
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～6月30日現在( )内は6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

19 49 45 40 153
25 16 29 4 74
36 28 27 18 109

439 365 227 70 1101
70 98 117 74 359
(87) (68) (44) (16) (215)

(11) (27) (22) (5) (65)

(7) (12) (1) (3) (23)

(4) (2) (1) (0) (7)

(4) (3) (1) (0) (8)

夏の心得 カギかけて、声かけて、夜は明るく見通しよく！

夏
は
犯
罪
が
多
発
す
る
の
じ
ゃ
！

電
話
で
お
金
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話
に
ご
用
心
！

お
金
を
渡
す（
振
り
込
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）前
に
ま
ず
相
談
！

きょう一日。
非常時を生き抜く究極の五木メソッド55
著：五木 寛之　発行：徳間書店　\1,260

BOOK RANKING
平成23年7月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店
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天上紅蓮
著：渡辺 淳一　発行：文藝春秋　\1,680

日本中枢の崩壊
著：古賀 茂明　発行：講談社　\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

老いの才覚
著：曽野 綾子　発行：KKベストセラーズ　\800

ふしぎなキリスト教
著：橋爪 大三郎･大澤 真幸　発行：講談社　\882

おおきなかぶ、むずかしいアボカド
村上ラヂオ2

先送りできない日本
“第二の焼け跡”からの再出発
著：池上 彰　発行：角川書店　\760

著: 村上 春樹　画:大橋 歩　発行:マガジンハウス　\1,470

大災害から復活する日本
著：副島 隆彦　発行：徳間書店　\1,680

 真っ赤な天才レーシングカーのマッ

クィーンと、おんぼろレッカー車のメー

ターは仲良しのでこぼこコンビ。彼ら

が出場した日本、フランス、イギリスと

世界をまたにかけた世紀のレース“ワ

ールド・グランプリ”の裏では、実は巨

大な陰謀が動いていた。彼らの友情は

悪を打ち破ることができるのか!?

コクリコ坂から

シャンハイ

8/6～

8/19～

8/20～

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

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

彼らの“友情”が

“世界”を救う！

イースター･ラビットの
キャンディ工場 (吹)

(3D吹/2D字･吹)
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字･吹/2D字)

劇場版 NARUTO  -ナルト-
ブラッド･プリズン

8/27～

　　　 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 こちら葛飾区亀有公園前派出所 

THE MOVIE -勝どき橋を封鎖せよ!-

(3D吹/2D吹)

仮面ライダーオーズ WONDERFUL/海賊

戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE (3D/2D)

カンフー･パンダ2 (3D吹/2D吹)

神様のカルテ

日輪の遺産

(PG12)
上映中

上映中

上映中

8/6～

8/19～

8/27～

DISNEY / PIXAR

8/6～

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

上映中

上映中

上映中

上映中 こちら葛飾区亀有公園前派出所 
THE MOVIE -勝どき橋を封鎖せよ!-

上映中
カンフー･パンダ2

神様のカルテ 8/27～

(2D字･3D吹)

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

8/6～

8/19～

上映中

　2000年8月、大噴火により全島

民が避難することになった伊豆諸

島三宅島。その時、飼い主と離れ

ばなれになってしまった1匹の犬

がいた。噴火を生き抜いた復興の

シンボル犬ロックの、実話から生

まれた感動の物語。

一押しシネマワーナー･マイカル

上映中

ロック
-わんこの島-

上映中

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 (3D吹･3D字)

カーズ2 (3D吹)

仮面ライダーオーズ WONDERFUL 
将軍と21のコアメダル

海賊戦隊ゴーカイジャー THE MOVIE
空飛ぶ幽霊船

(3D吹)

(2本立て)

※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。

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

 278

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

88 88 月

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278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

応募数

1

2

3

1

2

9倍 3名
当選( )

11.2倍 5名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７７号
応募データ

応募総数 428名！ 57通 15名
当選( )

111通

77通 10名
当選( )

22.2倍 5名
当選( )

3

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10月31日(月)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)。

今月の星占い 月影沙織8.1-8.31

3.21~4.19誘いが多く、楽しい時間が増えそう。た

だし、仕事などに身が入りづらくなる恐れが。ノルマは

きっちり守って。海岸や花火○。                     

4.20~5.20トラブルが発生しがち。友人や親しい

同僚が味方になってくれるので、すぐに相談を。休日

は、いろいろな体験ができる場所へ。

5.21~6.21まめな情報交換が幸運をつかむコツ。

意識してメールや会話を増やすように。レジャーは口

コミで人気の場所が楽しめそう。

6.22~7.22趣味に没頭しすぎて、自分の世界に閉

じこもりがち。周囲と関係が悪くなるので、一緒の食

事や外出の機会を増やすこと。赤色吉。

7.23~8.22持ち前の知識や魅力を生かし、さまざ

まな場面で活躍できそう。ステキな異性との交際開始

の暗示も。車の運転は慎重にすること。

8.23~9.22取り越し苦労をしがち。慌てる前に事

実か確かめることを心がけて。レジャーは温泉でリ

ラックスがおすすめ。衝動買いに要注意。

9.23~10.23ユニークな発想ができるとき。会議な

どで積極的に発言して吉。新しい趣味を始めると、対

人関係も拡大。皮膚のトラブルに注意。

10.24~11.22やる気が空回りしがち。もっと周囲

の意見を聞いて、タイミングを見計らってから行動を。

休暇は和風旅館が○。忘れ物に注意。

11.23~12.21能力発揮の好機到来。活躍の場が広

がりそう。転職や留学に向けて行動開始するのにいい

期間。恋愛は問題解決するなど、進展が。 

12.22~1.19八方美人な態度で、予想以上に反感を

買う恐れ。賛成は得られなくても、自分の意見をハッ

キリ言うと好感度が高まる。ワイン吉。　　　　

1.20~2.18美容健康に関する耳より情報が。すぐ

に試せば、大きな効果を得られて魅力アップ。恋の出

会いもグンと増えそう。休日は公園へ。

2.19~3.20周囲に何かと頼りにされて多忙に。き

ちんと予定を管理しないとミスが出そう。体調にも留

意を。アウトレット店に注目して吉。

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

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(8/31消
印有効･当選は発送をもって発表)

　がんに立ち向かうためには、
「全体像を見る視点」と「簡単
でわかりやすい科学的な説
明」を知っておくことが大切。
予防から緩和ケアまで、がん
の不安に医師40人が答える。

最新！ がん治療
予防から緩和ケアまですべてがわかる

mabu

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( )

4名様4名様(晴雨兼用/ブルー)

山善18cm卓上扇風機

7

5名
当選( )

10:00～20:00(最終日17:00迄･入場は閉場の30分前迄)
前売り券:一般700円、高大生400円(当日各300円増)、
中学生以下無料/(問)松屋銀座 ℡03-3567-1211

8.24(水)-9.5(月)松屋銀座8階大催場

ハローキティアート展

1975年　プチパース
©1976,2011 SANRIO CO., LTD.

1980年　デジタルウォッチ
©1976,2011 SANRIO CO., LTD.

1981年　電話機
©1976,2011 SANRIO CO., LTD.

1996年　携帯ホルダー
©1976,2011 SANRIO CO., LTD.

本展ではハローキティのデザイナー・山

口裕子さんに焦点を当て、より自由な発

想で創作された｢現代アート作品｣として

のハローキティを初公開。キティ37年の

歴史も紹介するほか、本展限定のオリジ

ナルグッズを多数出品致します。

3

5組10名様

恐竜博2011
※詳細は1面をご覧
　下さい

©1976,2011 SANRIO CO., LTD.

2

10組20名様

ハローキティアート展
※詳細は下欄をご覧
　下さい

ティラノサウルス復元画
©Utako Kikutani

トリケラトプス
全身復元骨格

定価630円
広前大学大学院医学研
究科著

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

シネプレックス平塚
平日映画鑑賞券

山善18cm卓上扇風機

大英博物館 古代ギリシャ展

アズッロ･チーズケーキワークス
チーズケーキセット無料券

商品名 当選数 詳細

5

フラワーハーモニー 25名様

花の種3種セット:スイートピー (青春の喜び･門

出)、クリサンセマム(別名ノースポール/誠実)、
タイム(シソ科のハーブ。ハーブティー、肉･魚料理の

におい消しなどに使われる/活発) ※カッコ内は花言葉

4

6
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9月30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。

5名様

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！

ふれ朝見たでいつでもチーズケーキセット50円引き！

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)

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

男女兼用
折りたたみ日傘

湘南陶舎 角皿　2枚組 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。

■紫外線カット率：99.9％以上■本体:全長52.2cm（折

りたたみ時23cm）開いた時の直径90cm、親骨の長さ
50cm、194g■専用傘袋付き


