12月号
vol.223

天然温泉 みどりの湯
枚まで

SPA＆HOTEL 舞浜ユーラシア

名様

２５

場所・内容：２店舗共通入館ご招待券（船橋市/田喜野井店・千葉市/都賀店）
期間・日時：2019/1/7～3/31まで

全国大学ラグビーフットボール選手権大会

２５
２10

名様

浅草演芸ホール

場所・内容：準決勝・決勝 入場引換券（東京都港区/秩父宮ラグビー場）
期間・日時：準決勝2019/1/2 12:20／14:10キックオフ 決勝2019/1/12 14:15キックオフ

名様

名様

枚まで

２５

枚まで

場所・内容：平日ご入浴券（浦安市/舞浜駅）
期間・日時：2019/4/30まで

千葉こどもの国

ふなばしアンデルセン公園

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：2018/1/1～3/31まで（休）毎週木曜日(祝日、冬･春休みを除く)

枚まで

名様

２５
枚まで

場所・内容：夜の部ご招待券（東京都台東区/浅草駅）
期間・日時：2018/12/27まで ※土･日･祝日はご利用になれません

東京ドームシティ
名様

よしもと幕張 イオンモール劇場

２10

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：2019/1/31まで

枚まで

名様

２５
枚まで

場所・内容：入園引換券（船橋市/船橋駅）
期間・日時：2019/1/2～3/31まで（休）毎週月曜日、2/18～2/22 ※1/14、2/11、3/25は開園

天然温泉 白井の湯

２10

名様

２10

今年も残りわずかとなりました。
本年中は多大なるご支持を頂き、誠に有難うございます。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

名様

お題『咲く』

三千円分
商品券

皆様から毎月お寄せいただいた素晴らしい作品の中から、
ついに今年の「元気川柳グランプリ」が決定いたしました ！
ご当選された方々、本当におめでとうございます。
また、皆様からのたくさんのご投稿ありがとうございました ！
2019年も引き続き｢元気川柳」を開催致しますので、ぜひ
来年もグランプリを目指してユーモアあふれる作品をどしどし
ご応募ください。お待ちしております ！

才）

題は
次回のお

ランドセル 子供の背中で
咲く笑顔
（
高津／Ｙ・Ｋさん／

二千円分
商品券

⑤お使いくださいさい。

ほほえみ大賞

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。

2018

57

第95 回 東京箱根間往復大学駅伝競走 観戦ガイド

80 箱根駅伝選手名鑑

12 月

15

改（あらた・かい）
12月15日（土）
ま
で

※当選の発表は厳選なる抽選の上､ 発送をもってかえさせていただきます。

名様

①来年は皇位継承となります。
そこで「来年は私の○○元年」を理由と共に教えてください。
②新成人におくる言葉
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。

12/22 土

お申込み締切

抽選 で

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。

72

才）

43

千円分
商品券

才）

□ オードリー・ヘプバーン写真展「世界が恋した彼女のすべて」観賞券

□「来年は私の○○元年」理由と共に教えてください。
□ 新成人におくる言葉。
□ 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

（高津／Ｎ・Ｓさん／

□ 第95回東京箱根間往復大学駅伝競走観戦ガイド「箱根駅伝選手名鑑」

才）

63

★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。

お題『寒（さむい）』

ご応募の際は、各チケットの期日にご注意ください。
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。

寒い冬 入試乗り越え
春来たる

80

（大和田新田／Ｔ・Ｔさん／

12月号

2018

名様

２５
枚まで

場所・内容：平日大人・子供共通往復乗車引換券（東京都八王子/高尾山口駅）
期間・日時：2019/1/7～3/29

先着

お題『台風（タイフウ）』

高尾山ケーブルカー・リフト 【ケーブルカー】清滝駅⇔高尾山駅 【リフト】山麓駅⇔山上駅

場所・内容：ご招待券（千葉市/そごう千葉店）
※本券１枚につき、同時に２名様までご入場できます。
期間・日時：2018/12/27～2019/1/9まで

名様

枚まで

名様

２５

場所・内容：大人・こどもご入館引換券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間・日時：2019/1/2～3/31まで (休)1/21～23、2/12～15、3/18

腰痛む 孫台風の
置き土産

オードリー・ヘプバーン写真展〈世界が恋した彼女のすべて〉

千葉市科学館 プラネタリウム

さわやか大賞

場所・内容：入場ご招待券（東京ドーム）
期間・日時：2019/1/11～1/20

お題『滑（すべ）る』

ふるさと祭り東京
枚まで

枚まで

名様

２５

場所・内容：入場ご招待券（習志野市/習志野文化ホール）
期間・日時：2019/1/21 《夜の部》午後6時開演

女房の 口にもほしい
滑り止め
（
高津／Ｋ・Ｏさん／

雪･月･花～新演歌三姉妹～コンサート 【出演】市川由紀乃／丘みどり／杜このみ

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：2019/3/31まで※2018/12/28～2019/1/4は休館

枚まで

枚まで

名様

２５

次回開催日

ＹＣゆりのき高津所長 館坂民和・スタッフ一同

千葉ポートタワー

場所・内容：特別利用券※土･日･祝日は別途300円かかります。（佐倉市/ユーカリが丘駅）
期間・日時：2019/1/31まで※年末年始等特定日はご利用になれません。

高 津 団 地 中 央 商 店 街

元気川柳大賞

２10

名様

アクア ・ ユーカリ

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：2019/2/28まで※年末年始(12/29～1/3)はご利用になれません

枚まで

名様

２５
枚まで

場所・内容：入場無料券～平日14：30の幕張昼ネタライブ～（イオンモール幕張新都心/海浜幕張駅）
期間・日時：2019/1/4～3/29まで

本年中は大変お世話になりました。

2018年
１月２日（水）
～３日（木）

12月の“あっとほ～む”では2019年１月２日（水）～１月３日（木）の2日間で行われる
第9５回東京箱根間往復大学駅伝競走観戦ガイド「箱根駅伝選手名鑑」を抽選で
８０名様にプレゼントさせていただきます。
《94回大会シード10校》

《予選勝ち上がり11校》

青山学院大学・東洋大学・早稲田大学・日本 駒澤大学・順天堂大学・神奈川大学・國学院大学・
体育大学・東海大学・法政大学・城西大学・ 明治大学・東京国際大学・大東文化大学・中央
拓殖大学・帝京大学・中央学院大学
大学・国士舘大学・山梨学院大学・上武大学
B５判 オールカラー68P
※川柳のテーマは…“改（あらた・かい）”にまつわる川柳です！

川柳

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

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！

冷え症の対策方法

桃の節句のお人形

冬のこの季節、手足の先が
どうしても冷えます。入浴し
たり、足先を動かしたり、靴
下も二重に履いてみたりす
るものの、寝る頃にはすぐに
足先が冷たく中々寝付け
ません。 そこで 冷 えの 対 策
方法がありましたら、是非と
も教えて下さい。

今年初孫が生まれ、来年の
桃の節句のお人形をどこで
選ぼうか、もう悩んでいます。
皆さんはどうやって決めたの
か知りたいです。

大和田新田/Ｔ.Ｗさんからの質問

期待する来年 5 月からの新元号（理由も）
あなたの

未来（みらい）新しい天皇を
迎え、今以上に国民に身近
な天皇であります様、又、日
本の未来に夢をたくして！
(吉橋/Ｎ.Ｈさん/66歳)

新元号を安常（あんじょう）と
考えてみました。常に心安ら
かな時代になってほしいという
気持ちです。また頭文字も明
治のＭ、大正のＴ、昭和のＳ、平
成のＨとは重ならないＡです。
(大和田新田/Ｍ.Ｗさん/64歳)
そうありたいものです。

そうですね。未来が満開になりま
すように。

幸成（こうせい）わかりやすい・
読みやすい・書きやすい。又、
幸せに成るってポジティブで
いいかな？めざましテレビの予
想も1位でした。
(高津/Ｙ.Ｋさん/58歳)
男の子の名前になりそうな元号
ですね。

新元号は「広徳」です。徳はめ
ぐみ、神仏などの加護。すぐれ
た品性、富などの意味があり、
それが日本国民みんなに広
まりますようにとの願いです。
(大和田新田/ナチョスさん/44歳)
徳が高い人が多くなるような国
を目指したいですね。

新元号、考えれば考えるほ
どむずかしいですよね。どん
な元号になるのか？期待しつ
つ私なりに孫の世代が素敵
な日本になってほしいと思い
「新生」。2020年東京オリン
ピックもあり、日本が新しく生
まれ変わっていくように・・・
(高津団地/Ｍ.Ｏさん/60歳)
そうですね。今の若い人のために
も変われるといいです。

陽光‐Ｙ（ＭＴＳＨ以外）色々な
暗い出来事が多い世の中、
光輝く世の中になるように!!
(高津/Ｔ.Ｎさん/62歳)
頭文字のＭＴＳＨはない様なうわさ
ですね。

ＹＣスタッフに
一
も頑張った
今年 できればスタッフ名もご記入ください。 言
たくさんの激励の言葉をありが
とうご ざいます 。来年も地域 の
皆様のためにスタッフ一同頑
張ります。

今年も残りわずかですね。ＹＣ
スタッフ集金の佐藤さん、元気
をもらっていますョ～。変わらぬ
笑顔でまたお願いします。お
体に気をつけて下さいね。新
聞配達ありがとうございます。
(高津/Ｃ.Ｗさん/58歳)

錦織さんお世話になりまし
た。今後ともよろしくおねが
いします。
(高津団地/Ｍ.Ａさん/71歳)

先日、配達員（早川さん）に
わからない事があったので
質問をしたところ、忙しい最
中にもかかわらず、すぐに調
べてくださり、申し訳ありま
せんでした。とても感謝して
います。いつもありがとう！
(高津/Ｈ.Ｏさん/70歳)

お便りコーナーをいつも興味深
く読ませていただいております
が、本当にスタッフの方々が
頑張ってくださっているのだな
あと思われます。我家も今年
は風呂掃除とエアコン掃除を
やっていただきました。エアコ
ンがすこし汚れていたのです
が丁寧に洗っていただき、今
年の冬はきれいな空気の中
で過ごせそうです。（いつもメ
ーカーさんに頼んで大変でし
た）ありがとうございました。
(高津団地/Ｒ.Ｆさん/70歳)

毎月集金してくださる佐藤さ
んにはいつも感謝しておりま
す。いつも笑顔でとても感じ
が良く、一言二言話すだけで
心が癒されます。集金されて
いる方はＹＣゆりのき高津様
の窓口（顔）だと思いますの
で、佐藤さんの頑張りをこれ
からも期待すると同時にスタ
ッフの皆様にももちろん感謝
しております。
(高津/Ｋ.Ｏさん/73歳)

年のせいか朝の早い私は、
読売新聞の配達の早いのは
幸せな一日の始まりです。
新聞離れの昨今、色々な企
画や地域密着を大切に考
えてくれる販売店の努力を
感じます。ですからここ何年
も「読売」と決めています。
皆さん頑張って下さい。やは
り新聞は朝の場面には大切
な存在です。
(ゆりのき台/Ｍ.Ａさん/65歳)

毎月、集金に来て下さり、あ
りがとうございました。我が
家では共働きで家に居る時
間が少なかったため、何度
も足を運んで下さったと思い
ます。今はコンビニ払いにし
ましたが、これまで毎月お会
いしてお話できるのが楽し
かったです。
(大和田新田/Ｓ.Ｍさん/35歳)

いつもありがとうございます。
新聞屋さんというより地区の
見守りやその他色々してくだ
さり、毎回とても楽しませても
らっています。これからも元気
をたくさん下さい。スタッフの
方々、御苦労様です。
(高津/Ｈ.Ｔさん)

★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。

おそばの美味しいお店
高津/Ｔ.Ｓさんからの質問
外食をするとき、おそばの専
門店を知らないのに気づきま
した。おそばの美味しいお店
を教えて下さい。

お答えします！コーナー
膝の痛みを良くする方法や病院

このあたりを押すと足の動き
が良くなる人がけっこういるよ
うです。腰痛も肩こりも動かし
た方がいい場合と動かさない
方がいい場合があるのでタイ
プがわかるといいですね。
(高津/Ｙ.Ｏさん/70歳)

簡単に里芋の皮をむく方法
美味しいけど、確かにめんど
うですね。茹でてから（皮が
つるりとむけます）煮物にして
います。
(高津/S.Kさん/69歳)

ＹＣでんきの六車さんへ。ち
ょっ とした 一言をいつも あ り
が とう。 とて も 心 が 温 まり ま
す。これからもよろしくお願い
致します。
(高津/Ｅ.Ｋさん/76歳)

高津/Ｙ.Ｓさんからの質問

ハスのはさみ焼き。ハスを５
mm位の厚さに輪切りに切り、
内側になる面にうすく小麦粉
をつけ、ハンバーグの具をは
さみます。（※具の中にハス
のみじん切りを入れると食感
かわってgoodです）フライパ
ンに油をひいて、両面焼いて
お好みでおしょう油をつけて。
ポン酢しょうゆでも。
(島田台/K.Sさん/55歳)

里芋の皮を簡単にむくのに
「 レ ン ジ で チ ン 」 す る と スル
ッとむけるのでイライラしま
せんよ。
(高津団地/Ｍ.Ｏさん/44歳)

ハスの料理方法
①ハスの皮を剥き、水にさら
したあと水気を切る。これを
１cm弱の輪切りにする。②挽
き肉にごま油を入れてよく混
ぜる。③②の挽き肉をハス
の穴に詰め、天ぷらの衣で
揚げる。④からし酢醤油で
食す。※ビールのつまみにも
なります！
(ゆりのき台/H.OさんM.Oさん/71歳)

とりひき肉と合わせてハンバ
ーグにすると美味しいです。
ハス、とりひき肉、卵、片栗粉
をビニール袋に入れてめんぼ
うでたたき、焼きます。大根お
ろし、ポン酢ソースがよく合い
ます。
(大和田新田/C.Mさん/54歳)

すりおろしたハスに塩少々、片
栗粉を加えてよく混ぜ、フライ
パンに油をしき、スプーンで落
としてこんがり焼きます。れん
こんもちができます。塩をふっ
て食べても、辛子しょうゆで食
べてもおいしいです。
(高津/C.Tさん)

ハス肉団子がおいしいです。
すりおろした蓮根と鶏ひき肉
にしょうがと塩を少々混ぜて
肉団子にします。柔らかさは
小麦粉で調整します。油で揚
げて中まで火を通したら大根
おろしやポン酢で美味しくい
ただけます。
(ゆりのき台/Y.Tさん)

お使い下さい＆探しています
使わなくなったサーフボー
ドがあります。サーフィンでも
始めようと思っている方がい
らしたらお使い下さい。
(高津/H.Uさん/45歳)

もう使っていないグランド
ゴルフのクラブを無料で頂け
ると嬉しいのですが･･･。重さ、
長さ等サイズ拘り無しで木製
も可です。ボールもあれば尚
有り難いのですが。宜しくお
願いします。
（島田台/Ｒ.Ｎさん/76歳）

使わなくなった掃除機が
欲しいと思っています。昔な
がらのキャニスター型を希望
しております。性能にはこだわ
りません。もし余っていたら、
私の元で第2の人生を過ごし
てもらいたいです。
(大和田新田/Y.Mさん/41歳)

ちょっと時期外れなのです
が、サイズ180cmAの男子学
生服（冬用）を探しています。
中学に入ってからすでに15cm
伸び、親として嬉しい反面、頭
を悩ませております。クローゼッ
トで眠っているものがありまし
たら是非宜しくお願いします。
(高津/N.Sさん/44歳)

デイサービスの仕事をし
ています。麻雀セットをどなた
か譲っていただけませんでし
ょうか？
(ゆりのき台/K.Nさん/61歳)

1人用のワードロープ又は
クローゼット。帰宅後、上着
をすぐ掛けてしまえるものが
欲しいです。
(高津/Kさん)

…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。

