教えて下さいコーナー

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

供の日です 子供との楽しい思い出教えてください
５月５日は子

こどもの日、今はパパになっ
た息子が、団地の窓から景
品のミニこいのぼりを前の大
きな家におよぐこいのぼりに
負けじと必死に手で振ってい
た姿です。
（吉橋/N.Hさん/65才）

娘が4才の時はじめてミュー
ジカル“ライオンキング”をみ
にいきました。一部が終わり
休憩時間劇場の外でいきな
り四つん這いになり“シンバ”
になりきり周りの視線よりその
姿がとてもかわいく忘れない
出来事となりました。そんな
娘もこの春社会人となり、夢
をおいつづけ北海道へ…。
（金堀町/Kさん/51才）
娘さんの夢、実現できるといいで
すね。

かわいい姿が想像できます。

子供達が幼い頃は毎年ゴー
ルデンウィークには佐倉市の
「草ぶえの丘」へお弁当を持
って出かけていました。この時
期は大空に舞うこいのぼり達
がとてもみごとです。その下
でシートを広げてお弁当を食
べるのは本当にステキな時
間でした。その子供達も現在
30代半ば。それぞれ母親父
親になりました。彼らにも今度
は親の立場で、ステキな時間
を過ごしてほしいものです。
（匿名希望さん）
子を思う親の気持ちはありが
たいですね。

子供達が小さかった頃は､家
族で新川のゆらゆら橋にかか
る「こいのぼり」を見て子供の
日を実感していました。今は
それぞれ忙しく、車で通りす
がる程度です…。
（ゆりのき台/J.Tさん/45才）
ゆらゆら橋の思い出をお持ちの
方けっこう多いです。

もったいない」と思うこと
あなたが「
もったいないと思うこと皆さん
いろいろありますね。豊かな
時代に感謝しつつ、かたや、
ぜいたくにならない様にしたい
ものです。

スーパーに買い物に行くと、ず
らっと並んだ食料品の数々、
私は戦後生まれですがこの
恵まれた環境に感謝するもの
の何か脅威すら感じることが
あります。この豊かさでいいの
だろうかと。いつまでも続くの
だろうかと。勿論続いて欲しい
のですが、たくさん破棄され
ているという事実。ああ「もっ
たいない、もったいない」と…。
(ゆりのき台/M・Aさん/66歳)

毎年潮干狩りに子供といって
います！とても新鮮でおいしい
アサリがいっぱいとれますよ ！
（大和田新田/M.Hさん/40才）
今しかない子供との一瞬一瞬を
大切にしてください。

私がもったいないと思うことは
スーパーや、コンビニの食料
品の、消費期限切れの品物
です。生活の苦しい方もいる
と思います。何とかならないも
のかと思います。
(高津/H.Sさん/65歳)
孫は5月5日が誕生日。おめ
でたい日に生まれました。現
在21才になり、小学校から大
学迄野球に打ち込み、今もピ
ッチャーに励んでいます。よく
応援に行った思い出があり、
今では懐かしいです。先代の
読売さんからお世話になって
いました。
（高津/M.Nさん/77才）
先週5月5日に22才、お誕生日お
めでとうございます。

親から言い伝えられているこ
とですが、フローリングのワック
スがけは米の研ぎ汁で十分！！
筍のしぶ抜きも、米の研ぎ汁
で煮て置いておけば十分！！と、
使用する要素がある時は捨
てるなんてもったいないとよく
言われ育ちました。昔の人の
知恵とも言うのかな…。
(大和田新田/J.Tさん/38歳)

私が「もったいない」と思うの
は、食事を残す事です。なの
で好き嫌い無く何でも食べま
す。食べ過ぎに気を付けなが
ら、これからも食事を楽しみ
たいと思います。
(高津団地/M.Oさん/44歳)

私は学校の教師をしていまし
たが、給食にサンマ等の骨つ
きの魚があると、毎回決って
子ども達は食べずに大量に残
し、処分されます。家では親が
骨をとってあげるか、骨のない
ものを食べさせているのかな
あと思い、もったいないなあと
つくづく思っておりました。家庭
でもっと骨のある魚を食べさ
せていれば子供達のためにな
るのに。健康面でも！！我々の子
どもの頃は骨をストーブの上
で焼いて食べていました。
(高津/A.Fさん/68歳)

もったいないと思う物、服で
す。女性は見たら欲しくなる、
でもまだまだ着れる服がた
くさん有る。その板ばさみで
す。見なきゃいいのに見に行
きたいし、うまくリサイクルで
きたらいいのに。
(高津/E.Oさん/53歳)

★お便りの内容・情報に関しましては、読者の皆さまからの投稿ですので、責任は負いかねます。予めご了承ください★
※お申し込みされた方にお近くの読売センターから、各種サービス、イベントのお知らせ等をお送りする場合がございます。

簡単に出来る野菜ジュースの作り方

体操服や制服の処分の仕方

手軽に簡単にサッと出来る
野菜ジュースの作り方教えて
欲しいです。
(大和田新田/M.Fさん/59歳)

いらなくなった学校の体操服
や制服はみなさん捨ててしま
っているのでしょうか？どう処分
しているのか教えて下さい。
(大和田新田/H.Mさん)

色々な人と交流ができる場所
59歳の専業主婦です。子供
達も独立して今夫婦二人の
生活です。主人が仕事に出
た後は一人で毎日います。趣
味も特になくダラダラした毎
日送っています。教えて頂き
たいのは、いろいろな人とお
話ししたりして、交流が出来
る場所があれば、教えていた
だきたいと思います。
(高津団地/A.Hさん/59歳)

八千代市でホタルが沢山いる場所
八千代市でホタルがたくさん
いる所があれば教えて下さい！
(高津/T.Tさん/48歳)

千葉県内で大人が楽しめる観光スポット
ゆりのき台/M.Kさんからの質問
…的外れなお答えかもしれ
ませんが、読売旅行のツアー
に千葉県内のものがよく載っ
ており、安くいろいろ回ってく

れます。もしそのツアーに参
加できなくても、その記事か
ら1つ2つ選んで、行かれるの
もいいですよ。人気のところが
でています。
(高津／J・Oさん／69歳)

お便り紹介
いつもお世話になっています。
私も子供の時に田舎で新聞
配達のアルバイトをしたこと
があります。そして長男は大
学受験に失敗し、浪人の時に
一年間住み込みで新聞奨学
生としてお世話になったこと
もあり、配達の方をみかけると
応援したい気持ちと感謝の
気持ちでいっぱいになります。
(高津/M.Tさん/57歳)
配達スタッフ毎日がんばってい
ます。応援してください。

先日高津団地内でキンラン
(ラン科)の黄金色(黄色)の花
を見かけました。移植しても
極めて育たないこの花も野
生ランブームによる乱獲で環
境省のレッドリストにも入って
いる希少植物です。わずか4
株くらいでしたが愛らしい花を
精一杯に咲かせていました。
こんな身近にあったことに驚く
とともに、高津団地が自然豊
かな一面を持っていることに
ほっとした気になれました。
(高津/N.Sさん/60歳)

お答えします！コーナー
お料理の美味しい居酒屋

塩麹を使った美味しい野菜料理

高津団地/E.Tさんからの質問

高津団地/W.Kさんからの質問

高津団地にある『竹乃』さん
おすすめです。季節のお魚を
美味しく食べさせてくれます。
お刺身、あげもの、天ぷら、や
きとりとメニューも豊富です。
(大和田新田/K・Nさん)

フライパンに油をひいて、小
松菜、もやし、しめじを炒めて
、塩麹、オイスターソースで味
付けしたら完成です♪ 塩麹と
オイスターソースはどちらも大
さじ1杯が目安ですが、お好
みで加減してください。
(大和田新田/ルール―さん/43歳)

八千代中央にある「あがりゃ
んせ」がおすすめです。1つ1
つの料理が丁寧でどれも絶
品。1本88円～の焼きとりは
毎回何本も頼んでしまいま
す。魚料理が多いのもいいで
すよ。ママ友とも家族でも楽
しんでます。
(ゆりのき台/T.Kさん/42歳)

いつもありがとうございます。
今年の桜はいつもの年よりも
きれいだったように思います。
4月2日成田山の裏の公園に
行って来ました。
(高津/E.Kさん/76歳)
撮ってきました。

私も今年の桜はきれいだと感じ
ました。

お使い下さい＆探しています

野菜スープを作る時に、塩麹
を小さじ1杯くらい入れます。
コンソメ味にも、ガラスープ味
にも、和風だしにもよく合いま
す。野菜(玉ねぎ、人参、キャ
ベツ、かぶ、きのこ類、セロリ、
ブロッコリーなど)は何種類か
組み合わせて作ります。
(高津/C・Tさん)

ソファー（100×150×100
cm）くっつけると2人用です。
足が持ち上げられるようにな
ります。
（萱田/J.Iさん/78才）

ボランティア活動で困窮
地域に子ども用のセーター・
マフラー・帽子等を編んで送
っています。余っている毛糸
玉があったらご寄贈ください。
(ゆりのき台／Y・Tさん)

引出3段の桐タンス（サイ
ズ：101×45×41cm）キャスタ
ー付き。多少汚れあり。
（萱田/Sさん/60才）
…お使い下さい
…探しています ※お使い下さい＆探していますの
コーナーの掲載期間は 3 回までとさせていただきます。

皆様のご応募お待ちしております！どしどしお寄せください。
こちらのコーナーで採用された方には、
全員に粗品をプレゼントしております。
応募方法は第 4 面に掲載してあります。
皆様からの素敵な投稿を、
おハガキにてどしどしご応募ください。
※お便りの内容に関しては、
読者の方からの投稿ですので、
責任は負いかねます。
予めご了承ください。
※お申し込みされた方にお近くの読売センターから、
各種サービス、
イベントのお知らせ等をお送りする場合がございます。

５月号
名様
名様
名様

高津団地中央商店街 萱田地区公園多目的広場( 萱田近隣公園 )

名様

ゆりのき高津目安箱
ＹＣゆりのき高津に対す
るご意見やご要望などが
ございましたらお書き添
えください。

今回掲載された方々へいろいろなお返事をしてください。

④ 探してます。

※川柳のテーマは…“父”にまつわる川柳です！

川柳

⑤ お使いくださいさい。

で

30

５月

19

父
お申込み締切

５月19日（土）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

抽選
① ｢父の日｣今だから分かるお父さんの事を
教えてください。
② 雨の日、ちょっと良かった話。
③ あなたの知りたいことや
皆さんの
「教えてください」
にコメントしてください。

このコーナーでは『五・七・五』のほのぼの～っとし
たユーモアあるれる川柳を募集しています。
毎月優秀作品を掲載し、粗品を差し上げております。
さらに年末の11月号ではそれまでの優秀賞を受賞した
作品を一挙公開し、一般投票していただきます。見事
最優秀賞に輝いた作品を12月号で発表し、豪華作品を
プレゼント！
４面の応募用紙にて奮ってご応募ください。あなたの
センスで景品をゲットしちゃってくださいね！

まで

｢父の日｣ 今だから分かるお父さんの事を教えてください。
雨の日、ちょっと良かった話。
あなたの知りたいことや皆さんの「教えてください」にコメント
探しています
お使いください

57

2018

プレゼント
名様

□
□
□
□
□

才）

□「大相撲２０１８力士名鑑」

★チケットプレゼントについて、応募多数の場合は抽選から外される場合が
ございます。ご応募の際は、必ず第三希望までご記入ください。
◇ご希望のチケット番号
（第三希望まで）とご希望枚数を必ずご記入ください。
当選はチケットの発送をもってかえさせていただきます。
◇プレゼントのご応募はお一家族1 枚限りとさせていただきます。
◇記事の受付は何通でも受付しております。
◇記事を採用された方全員に、
粗品をプレゼントします。
◇紙面でご紹介させて頂く場合、
特に指定のない場合イニシャルを記載させて
頂きます。
匿名·ペンネームをご希望の方は忘れずにお書きください。

74

才）

才）

48

講 師： からだ元気治療院(国家資格保有者) 開催日： 5 月17 日(木)

今月のお題『 咲 く 』

希に FAX が裏面で届いてしまったり、ハガキに貼ってある用紙がはがれて届いてし
まうことがございます。ご応募の前に一度ご確認下さいますようお願い致します。

（高津／Ｙ・Ｋさん／

１ 20

名様

場所・内容：入園ご招待券 ※１枚につき乗用車１台分（最大10名様）まで有効（袖ヶ浦市/袖ヶ浦駅）
期間・日時：2018/6/30まで

（高津／Ｔ・Ｔさん／

２ 15

名様

２3

東京ドイツ村

（大和田新田／Ｍ・Ｋさん／

２2

内容：共通入場引換券 ※本券1枚にていずれかの施設で１回のみご利用になれます
場所・期間・日時：■上野動物園（上野公園内/上野駅）（休）毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）■多摩
動物公園（日野市/多摩動物公園駅）／葛西臨海水族園（江戸川区/葛西臨海公園駅）（休）毎週水曜日（水曜日が祝日の
場合はその翌日）■都立9庭園（浜離宮恩賜庭園/中央区、旧芝離宮恩賜庭園/港区、小石川後楽園/文京区、
六義園/文京区、向島百花園/墨田区、清澄庭園/江東区、旧岩崎邸庭園/台東区、旧古河庭園/北区、
殿ヶ谷戸庭園/国分寺市）９庭園うち１ヶ所にご入園できます ※2018/6/30まで

東洋医学からみるパーキンソン病についてお話します。

日

ランドセル 子供の背中で
咲く笑顔

名様

５ /26 土 ６ / ３

上野動物園／多摩動物公／葛西臨海水族園／都立 9 庭園

からだ元気カフェ
東洋医学を身近に感じてみませんか?

１

咲く花に 追われるように
春急ぐ

名様

２ 10
２ 10

5

心にも 芽がでていつか
花が咲く

名様

場所・内容：内野自由席《フロア４》ご招待券（ZOZOマリンスタジアム/海浜幕張駅）
期間・日時：2018/6/26(18：15) 6/27(18：15) ※期間中１試合のみ

名様

場所・内容：内野自由席《フロア４》ご招待券（ZOZOマリンスタジアム/海浜幕張駅）
期間・日時：2018/6/22(18：15) 6/24(14：00) ※期間中１試合のみ

vol.216

名様

２ 10

枚まで

５月号

2018

場所・内容：内野自由席《フロア４》ご招待券（ZOZOマリンスタジアム/海浜幕張駅）
期間・日時：2018/6/15（18：15）

枚まで

２ 10

２ 10
枚まで

２ 10

枚まで

２ 10

場所・内容：指定席Ｄご招待引換券（東京ドーム/水道橋駅）
期間・日時：2018/6/24 午後2時試合開始

枚まで

２1

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVS楽天

２ 10

場所・内容：指定席Ｄご招待引換券（東京ドーム/水道橋駅）
期間・日時：2018/6/23 午後２時試合開始

枚まで

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVS埼玉西武

２ 10

枚まで

２０

２ 10
枚まで

19

日本生命セ・パ交流戦 千葉ロッテVS巨人

２ 10
枚まで

セ･リーグ公式戦 巨人VS東京ヤクルト

２ 10
枚まで

場所・内容：TeNQ宇宙ミュージアム割引券・アトラクション券付ご招待（水道橋駅）
期間・日時：2018/6/30まで

18

名様

東京ドームシティ

セ･リーグ公式戦 巨人VS東京ヤクルト

名様

場所・内容：ご招待券（東京都品川区/目黒駅）
期間・日時：2018/6/30まで （休）毎週月曜日、5/28～6/12

日本生命セ・パ交流戦 巨人VS埼玉西武

17

名様

久米美術館

・内容：指定席Ｄご招待引換券（東京ドーム/水道橋駅）
15 場所
期間・日時：2018/6/6 午後６時試合開始
・内容：指定席Ｄご招待引換券（東京ドーム/水道橋駅）
16 場所
期間・日時：2018/6/8 午後6時試合開始

名様

場所・内容：入場ご招待券（パシフィコ横浜/横浜市みなとみらい）
期間・日時：2018/5/30～6/1まで

日本生命セ・パ交流戦 巨人VS東北楽天

名様

キルト時間フェスティバル in 横浜

２5

場所・内容：指定席Ｄご招待引換券（東京ドーム/水道橋駅）
期間・日時：2018/5/30 午後６時試合開始

名様

場所・内容：無料観覧券（上野公園内/国立西洋美術館）
期間・日時：2018/6/19～8/3まで （休）毎週月曜日、7/17 ※7/16は開館

日本生命セ・パ交流戦 巨人VS北海道日本ハム

名様

ミケランジェロと理想の身体

場所・内容：遊戯施設利用券付きご招待券（成田市/滑河駅）
期間・日時：2018/6/30まで

名様

２5

場所・内容：入場ご利用券（千葉市中央区/千葉みなと駅）
期間・日時：2017/7/31まで

14

成田ゆめ牧場

名様

千葉ポートタワー

名様

２5

場所・内容：大人・子供ご入館引換券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間・日時：2018/6/30まで （休）6/25

名様

千葉市科学館 常設展示

枚まで

12

２5

場所・内容：入館ご招待券（東京都墨田区/スカイツリー駅）
期間・日時：2018/7/1まで （休）5/23、6/13

枚まで

11

郵政博物館～企画展 明治改元150年展「幕臣たちの文明開化」～

枚まで

10

２5

場所・内容：入園無料ご招待券（横浜市/根岸駅）
期間・日時：2018/6/30まで

枚まで

9

三渓園

枚まで

８

２5

場所・内容：特別無料ご招待券（市原市/小湊鉄道高滝駅）
期間・日時：2018/8/8まで （休）毎週木曜日

枚まで

７

市原ぞうの国

枚まで

６

２5

場所・内容：夜の部ご招待券（東京都台東区/浅草駅）
期間・日時：2018/5/30まで ※5/15、23、28及び土･日･祝日はご利用になれません

枚まで

５

浅草演芸ホール

枚まで

４

２5

場所・内容：平日ご入浴券（浦安市/舞浜駅）
期間・日時：2018/7/31まで

枚まで

３

SPA＆HOTEL 舞浜ユーラシア

枚まで

２

1３

枚まで

１

8
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お問い合わせ

読売センター

ゆりのき高津

〒276-0036
八千代市高津678-2
グリーンハイランド Ⅰ

B5判 フルカラー60P

