
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～12月31日現在 ( )内は12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

53 71 94 78 296
49 35 52 6 142
72 46 85 47 250

1109 812 517 139 2577
193 198 199 130 720
(81) (59) (36) (15) (191)

(23) (18) (11) (6) (58)

(8) (4) (11) (9) (32)

(5) (0) (3) (0) (8)

(7) (0) (10) (6) (23)

今月の教訓 または最寄の警察署や交番・駐在所へ

⇒

急を要しない相談ごとや照会等は

などなど

△△警察署の電話番号を教えて！△△警察署の電話番号を教えて！

○○までの道を聞きたい○○までの道を聞きたい

交通情報が知りたい交通情報が知りたい

こんな１１０１１０番は困ります番は困ります
こんな

池上彰のお金の学校
知らないと損する

著：池上 彰　発行：朝日新聞出版　\798

50歳を超えても30代に見える生き方
「人生100年計画」の行程表

著：南雲 吉則　発行：講談社　\920

小澤征爾さんと、音楽について話をする
著：小澤 征爾 ･村上 春樹　発行：新潮社　\1,680

日本海軍はなぜ過ったか
海軍反省会四〇〇時間の証言より　
著：澤地 久枝・半藤 一利・戸高 一成 発行：岩波書店 \1,680

清貧と復興 土光敏夫100の言葉
著：出町 譲　発行：文藝春秋　\1,400

わたしの暮らしのヒント集
著：暮しの手帖編集部　発行：暮しの手帖社　\1,365

十字軍物語3
著：塩野 七生　発行：新潮社　\3,570

BOOK RANKING
平成24年1月1日～15日　協力：長谷川書店　ネスパ店
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2
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4
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6
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親鸞 激動篇 上･下
著：五木 寛之　発行：講談社　各\1,575

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

スピリチュアル･パワーブック
すべての災厄をはねのける

著：江原 啓之　発行：中央公論新社　\1,260

(土) - 3.31(土)1.21

東京都港区虎ノ門4-1-35西久保ビル(日比谷線･神谷町駅徒歩6分)

10:00～18:00(入館は17:30迄) 休館日 月曜日

菊地寛実記念 智美術館 (℡03-5733-5131)

金重有邦
生まれくるもの

金重有邦(かねしげ･ゆうほう)氏は、岡山県備前市伊

部に昭和25(1950)年、陶芸家･金重素山(そざん)の

三男として生まれ、武蔵野美術大学で彫刻を学

んだのち父のもとで陶芸を始めた。父の兄は備

前焼中興の祖とされる金重陶陽(とうよう＝1896～

1967)で、伯父と父は古備前の再興に尽力し、現

代の備前焼の展開に大きな影響を及ぼした。有

邦氏の作陶も彼ら二人が築いた礎の上にあり、

独自の作風も展開している。本展では、およそ

80点の花入、水指、甕(かめ)、茶器、茶碗を展示

する。※一部展示入れ替えあり

伊部耳付壺水指
2005年、高26.7×26.0×26.0 (撮影:尾見重治)

伊部耳付花入
2010年、高22.3×13.0×10.7
(撮影:尾見重治) 

伊部茶盌
2011年、高8.9×13.0×12.5
(撮影:尾見重治) 

2名様湘南陶舎 菱形皿　2枚組

約18cm×13.5cm。ちょ
っと変わったフォルムが
食卓のアクセントに。

3

5組10名様

詳細は6面を
ご覧ください。

中村正義
－新たなる全貌

≪男≫ 1963年
紙本着彩,ダンボール,161.9×129.7

2

10組20名様

詳細は下記案内を
ご覧ください。

金重有邦
生まれくるもの

伊部鍔口花器  2009年
(左)高68.2×17.2×16.7(右)高64.7×16.1×16.9 
 (撮影:尾見重治)

ふれ朝編集部厳選!? お楽しみ袋

Canon PowerShot A2200

※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

 284

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

応募締切

2 7 火

必着

でご応募可！

アクセス ｢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/

(7)第284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

Regular

1
プレミアム会員限定プレゼントPremium

8

9

今月の星占い 月影沙織2.1-2.29

3.21~4.19受け身の姿勢で、何ごともスムーズに。

買い物では長年の悩みを解決してくれるグッズとの出合

いが。休日は温泉を堪能して。                     

4.20~5.20集中力がなく、ミスしがち。同世代の

友人や同僚に支援を頼んで。新たに夢中になれる趣味

が見つかりそう。現代アートに触れると○。

5.21~6.21複雑な運気。状況が次々と変わるので、

こまめに周囲とコミュニケーションをとって柔軟に対

応を。ユニークなテーマの展覧会吉。

6.22~7.22仕事や勉強は新たな展開をみせ、やり

がいを感じられるように。レジャーは初めての場所に

出かけるとリフレッシュ効果が高め。

7.23~8.22新しいファッションや髪型を試すと、

魅力が引き立ち注目度がアップ。異性から誘われる機

会が増加。評判の高い映画を見ると吉。

8.23~9.22ヒラメキがさえるので、企画立案やレ

ポート作成は積極的に。飲み会やグループレジャーが

きっかけで気の合う友人ができそう。

9.23~10.23レジャーやイベントを楽しめるとき。

少人数での参加がポイント。仕事や勉強はやり直しが

増えるが、最後は高評価を得られそう。

10.24~11.22率直すぎる発言で周囲と摩擦が発生

しがち。あえて遠回しや言い方を心がけて。カラオケ

やゲームがストレス発散になりそう。

11.23~12.21その場の雰囲気や勢いで行動すると

後悔する羽目に。しっかり計画を立てること。レ

ジャーはクラフト体験ができるスポットへ。 

12.22~1.19仕事や勉強はグループで処理すると○。

周囲のやり方が参考になり、今後役立ちそう。飲み会

やレジャーで気になる人が登場。　　　　

1.20~2.18周囲のお勧めを取り入れると、意外な

楽しみや魅力を発見できそう。恋愛は見合いや紹介に

ツキ。高額の買い物は大失敗の恐れ。

2.19~3.20マイナス思考に陥りやすく、それが実

際に不運を呼び込むことに。常に前向きになれるよう、

｢成功｣がキーの本や、DVDを。赤色吉。

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
版販売部宣伝課｢ミニコミ｣係へ(2/29消印有効･当選

は発送をもって発表)

　武家の頂点に立った平清
盛は、朝廷の権力を奪い、
武士の王朝を作る革命を起
こそうとした。本書は「平家
物語」に描かれたのとは異な
る、真実の清盛像に迫る。

図解 中世の革命児

平清盛の真実

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( )

1名様1名様

元木泰雄著　定価1,155円

商品名 当選数 詳細

4

7

6

シネプレ 水曜

5

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4月27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。

15名様
シネプレックス平塚

平日映画鑑賞券

平成24年3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。

フラワーハーモニー 25名様

花の種3種セット:アサガオ(愛情)、コスモス（乙

女の真心)、カモミール(乾燥させた花をハーブティー

にすると、体を温めてリラックスさせる効果が。リンゴ

のような優しい香り。/親交･仲直り） ※カッコ内は花言葉

オートバックス辻堂店

2,000円分お買い物券 10名様
平成24年3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
茅ヶ崎市中海岸4-12986-52サザンビーチヒ
ルズ5F／11時～20時／定休日なし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

KBA-4501-PUM(パンプキン)

サーモス

ふれ朝編集部厳選!? お楽しみ袋

応募数

19.4倍 5名
当選( )

20.1倍 10名
当選( )

高倍率
ふれあいプレゼント

２８３号
応募データ

応募総数 582名！ 74通 2名
当選( )

201通 37倍 2名
当選( )10名

当選( )

97通 5名
当選( )

2/11 ～(土)

はやぶさ
遥かなる帰還

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

　はやぶさの歴史的偉業を描くト

ゥルー･ストーリー。主演に渡辺謙

を迎え、プロジェクトチームとは

やぶさによる重厚な物語が描かれ

る。管制室を完全再現するなど、

日本の科学者たちの魂の挑戦に、

映画人が魂を込めて挑む。

マジック･ツリー
ハウス

フライトナイト
恐怖の夜 (2D字)

(字･吹)

ミッション:インポッシブル 
ゴースト･プロトコル

ロボジー
ROBO-G

マイウェイ
12,000キロの真実

ALWAYS 三丁目の

夕日’64 (3D･2D)

海賊戦隊ゴーカイジャー 
VS 宇宙刑事ギャバン
THE MOVIE

麒麟の翼
劇場版･新参者

(3D)
劇場版 テンペスト3D

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

上映中

日本列島
いきものたちの物語

2/4～

上映中

上映中

上映中

2週間限定･再上映

スマーフ

2週間限定･再上映

ドラゴン･タトゥー
の女

はやぶさ
遥かなる帰還

逆転裁判

TSY タイムスリップ
ヤンキー　　1週間限定

TIME (タイム)

ものすごくうるさくて、
ありえないほど近い

映画 プリキュアオール
スターズDX22/4～

2/10～

2/11～

2/4～

2/11～

2/11～

2/17～

2/18～

2/18～
くまのプーさん

2週間限定･再上映

(R15+)

　小さな山村に突然、ゾンビ映画の

撮影隊がやってきた。木こりの克彦

は新人監督の幸一と出会い、成り行

きで彼らを手伝うことに。現場をま

とめることができずパニック寸前の

幸一にイライラする克彦だったが、

撮影が進むにつれ、2人の間には

徐々に奇妙な友情が生まれていく。
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

2/11(土)公開

2/11～

2/11～

2/3～

2/4～

2/10～ 2/18～

トワイライト･サーガ
ブレイキング･ドーンPart.1

2/18～アフロ田中

2/25～

2/17～ペントハウス

日本列島
いきものたちの物語

ドラゴン･タトゥーの女
(字･R15+)

キツツキと雨

はやぶさ 遥かなる帰還

TIME (タイム) (字)

2/11～

逆転裁判

ものすごくうるさくて、
ありえないほど近い

顔のないスパイ 2/25～

無骨なキコリと

気弱な映画監督の

ちょっといい出会い―

2011「キツツキと雨」製作委員会

フェルメールからのラブレター展

Canon PowerShot A2200

フェルメールからのラブレター展

プレゼント

湘南フィルハーモニー管弦楽団
第32回コンサート

10

10組20名様

平成24年2月12日(日)、13時半開演。場所
は「茅ヶ崎市民文化会館大ホール」。詳細は5
面をご覧ください。 
※公演日が近いため先着順となります

真空保温調理器

シャトルシェフ 4.5L

■容量 :4.5L(4～6人用)

■サイズ:31.5cm×27.5cm×24cm
■重量:3.3kg
■最大内径:(約)20cm

110 番ではなく110 番ではなく110 番ではなく110 番ではなく

#9110番#9110番
１１０番は「緊急事態」の電話!!

×


