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！

」今だからわかるお父さんの事
「父の日
事。本人が良く言っていた話
は、祝ってもらうのではなく、
中心の人(父本人)が皆を楽
しませるのが良いのだと。一
寸変な人かなぁ？
（高津団地/E.Kさん/73歳）
父は口数の多い人ではありま
せん。結婚した当初、けんか
した時に、父に言われた一言
「自分が選んだ人、人を変え
ようとすることは難しい。自分
自身が変わりなさい。」と言わ
れたことはずっと心に残ってい
ます。その私も66才。父は88
才で亡くなりましたが、人の悪
口は言わない、いつも「幸せ
探し」の上手な人でした。
（ゆりのき台/M.Aさん/６６歳）
「人を変えることは難しい」
その通りです。他人と過去は
変えることはできない。未来
と自分は変えられます。

いつもお世話になっておりま
す。父が昨年亡くなりました。
遺品を整理していると、日記
帳や今までの公共料金等の
領収書などが出てきました！
公共料金等の領収書には、
きちんと封筒の所に、日付が
一目でわかるように書かれて
おり、父の几帳面さが改めて
感じられた出来事でした。
（高津/T.Sさん/63歳）

皆さんの笑顔が一番のプレゼン
トだったんですね。

十数年前に仕事の関係で父
と二人で暮らす機会がありま
した。当時私は仕事が遅くな
る事が多く、料理、洗濯とまっ
たく手つかず…。同じくサラリ
ーマンをしている父が、夕食を
作っておいて、おいてくれるこ
とがありました。クリームシチュ
ーにステーキ！！と夜おそく食べ
れるかなというメニューが多か
ったけど、今思えば愛情いっぱ
い今更ながら感謝です。母に
なった今は料理もがんばって
ます。
(ゆりのき台/T.Kさん/42歳)
子を思う親の気持ち、ありがたい
ですね。

しっかりしたお父さんでしたね。

父の日と言えば…今は亡き
主人の話です。父の日に子
供、孫を集めプレゼントをもら
うのではなく、自腹で皆んな
にご馳走し、プレゼントを配り
楽しそうに得意になっていた

子供の頃、ただただ恐い父で
した。父の前ではキリッとして
いないとにらまれ母に口ごた

えしたり、言う事をきかないと
外へつまみ出され反省するま
で家に入れてくれない…九
州男児。無口で男気たっぷり
でしたが、孫が産まれてメロ

メロジィジになりました。早くに
亡くなりもう23年になります。
（高津団地/M.Oさん/60歳）
昔はこんなガンコなお父さんが
多かったように思います。

雨の日 ちょっと良かった話
10年程前、急に雨が降ってき
てお店（保険代理店）の前で
雨宿りをしていました。お店の
方が出てきて、中に入るように
勧められ、タオルを貸して頂
いたり、お茶をご馳走になり、
雨が止むまで居させて頂き
ました。優しくされて、心が温
かくなりました。ありがとうござ
いました。
(高津団地/K.Mさん)
お店の人のやさしさが伝わってき
ます。

雨の日はアジサイやアヤメが
とてもきれいに見えます。雨
だと出かけるのもおっくうにな
りますが、きれいなアジサイな
どを見に雨の日に出かけるの
もいいと思います。
(高津/H.Sさん/65歳)
雨にぬれたアジサイ、
確かにきれ
いです。

子供が幼稚園の時の話です
。ちょうど運動会の時、「みず
ぼうそう」になってしまいまし
たが、雨で2回も延期になり、
見事に復活し、参加する事が
できました！
(ゆりのき台/N.Mさん/50歳)
雨に感謝です。

本と映画のおすすめ

市内で中年女性の洋服があるお店

これから梅雨の季節。おすす
めの本があったら教えて下さ
い。又、映画のおすすめもよろ
しくお願いします。
(島田台/K.Sさん/55歳)

市内で中年女性60代の洋
服がある所、安くて品数がた
くさんのお店をおしえてほしい
です。
(高津/M.Eさん/65歳)

散歩しながら花を見る場所
高津団地の近くで散歩しな
がら花を見る場所がありまし
たら教えて下さい。
(高津/T.Sさん/74歳)

お答えします！コーナー
体操服や制服の処分の仕方
大和田新田/H.Mさんからの質問
半月程前あじさいの葉に「カ
タツムリ」がこびりついていま
した。その時はもう「死んだぬ
けがらかなぁ」と思っていたの
ですが、数日前の雨の日そ
のあじさいが花をつけたので、
スケッチに行ったところ、その
カタツムリが元気に葉からくき
へとはいまわりはじめました。
「生きていたんだ」と内心ホッ
としたのと生命力の強さを感
じました。
(高津団地/W.Kさん/75歳)

体操服の処分の仕方ですが、
まだキレイなようならば学校の
バザーに出すのはどうでしょ
う(^▽^)けっこうよく売れます。
（島田台/T.Sさん/72歳）

以前、私は娘たちが使用して
いた体そう服や制服を「お使
い下さい」のコーナーに出した
ところ、引き取って下さる方が
いらっしゃいました。
(高津/C.Tさん)

私も子供の頃雨の日にカタツムリ
を探したのを思い出しました。

雨の日。多くの人にとっては気
分も少し落ち気味だと思いま
す。でも私はシトシト降る雨の
日に家にいるのがとっても落
ち着きます。観光地に行く時も
雨だとせっかくのお出掛けな
のに…と思いがちですが、雨
の似合う街もあるなと発見し
ました。今まで行った中では、
神奈川県の鎌倉と長野県の
小布施がとってもそう感じるこ
とが出来ましたよ。
(ゆりのき台/M.Sさん/40歳)
雨に似合う町ですか。確かに
あ るの か も し れ ません。

★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。

色々な人と交流できる場所

朝は、集会所前にてAM8:30
～ラジオ体操もしています。終
わった後もしばらくおしゃべりの
花が咲いていますよ。一度参
加されてはいかがですか？
（高津団地/Y.Sさん/66歳）

あなたのような方に八千代市
のボランティアにぜひなって
頂きたいです。例えば、市の
生涯学習部には「ふれあい」
というボランティアがあり、いろ
いろなサークル(折り紙、わら
細工、紙工芸、まだまだいろ
いろ)があって、そこで練習し
ながらみんなで学校などに
教えに行きます。ただ単にお
しゃべりだけよりもぐっと仲良
しになります。福祉協議会や
その他各種ボランティアがあ
りますので、ぜひ、市役所に
問い合わせしてみませんか？
（高津/J.Oさん）

簡単に出来る野菜ジュースの作り方
大和田新田/M.Fさんからの質問
（２人分）牛乳200cc位にバナ
ナ1本と野菜ゴーヤ、小松菜、
大根菜、人参菜、ブロッコリー、

お便り紹介
昨年5月に長年（20年間）購
読していた読売新聞をやめ
ました。夫が視力が弱くなり、
決断したのです。やはり淋し
いものでした。視力も回復し、
販売店の方のすすめもあり、
今月から読み始めました。新
聞が来るのを楽しみにしてい
る毎日です。
(高津団地/K.Tさん/78歳)
K.Tさん再びのご購読ありがとう
ございました。

私事、突然のがん宣告、発見
しにくい場所、ステージ4から1
年1ヵ月。多くの方の激励をポ
ジティブに強い気を持ち、やっ
と復活の兆しです。
（高津/T.Sさん/70歳）

先月初めて読売の日帰りバ
スツアー「足利フラワーパーク
藤棚ライトアップ」に参加させ
ていただきました。行きは事
故渋滞で大変でしたが、スタ
ッフの皆様のおかげでビンゴ
大会やクイズ等有って楽しく
参加させていただきました。
藤の花もとても綺麗で感動
いたしました。また機会があ
れば参加させていただきたい
と思っております。ありがとうご
ざいました。
追伸 写真も送っていただき
ありがとうございました。
（高津/T.Nさん/62歳）
次は秋に企画しています。また
ご参加ください。

よかったですね。まだまだ70才。
がんばってください。

お使い下さい＆探しています
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）

高津団地/A.Hさんからの質問
団地にお住いでしたら、毎週
月曜日PM1：30～3：00まで“
元気体操”と脳トレを集会所
でしています。30名位集まって
楽しい体操とおしゃべりと脳ト
レをにぎやかにやっています。

キャベツ等なんでも入れてミ
キサーにかけます。くだもの
は梨、りんご等。5年前から毎
日飲んでいます。2～3分で
出来ます。
（島田台/S.Hさん/72歳）

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）

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)

エアガンにはまってしまい
ました。89式小銃（東京マル
イ）です。ありましたら譲って
頂けたら幸いです。
（高津/M.Iさん/42歳）

…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。

６月号

場所・内容：大人・子供入園ご招待券（市原市/海士有木駅）
期間・日時：2018/7/1～9/30まで（休）毎週木曜日(祝日は除く)､８月は休園日なし

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：2018/7/6（18：15）7/8（14：00） ※期間中１試合のみ
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300g

260円
（税込）
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お問い合わせ

読売センター

ゆりのき高津

専門工場より直接仕入！
● お届けスケジュール ●
◆ 日曜日までのご注文 ◆

水曜日の午後お届け
◆ 火曜日までのご注文 ◆

チャ
カ
ャ
ボチ
カボ
角
り
切り
角切

金曜日のお届け(午前/午後)
※お届け日から2日以内に
ご利用ください。

カット野菜のメリット

180円

お問合せはこちらまで
※川柳のテーマは…“核（かく）”にまつわる川柳です！

父

⑤ お使いくださいさい。

今月のお題『

④ 探してます。

核（かく）

６月

16

開催日： 6 月14 日(木)

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！

族向け！

り量が

ベツ
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千
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切り
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岸原あき さん
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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。

講 師： 月下美人

！
！
た
し
た
ま
し
め
ま
始
め
売

配サービス
き高津宅
の
り
YCゆ

ビニよ
けのコン

① この夏、あなたが挑戦したい事を
教えてください。
② 最近感動した事を教えてください。
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。

カラダに優しい♡子供も使える♪

43

才）

72

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

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。

分かった

この夏、あなたが挑戦したい事を教えてください。
最近、
感動した事を教えてください。
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

才）

□
□
□
□
□

（高津／Ｋ・Ｏさん／

才）

74

★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。

手作りアロマ虫除けスプレー
＆安全ハチミツのど飴

6 /23 土 7 / 1 日
父の威厳 髪と一緒に
薄くなる

枚まで

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。

高津団地中央商店街 萱田地区公園多目的広場( 萱田近隣公園 )

（大和田新田／エドガーさん／

枚まで

名様

ご応募の際は、各チケットの期日にご注意ください。

6

母は亡く 父の背で聞く
子守歌

枚まで

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：2018/7/20(18：15)7/22(17：00) ※期間中１試合のみ

枚まで

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：2018/7/17(18：15)7/18(18：15) ※期間中１試合のみ

枚まで

名様

２ 20

枚まで

名様

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：2018/7/27 午後６時試合開始

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：2018/7/6 午後６時試合開始

２ 20

枚まで

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：2018/7/4 午後６時試合開始

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：2018/7/3 午後６時試合開始

２ 10

枚まで

名様

６月号

2018

名様

場所・内容：ご招待券（東京都品川区/目黒駅）
期間・日時：2018/7/1～9/30まで（休）毎週月曜日(祝日の場合は翌日休館)、7/6～19、9/14～27

場所・内容：入園ご招待券（千葉市/千葉都市モノレール動物公園駅）
期間・日時：2018/7/1～9/30まで（休）毎週水曜日 ※祝日と重なった場合は翌平日

父親になって
親の愛

セ･リーグ公式戦 巨人 VS 広島

場所・内容：大人・子供共通入浴ご招待券（白井市/白井駅）
期間・日時：2018/8/31まで ※8/11～8/16はご利用になれません

（大和田新田／Ｍ・Ｋさん／

名様

２5

場所・内容：ご招待券（港区/表参道駅）
期間・日時：2018/9/30まで（休）毎週火曜日（祝日の場合は開館）

vol.217

父の夢 俺も見たくて
跡を継ぐ

名様

２4

セ・リーグ公式戦 巨人VS横浜DeNA

２ 10

名様

２3

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVSオリックス

２ 10

名様

２2

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVS楽天

２ 10

名様

２1

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVS北海道日本ハム

２ 10

名様

２０

セ･リーグ公式戦 巨人 VS 中日

２ 10

名様

19

セ・リーグ公式戦 巨人VS横浜DeNA

２ 10

名様

18

千葉こどもの国

名様

千葉市動物公園

名様

名様

17

２ 10

名様

天然温泉 白井の湯

名様

名様

16

２ 10

名様

岡本太郎記念館～企画展「太陽の塔への道」（仮）～

名様

15

２ 10

枚まで

名様

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：2018/7/28 午後２時試合開始

枚まで

1３

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：2018/7/7 午後６時試合開始

枚まで

12

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：2018/6/19～９/２４まで（休）毎週月曜日、7/17 ※7/16、８/１３、９/17、９/２４は開館

枚まで

11

場所・内容：大人・子供ご入場引換券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間・日時：2018/7/1～9/30まで（休）7/9、8/13～16、9/3～6、9/25

枚まで

10

場所・内容：無料観覧券（国立新美術館/港区六本木）
期間・日時：2018/9/3まで（休）毎週火曜日 ※8/14は開館

枚まで

9

場所・内容：平日ご招待券（東京都港区/御成門駅）
期間・日時：2018/8/31まで ※土･日･祝日はご利用になれません

枚まで

８

場所・内容：大人・子供共通入園ご招待券（佐倉市/佐倉駅）
期間・日時：2018/9/30まで

枚まで

７

場所・内容：大人・子供共通往復乗車引換券（富津市/浜金谷駅）
期間・日時：2018/8/31まで

枚まで

６

場所・内容：ご招待券（上野公園内/東京都美術館）
期間・日時：2018/6/23～6/30まで

枚まで

５

場所・内容：夜の部ご招待券（東京都台東区/浅草駅）
期間・日時：2018/6/29まで※6/13及び土･日･祝日はご利用になれません

枚まで

４

5
浅草演芸ホール
２5
朱葉会展
２5
南房総国定公園 鋸山ロープウェー
２5
佐倉 草ぶえの丘
２5
東京タワー水族館
２5
ルーブル美術館展～肖像芸術一人は人をどう表現してきたか～
２5
千葉市科学館 プラネタリウム
２5
ミケランジェロと理想の身体
２5
セ･リーグ公式戦 巨人 VS 広島
２5
セ･リーグ公式戦 巨人 VS 中日
２5
久米美術館
２ 10
２

場所・内容：平日ご入浴券（浦安市/舞浜駅）
期間・日時：2018/8/31まで

枚まで

３

SPA＆HOTEL 舞浜ユーラシア

枚まで

２

場所・内容：TeNQ宇宙ミュージアム割引券・SpaLaQua平日限定割引券・アトラクション券付ご招待券（水道橋駅）
期間・日時：2018/7/31まで

枚まで

東京ドームシティ

枚まで

14

１

（税込）

300g

250円
（税込）

300g

冷蔵保存

読売食品事業部
〒276-0036
八千代市高津678-2
グリーンハイランド Ⅰ

400円
（税込）

2〜3日

1. 料理をする時間が省けて、 時短になる。
2. 食べ切りサイズですぐ使える。
3. 生ごみの量が減る。
4. 手軽に野菜が食べられる。
5. 野菜のカットは専門工場で安心 ・ 安全！
6. 真空パックだからいつでも新鮮 !

047-409-8030

