
　夫婦で出奔した佐久間森衛を討て、

との藩命を受ける海坂藩士･戌井朔

之助。しかし佐久間は親友、その妻の

田鶴は実の妹であった。父は「妹を

斬ってでも主命に従え」と言い放つ。

心が定まらないまま、二人を追う朔

之助。やがて、小川の辺に佇む家へ

出入りする田鶴の姿を発見する――

コクリコ坂から

アンダルシア 女神の報復

SUPER8(スーパーエイト)

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

7/8～

7/15～

7/16～

7/16～

7/16～

7/23～

7/29～

7/30～それいけ ! アンパンマン
すくえ!ココリンと奇跡の星

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

マイティ･ソー

アイ･アム･ナンバー4

7/2～

星守る犬

7/2～

X-MEN ファースト･ジェネレー
ション (字･吹)

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

藩命は、妹･田鶴の夫である

親友を討つことであった。

小川の辺制作委員会
あなたの初恋探します

(字･吹)

小川の辺

(字)
※3D上映ではありません

(3D･2D)

ハリー・ポッターと
死の秘宝 PART2

ロック -わんこの島-

トランスフォーマー
ダークサイド･ムーン

カーズ2 (3D吹)

劇場版 NARUTO  -ナルト-
ブラッド･プリズン

7/2～

7/30～

SUPER8(スーパーエイト)

　守ってくれる人も導いてくれる

師も失い、これまで以上に固い結

束を求められるハリーたち。しか

し、闇の力が、しっかりと結ばれ

たはずの3人の絆を引き裂いてい

く。最後の決戦を前に、ハリー･ポ

ッターが払う犠牲とは…。史上最

強のファンタジー、ついに完結!!

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

7/15 ～(金)

上映中

上映中

上映中

(字)

上映中

(2D字･3D吹)

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

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

上映中

パラダイス･キス

X-MEN
ファースト･ジェネレーション

星守る犬

(3D)

3Dミュージカルショー
ハローキティとオズの魔法の国

7/16～

アンダルシア 女神の報復

(字)

ハリー・ポッターと
死の秘宝 PART2
　　　 ポケットモンスター ベストウィ

ッシュ ビクティニと白き英雄レシラム

劇場版

　　　 ポケットモンスター ベストウィ

ッシュ ビクティニと黒き英雄ゼクロム

劇場版

コクリコ坂から 7/16～

7/15～

7/16～

上映中

上映中ハリー・ポッターと
死の秘宝 PART2 (2D字･3D吹)

(3D字･3D吹)

パイレーツ･オブ･カリビアン
-生命の泉-

プリンセス トヨトミ

上映中

上映中

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
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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

7 7 木

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277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

1
プレミアム会員限定プレゼントPremium

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8月31日(水)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9月30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)。

9 15名様
シネプレックス平塚

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)。

今月の星占い 月影沙織7.1-7.31

3.21~4.19予想外の出来事が発生しやすいが、前向

きに対応していけば良い経験に。レジャーは友人と夕涼

み会を。恋は時間をかけること。                     

4.20~5.20新聞や雑誌などにこまめに目を通すと、

色々役立つ情報が。レジャーは友人と小旅行などへ。

ただし、落とし物をしやすい点に注意。

5.21~6.21自分にピッタリの習いごとや趣味が見

つかりそう。興味あることは積極的に挑戦を。レ

ジャーはグルメで。買い物は新商品に注目。

6.22~7.22目上からの引き立てなどで、活躍の場

が広がりそう。自信を持って自分の考えを主張して。

でも手ごわいライバルが登場しそう。

7.23~8.22頑張った割には評価されないときだが、

あきらめずに続けることが重要。いずれ役立つことに。

休日はゆったりと温泉を楽しんで。

8.23~9.22グループ行動すると、失敗もなくツキ

に恵まれそう。恋愛は友人関係だった相手と発展。け

がをしやすいので歩調はゆっくりと。

9.23~10.23活動的になるのはいいが、計画に甘さ

が。行動を起こす前に、じっくり確認作業を。休日は

歴史上の人物に関係するスポットへ。

10.24~11.22挑戦したいと思っていたことを実践

する好機。仕事では今までの経験が生きるはず。レ

ジャーは遠方旅行が○。無駄遣いに注意。

11.23~12.21集中力がなく、無駄な行動が多いと

き。周囲のアドバイスをしっかり聞いて。恋は以前か

らの知人と進展しそう。寝不足に要注意。 

12.22~1.19宴席やレジャーの誘いが多く、楽しく

も忙しい日々に。ただ体力は減退気味なので、食事の

栄養バランスには気を配って。水色吉。　　　　

1.20~2.18周囲からの信頼が高まり、頼りにされ

る場面が増加。なるべく応えてあげるように。レ

ジャーは海やプールへ。くじ運良好。

2.19~3.20新しい趣味に夢中になるなど、楽しい

レジャーを過ごせるとき。ただし、やるべきことをサ

ボっては×。新規オープンの店○。

3.21~4.19予想外の出来事が発生しやすいが、前向

きに対応していけば良い経験に。レジャーは友人と夕涼

み会を。恋は時間をかけること。                     

4.20~5.20新聞や雑誌などにこまめに目を通すと、

色々役立つ情報が。レジャーは友人と小旅行などへ。

ただし、落とし物をしやすい点に注意。

5.21~6.21自分にピッタリの習いごとや趣味が見

つかりそう。興味あることは積極的に挑戦を。レ

ジャーはグルメで。買い物は新商品に注目。

6.22~7.22目上からの引き立てなどで、活躍の場

が広がりそう。自信を持って自分の考えを主張して。

でも手ごわいライバルが登場しそう。

7.23~8.22頑張った割には評価されないときだが、

あきらめずに続けることが重要。いずれ役立つことに。

休日はゆったりと温泉を楽しんで。

8.23~9.22グループ行動すると、失敗もなくツキ

に恵まれそう。恋愛は友人関係だった相手と発展。け

がをしやすいので歩調はゆっくりと。

9.23~10.23活動的になるのはいいが、計画に甘さ

が。行動を起こす前に、じっくり確認作業を。休日は

歴史上の人物に関係するスポットへ。

10.24~11.22挑戦したいと思っていたことを実践

する好機。仕事では今までの経験が生きるはず。レ

ジャーは遠方旅行が○。無駄遣いに注意。

11.23~12.21集中力がなく、無駄な行動が多いと

き。周囲のアドバイスをしっかり聞いて。恋は以前か

らの知人と進展しそう。寝不足に要注意。 

12.22~1.19宴席やレジャーの誘いが多く、楽しく

も忙しい日々に。ただ体力は減退気味なので、食事の

栄養バランスには気を配って。水色吉。　　　　

1.20~2.18周囲からの信頼が高まり、頼りにされ

る場面が増加。なるべく応えてあげるように。レ

ジャーは海やプールへ。くじ運良好。

2.19~3.20新しい趣味に夢中になるなど、楽しい

レジャーを過ごせるとき。ただし、やるべきことをサ

ボっては×。新規オープンの店○。

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(7/31消
印有効･当選は発送をもって発表)

　朝日新聞の3月12日朝刊～
4月12日夕刊の震災関連紙面
に加え、大震災当日の号外を実
物大付録で、翌々日の号外を
カラー口絵で収録。索引付き。

※お送りいただいたはがきで皆さまから提供された個人情
報は、厳重な管理の下、朝日新聞出版社の商品紹介に利用
させていただきます。

朝日新聞縮刷版

東日本大震災
特別紙面集成2011･3･11～4･12

定価1,575円

18cm卓上扇風機
(ホワイトブルー)

山善

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･日経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( )

フラワーハーモニー 25名様

花の種3種セット:なでしこ(思慕)、かすみ草(清

い心)、チャイブ(別名セイヨウアサツキ。刻んでスープ

やサラダ、オムレツの具などによくあう/柔軟性) ※カッ

コ内は花言葉

5

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～5月31日現在( )内は5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 37 44 37 130
21 14 28 4 67
32 25 26 18 101

352 297 183 54 886
59 71 95 69 294
(103) (71) (46) (14) (234)

(10) (19) (21) (14) (64)

(0) (7) (8) (3) (18)

(0) (2) (6) (2) (10)

(5) (5) (9) (1) (20)

●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！

6 湘南陶舎

青竹の大皿　1枚
2名様

直径約24cm。暑さで食欲が落ち
るこの季節も、涼しげなお皿で
食卓から涼を呼び込みましょう。

■本体:22.5×19×33.5cm
■消費電力:24/22W(50/60Hz)

■左右首振り機能付き

■上下角度調節可能

2名
当選( )

3名
当選( )

《新聞紙の上の裸婦》1993-94年
 紙，ジェッソ･鉛筆･水彩　150.0×182.0

磯江毅(1954-2007)は

大阪生まれ。大阪市

立工芸高校卒業後単

身でスペインに渡

り、30年余りの長き

にわたり、油彩によ

る写実絵画を探求し

た。やがてマドリー

ド･リアリズムの重

要な作家の１人として認められ、アントニオ･ロペ

ス･ガルシアなどから高い評価を受けた。本展は、

磯江の初期から絶作までの代表作約80点を一堂に

集め、彼の芸術の軌跡をたどる。

10:00-18:00(入館17:30迄)　月曜日(7/18･9/19は開館、翌日休館)

主催:練馬区立美術館(℡03-3577-1821)/朝日新聞社

7.12(火) 10.2(日)

▲

練馬区立美術館
休

《新聞紙の上の裸婦》1993-94年
 紙，ジェッソ･鉛筆･水彩　150.0×182.0

磯江毅
 ＝グスタボ･イソエ

【特別展】

4 特別展
磯江毅＝グスタボ・イソエ

※詳細は下欄をご覧
　下さい

《サンチェス･コタンの静物(盆の上のあざ
みとラディッシュ)》2000-01年
キャンバス,油彩 65.0×81.0

2

５名様

Azzurro CheeseCake Works
アズッロ･チーズケーキワークス

new
 face!チーズケーキセット

無料券(お好きなチーズケーキ
 1個とドリンク1杯)

沖縄で人気を博したチー
ズケーキ専門店が、サザ
ンビーチヒルズにOPEN！
常時12 ～3種類ある色ん
な“顔”のチーズケーキ
を楽しんで！

茅ヶ崎市中海岸4-12986-5サザンビーチヒルズ5F

ふれ朝見たでいつでもチーズケーキセット50円引き！

9:30～17:30(金曜は20:00迄･入館は閉館の各30分前迄)

休館日 月曜日(7/18、8/15、9/19は開館)、7/19(火)、9/20(火)

(問)ハローダイヤル ℡03-5777-8600

7.5(火)-9.25(日) 国立西洋美術館

ギリシャ黄金時代の傑作《円
盤投げ(ディスコボロス)》をは
じめ、大英博物館が世界
に誇るギリシャ･コレク
ションから厳選された彫
像、レリーフ、壺絵など
約135点を紹介します。

≪円盤投げ(ディスコボロス)≫後2世紀(原作:前450-前440年頃)/大理石
The Trustees of the British Museumc

写真右＝≪アフロディテ（ヴィーナス）像≫
ローマ時代（原作：前4世紀）/パロス産大理石

写真左＝≪黒像式頸（けい）部アンフォラ：ヘファイ
ストスのオリュンポスへの帰還≫前520年頃 / 陶器

3

５組10名様

大英博物館
古代ギリシャ展

※詳細は下欄をご覧
　下さい

The Trustees of the British Museumc

The Trustees of the British Museumc

朝日新聞社著

Summer Gospel 2011(7/24公演)

応募数

1

2

3

1

2
10名
当選( )9.2倍

19倍

高倍率
ふれあいプレゼント

２７６号
応募データ

応募総数 511名！ 64通 15名
当選( )

166通

92通 10名
当選( )

55.33倍

3

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

3名
当選( )

AM/FM 手回し充電
ラジオライト

WINTECH

シネプレックス平塚
平日映画鑑賞券

AM/FM 手回し充電
ラジオライト

WINTECH

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

5名様5名様

謎解きはディナーのあとで
著：東川 篤哉　発行：小学館　\1,575

原発大崩壊! 第2のフクシマは日本中にある
著：武田 邦彦　発行：KKベストセラーズ　\840

BOOK RANKING
平成23年6月5日～11日　協力：川上書店　ラスカ店

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

人生がときめく片づけの魔法
著： 近藤 麻理恵　発行：サンマーク出版　\1,470

絆回廊 新宿鮫Ⅹ
著：大沢 在昌　発行：光文社　\1,680

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

大人の流儀
著：伊集院 静　発行：講談社　\980

真夏の方程式
著：東野 圭吾　発行：文藝春秋　\1,700

なぜ、「これ」は健康にいいのか？
副交感神経が人生の質を決める
著：小林 弘幸　発行：サンマーク出版　\1,470

日本男児
著：長友 佑都　発行：ポプラ社　\1,400

著：福島 文二郎　発行：中経出版　\1,365
ディズニーの教え方
9割がバイトでも最高のスタッフに育つ

　　　 ポケットモンスター ベストウィ
ッシュ ビクティニと白き英雄レシラム
劇場版

　　　 ポケットモンスター ベストウィ
ッシュ ビクティニと黒き英雄ゼクロム
劇場版

５組10名様


