
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～9月30日現在( )内は9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

29 57 62 56 204
35 30 42 4 111
54 39 62 32 187

770 612 385 105 1872
115 145 158 110 528
(102) (71) (63) (11) (247)

(19) (9) (13) (12) (53)

(2) (1) (4) (6) (13)

(2) (2) (0) (0) (4)

(6) (5) (14) (6) (31)

今月の教訓 「次に狙われているのは、あなたです」

なりすまし詐欺になりすまし詐欺に
ご用心ご用心

警察官や金融機
関などの職員に
「キャッシュカード
を預かります」と
言われた

急に携帯電話の番号
が変わり、声が違う
ことを言い訳する

こんなことには要注意!!

湘南陶舎

白磁の卓上砂糖入れ

11.12(土)-12.25(日)

10:00～17:00(入館は閉館の30分前迄)

休館日 月曜(1/9は開館)、1/10、12/26～1/2
(問)ハローダイヤル℡03-5777-8600

山種美術館

前期

後期 -2.5(日)2012.1.3(火)
※前期･後期で作品は全点入れ
替えになります(合計約80点)

山種美術館創立45周年記念特別展

ザ･ベスト･オブ

山種コレクション

1966(昭和41)年、日本初の日本画専門の美術館とし
て誕生した山種美術館は、今年で開館45周年を迎え
ます。これを記念し、約1,800点の収蔵品の中から
名品を選りすぐり、特別展を開催いたします。

▼速水御舟〈名樹散椿【重要文化財】〉
1929(昭和4)年･紙本金地・彩色･山種美
術館蔵 ※前期展示 

　東洲斎写楽〈二代目嵐龍蔵
の金貸石部金吉〉1794(寛政6)
年･大判錦絵･山種美術館蔵 
※前期展示 

▼

▼速水御舟〈炎舞【重要文化
財】〉1925(大正14)年･絹本・彩色･ 
山種美術館蔵 ※後期展示 

著：康 熙奉(カン ヒボン)　発行：実業之日本社　\800
朝鮮王朝の歴史と人物
知れば知るほど面白い

マスカレード･ホテル
著：東野 圭吾　発行：集英社　\1,680

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

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

謎解きはディナーのあとで
著：東川 篤哉　発行：小学館　\1,575

BOOK RANKING
平成23年10月9日～15日　協力：川上書店　ラスカ店

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
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悲しみの効用
著：五木 寛之　発行：祥伝社　\1,200

百歳
著：柴田 トヨ　発行：飛鳥新社　\1,000

くじけないで　
著：柴田 トヨ　発行：飛鳥新社　\1,000

人生の収穫
著：曾野 綾子　発行：河出書房新社　\798

TANITA

※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

 281

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

11 7 月

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281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

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24年1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をご覧ください)。
※ペアチケットではありません。

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。

今月の星占い 月影沙織11.1-11.30

3.21~4.19未体験のことにチャレンジすると、自信

につながったり、ストレス解消に役立ったり。休日はコ

ンサートやイベントへ。赤色吉。                     

4.20~5.20悪気はないけれど、遠慮のない態度で

周囲の反感を買いやすいとき。相手のプライベートな

ことは口にしないで。紅葉狩り吉。

5.21~6.21実力を伸ばせる期間。新しい習いごと

や資格取得の勉強を。仕事も意欲的に取り組めて評価

上昇。恋愛は友情が愛情に変化しそう。

6.22~7.22物を紛失しやすいとき。書類や通帳な

どの管理は特に厳重に。レジャー先では羽目を外しや

すく、周囲に迷惑をかけてしまいそう。

7.23~8.22チャレンジ精神がツキを呼びそう。難

しいことでも、前向きにトライするようにして。恋愛

は発展的。理想のタイプと出会いそう。

8.23~9.22普段あまり会話しない相手とも会話す

ると、思った以上に楽しめ、耳寄り情報もゲットでき

そう。休日は温泉施設でゆっくりと。

9.23~10.23発言力が強まるとき。やりたいことが

あるなら、はっきり主張すると希望が通りそう。レ

ジャーはグループで楽しめるものを。

10.24~11.22周囲と意見が食い違うことが多く、

予定通りに仕事が進まず中止になることも。相手に譲

る気持ちを持って。休日はグルメ旅行へ。

11.23~12.21様々なことに興味を持てるとき。視

野が広がり、悩みを自力で解決できたり、仕事の良い

アイデアが浮かんできたりしそう。映画館○。 

12.22~1.19自分のこだわりを周囲に押し付けがち

に。衝突が増えることになるので、自制が大切。恋愛

では三角関係の恐れが。友人に相談を。　　　　

1.20~2.18イメチェンが成功しやすいとき。憧れ

の有名人のスタイルを参考にすると吉。食事やレ

ジャーは異国ムードあふれる場所が○。

2.19~3.20集中力が足りず、仕事でミスをしたり、

ケガをしたりしやすいとき。無理せずのんびりペース

で過ごすようにして。｢老舗｣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(11/30
消印有効･当選は発送をもって発表)

　｢源氏物語｣に強い影響を
与えた、一条天皇と后たち
の愛憎や皇位、政権をめぐ
る権謀術数を、史料と最新
の研究結果で物語に紡ぎ上
げた選書。

源氏物語の時代
一条天皇と后たちのものがたり

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

山本淳子著　定価1,365円

商品名 当選数 詳細

フラワーハーモニー 25名様

5組10名様

花の種3種セット:アスター (思い出)、クリサ
ンセマム(別名ノースポール/誠実)、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

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12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。

6
5名様

茅ヶ崎市中海岸4-12986-52サザンビーチヒ
ルズ5F／11時～20時／年末年始のみ休み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

シネプレ 水曜

活動量計

カロリズム ダイエット
AM-130(ブラック)

5
3名様

詳細は4面を
ご覧ください。
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丘 ｢
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▼

2

5組10名様

ザ･ベスト･オブ
山種コレクション
詳細は下記案内を
ご覧ください。

3

10名様

Mon bel ange
フランスパン1本引換券

カイジ2
人生奪回ゲーム

11/26～

11/11～

11/5～

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

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

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

上映中

上映中

上映中

上映中

マネーボール 11/11～

上映中

上映中

上映中

カイジ2 人生奪回ゲーム

ステキな金縛り
ONCE IN A BLUE MOON

 累計1,800万部を超える大人気コ

ミック｢カイジ｣シリーズ、待望の

映画第2弾。今回は原作者の福本

伸行氏も脚本に参加し、原作には

ないオリジナルゲームを考案。ド

ン底の人生から這い上がるため、

命懸けのゲームに挑め！

猿の惑星 創世記(ジェネシス)

カウボーイ＆エイリアン

インモータルズ
神々の戦い

怪物くん映画

11/5 ～(土)

サラリーマンNEO 劇場版(笑) 11/3～

ワーナー･マイカル･シネマズ茅ヶ崎
平日映画鑑賞券

NASA開発  防災ブランケット

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

6.3倍 10名
当選( )

11.67倍 10名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２８０号
応募データ

応募総数 538名！ 63通 10名
当選( )

99通 15.4倍 5名
当選( )20名

当選( )

77通 5名
当選( )法然と親鸞 ゆかりの名宝

法然と親鸞 ゆかりの名宝
防災用折りたたみヘルメット
タタメット

■サイズ:13mm×67mm×32mm■電源:電池
(CR2032)×1個■総重量:(約)22g(電池含む)

総消費エネルギー量、消費目標、摂
取目標、今日の達成度、24時間カロ
リズムグラフ、歩数をそれぞれ過去
14日間分記録します。 

1911 (吹･字)

2011｢劇場版サラリーマンNEO｣製作委員会

ハンナ

 万年業界5位の｢NEOビール｣に入社

した新城。配属された営業一課は阪

神タイガースにしか興味がない課長、

5年も契約が取れない営業など一癖

ある人物ばかり。契約も取れず鬱々

と過ごす新城だったが、ある日の企

画会議中、その場しのぎに提案した

｢セクシービール｣にGOサインが！
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

(3D吹･2D吹)

11/3(木)公開 サラリーマンNEO劇場版(笑)

コンテイジョン

11/3～

11/5～

11/5～

11/5～

11/11～

11/11～

11/12～

11/19～

11/19～

11/19～

11/23～

11/26～

11/26～

サラリーマンNEO 劇場版(笑)

カイジ2 人生奪回ゲーム

マネーボール

インモータルズ
神々の戦い

アントキノイノチ

アーサー･クリスマスの
大冒険

怪物くん映画

ハードロマンチッカー

(3D･2D)

社長！
こんな商品出したら、
業界の笑いものです！

(R15+)

(PG12)ラスト･エクソシズム
2週間限定

僕達のアフタースクール
特別上映1,800円均一

2週間限定

(3D吹･2D字)

(PG12)

11/26～ハッピーフィート2
踊るペンギンレスキュー隊

(2D吹)

平成23年11月30日(水)迄有
効。こんがり香ばしく、中
はもちもち。ハード系が大
好評のパン屋さん！1つか
らの取り置き注文もOK。

※商品受け取りは
12時半以降となります。

モンベランジュ

日光東照社参詣図屏風
江戸時代
江戸東京博物館蔵 

▲

約8.5×8.5×5.5cm。使
いやすく、どんな食卓にも
合うシンプルなデザイン。

日光東照宮と将軍社参
ご招待券
※期間が短いため先着順となります


