかり取らないと、ダウンしそう。年

下の友人や同僚が力になってくれる。　　　　

1.20~2.18気力があふれ、多少の困難を前にして

もひるまないとき。重要な仕事も立派にでき、高評価

をゲット。レジャーは大型イベントへ。

2.19~3.20周囲と意見が分かれ、普段スムーズな

ことがうまくいかないとき。焦らず、冷静に時間をか

けて処理すること。名作ものにツキ。

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

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(6/30消
印有効･当選は発送をもって発表)

　疾患別に漢方の最新治療を
紹介。漢方初心者から本格的
に漢方に取り組みたい人まで
お勧めのムック。漢方が処方
できる医師リスト、症状別の
病院案内など実用情報も満載。

※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。   

〈週刊朝日ムック〉
本当に頼れる漢方医が治す！

本格漢方

定価780円

AM/FM 手回し充電
ラジオライト

WINTECH

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( )

3名様3名様(ホワイト)

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)、なでしこ(思慕)、青ジソ(力が

よみがえる) ※カッコ内は花言葉
5

3

【特別展】｢写楽｣無料鑑賞券

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

ポケットドルツPanasonic

【特別展】｢写楽｣無料鑑賞券

2枚組
湘南陶舎
フラワーディッシュ

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
2011年1月1日～4月30日現在( )内は4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！
※数値は手集計によるもので、確定ではありません

茅 藤 綾 計藤北

車上狙い

ひったくり

空き巣狙い

自転車盗

オートバイ盗

署管内別
罪名別

12 30 36 34 112
21 12 22 2 57
27 20 17 17 81

249 226 137 40 652
49 52 74 55 230
(69) (72) (42) (16) (199)

(16) (14) (24) (9) (63)

(6) (8) (5) (3) (22)

(6) (0) (12) (0) (18)

(4) (8) (4) (3) (19)

●自転車やバイクの盗難多し。

防犯対策を強化してください。

ガソリン盗にも要注意！！

ご　用　心　！

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！

震災に乗じた巧妙な詐欺に

くれぐれもご注意ください！

事故や犯罪に巻き込まれないよう、自分自身がしっかりと！

グローリー･ゴスペル･シンガーズ from N Y

※詳細は4面をご覧ください

Summer Gospel 2011招待券

7/21（木）19:00 ～

横浜関内ホール

2組4名様

7/24（日）14:00 ～

平塚市民センター

2組4名様

4

鴨川シーワールド招待券

５組10名様

※詳細は下記広告をご覧ください

パッとお花が咲いたような、
愛らしい容姿。ティータイム
はもちろんスープにも。

※カップに取っ手はついていません

受信周波数範囲:AM 530-1620KHz / FM  76.0-90MHｚ■本
体:132×50×88mm、280g■3LEDライト、6LEDランタン搭
載（切換え式）■緊急携帯電話充電用アダプタ付属（3種）

5名
当選( )


