
｢通貨｣を知れば世界が読める
“1ドル50円時代”は何をもたらすのか？
著：浜 矩子　発行：PHP研究所　\840

著：中平 龍二郎　発行：風人社　\2,205
キャーッ！ 大山街道!!
未知の道シリーズ4

新･堕落論 我欲と天罰
著：石原 慎太郎　発行：新潮社　\756

下町ロケット
著：池井戸 潤　発行：小学館　\1,785

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
著：タニタ　発行：大和書房　\1,200

BOOK RANKING
平成23年9月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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官僚の責任
著：古賀 茂明　発行：PHP研究所　\756

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

体脂肪計タニタの社員食堂
500kcalのまんぷく定食
著：タニタ　発行：大和書房　\1,200

マスカレード･ホテル
著：東野 圭吾　発行：集英社　\1,680

人生の収穫
著：曾野 綾子　発行：河出書房新社　\798

(字)

カウボーイ＆エイリアン
ワイルド･スピード
MEGA MAX

一命

 晴子の夫･幹男はポジティブな性格

で、仕事もバリバリこなすスーパー

サラリーマン。そんな彼がある朝｢死

にたい｣と呟いて以来、2人の生活は

一変する。診断の結果はうつ病(心因

性うつ病)。力を合わせて病気を乗り

越えていこうとする夫婦に待ってい

た、ある奇跡のような出来事とは――
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

人生は晴れたり、
曇ったり…。

ランゴ

ミッション:8ミニッツ

2011｢ツレがうつになりまして。｣製作委員会

(字･吹)

(PG12)

とある飛空士への追憶

天国からのエール
スマグラー
おまえの未来を運べ

10/8(土)公開 ツレがうつになりまして。 キャプテン･アメリカ
ザ･ファースト･アベンジャー

DOG×POLICE(ドッグポリス)

純白の絆

はやぶさ HAYABUSA

猿の惑星
創世記(ジェネシス)

(字･吹)

夜明けの街で

ツレがうつになりまして。

(字)

三銃士 王妃の首飾りとダ･
ヴィンチの飛行船

ステキな金縛り
ONCE IN A BLUE MOON

10/1～

10/1～

10/1～

10/1～

10/1～

10/7～

10/8～

10/8～

10/14～

10/15～

10/22～

10/22～

10/22～

10/28～

10/28～

10/29～

ワールドプロレスリング

G1クライマックス2011(3D)

10/29～

10/29～

10/28～

10/22～

10/7～

上映中
～10/10

三銃士 王妃の首飾りとダ･
ヴィンチの飛行船

れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー

れっしゃナンバーワン大集合

ワイルド･スピード
MEGA MAX

ギンギラ太陽’sはじめてモノ語り

ボーン･トゥ･ラン 夢の超特急

DOG×POLICE(ドッグポリス)

純白の絆

　　 スイートプリキュア♪
とりもどせ！心がつなぐ奇跡のメロディ

映画はやぶさ HAYABUSA

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎 音声ガイダンス 0467-57-1000

一押しシネマワーナー･マイカル

10/10上映中～ (月)

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

猿の惑星 創世記(ジェネシス)

カウボーイ＆エイリアン 10/22～

上映中

上映中

上映中

世界侵略:
ロサンゼルス決戦

(PG12)

アンフェア the answer

スパイキッズ4D:
ワールドタイム･ミッション

モテキ

ワールドプロレスリング
G1クライマックス2011 (3D)

うさぎドロップ

ステキな金縛り
ONCE IN A BLUE MOON

10/15～
10/28

 新日本プロレスが世界に誇る“真

夏の最強戦士決定戦”を、迫力の3D
映像で上映。さらに、10月2日(日)に

は、優勝者･中邑選手をお迎えし、

優勝記念のレッドカーペット＆舞

台挨拶も開催！ 詳細は劇場にお問

い合わせを。

朝日新聞の漢字用語辞典

LOGOSロケットパワーLEDランタン

LOGOSロケットパワーLEDランタン

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

株式会社イエロー

※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

 280

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

10 7 金

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280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

月曜ワーナー
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

8.3倍 10名
当選( )

12.5倍 10名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２７９号
応募データ

応募総数 518名！ 83通 10名
当選( )

125通 33倍 3名
当選( )

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12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)。
※ペアチケットではありません。

9 15名様
シネプレックス平塚

平日映画鑑賞券

平成23年11月30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)。
※ペアチケットではありません。

今月の星占い 月影沙織10.1-10.31

3.21~4.19対人関係が活発になり外出の機会が増え

そう。レジャーはイベントやコンサートへ。プレゼント

や土産をもらう機会が多い予感。                     

4.20~5.20面倒なことを押し付けられるなど、貧

乏くじを引かされがち。でも、愚痴や文句を言うのは

避けて。健康に関して耳寄り情報入手。

5.21~6.21友人からの助言は、耳が痛いことでも

素直に聞くと○。レジャー運好調。積極的に企画を立

て、あなたから周囲を誘って正解。

6.22~7.22趣味などに夢中になりすぎ、仕事や勉

強がおざなりに。重要な約束を忘れないよう注意して。

ショッピングは買いすぎないこと。

7.23~8.22的確な発言と素早い行動で、周囲の信

頼を得られるとき。職場ではリーダーとして活躍でき

そう。体調管理は普段より万全に。

8.23~9.22他人の秘密や意外な事実を知ってしま

うことが。口外は禁物。見る目が肥えるので、高額の

買い物も○。休日は近場に出かけて。

9.23~10.23ファッションやヘアスタイルを大胆に

変えれば魅力アップ。浮かんだアイデアは積極的にア

ピールを。休日はバスや電車の旅が吉。

10.24~11.22上司や友人、家族との意見に食い違

いが出そう。とことん話し合うと、より良い関係に。

疲れたときは、アロマや温泉を利用して。

11.23~12.21カルチャーショックを受ける出来事

が。前向きに受け入れると、人生観が豊かに。レ

ジャーは外国ムードがある場所や、海外へ。 

12.22~1.19マナーやルールをしっかり守らないと、

かなり厳しい注意を受けそう。習いごとを始めるなら、

資格取得できるものがオススメ。　　　　

1.20~2.18憧れの人物のファッションや生活スタ

イルを参考にすると、毎日をイキイキと過ごせるよう

に。ニューオープンの場所に幸運あり。

2.19~3.20予定が次々と変更になり、振り回され

がち。しっかりメモして、忘れものや連絡ミスのない

ように。休日は紅葉の名所に行くと吉。

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(10/31
消印有効･当選は発送をもって発表)

　入り乱れる放射能情報を
整理し、わかりやすくまと
めた決定保存版。線量値の
読み取り方や安全の見極め
方、危険を減らす日常生活
法などを解説する。

放射能から家族を守る
安全･安心の知識

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

7

10名
当選( )

那須正夫、岡本晃典、石井
信昌著　定価1,050円

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)、矢車草(幸運･幸福)、レモンバーム(レモンの

香りがする葉は、ハーブティー、ハーブバス、ポプリ等に

用いられる/思いやり) ※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11月30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。

5名様

茅ヶ崎市中海岸4-12986-52サザンビーチヒ
ルズ5F／10:00～20:00／第1･3木曜定休

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

湘南陶舎

白磁のケーキ皿　2枚組
5名様

直径約 15cm。フチを飾
るレース模様の様な小さ
な穴がポイントです。

シネプレ 水曜

99通 3名
当選( )

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

防災用折りたたみヘルメット

タタメット(ブラック)

朝日新聞の漢字用語辞典

■サイズ（頭周囲）:53cm ～ 62cm
■立体時:(約)23.5cm×17.5cm×31.5cm
  格納時:(約)34.5cm×21cm×3.5cm
■総重量:(約)335g
■厚生労働省「保護帽の規格」による
 「飛来・落下物用」型式検定合格品

国宝 ｢阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)｣
京都･知恩院蔵 ＜10/25～11/13展示＞

▲

2

5組10名様

法然と親鸞 ゆかりの名宝

詳細は下記案内を
ご覧ください。

法
然
と

親
鸞

ゆ
か
り
の
名
宝

〈
特
別
展
〉

法
然
上
人
八
百
回
忌･

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
忌

10.25(火)-12.4(日)東京国立博物館平成館

9:30～17:00(金曜は20:00迄･入館は閉館の各30分前迄)
月曜休館/主催:東京国立博物館、朝日新聞社ほか
(問)ハローダイヤル℡03-5777-8600

鎌倉仏教を代表する２つの宗派の宗祖と
なった法然と親鸞。｢選択本願念仏集｣や
｢教行信証｣｢歎異抄｣など２人の思想をあ
らわす書物や、絵伝、肖像などで生涯を
紹介しながら、師弟の関係性に焦点をあ
てた展示です。展示総数約１９０件。

▲｢法然上人像(隆信御影)｣
 〔部分〕京都･知恩院蔵
　＜11/15～12/4展示＞

▲国宝 ｢法然上人絵伝｣〔部分･説法場面〕京都･知恩院蔵　＜10/25～11/6展示＞

▼重要文化財
　｢親鸞聖人像(熊皮御影)｣
 〔部分〕奈良国立博物館蔵
　＜10/25～11/6展示＞

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～8月31日現在( )内は8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

27 56 58 50 191
33 28 42 4 107
48 34 48 26 156

668 541 322 94 1625
96 136 145 98 475
(105) (96) (51) (15) (267)

(13) (13) (21) (13) (60)

(6) (3) (7) (4) (20)

(5) (10) (10) (0) (25)

(8) (5) (13) (6) (32)

今月の教訓

6割強が無施錠！！

ダブルロックで

愛車を守れ！

「鍵をかけない自転車は、ちょっとのスキに盗まれる」

3

20名様

NASA開発  防災ブランケット
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、シグナルミラーとしても
活躍します。


