５月号

歳）

まだまだだよと

（高津／Ｋ・Ｓさん／
71

講 師：

宮田伸弘 さん 他

開催日： ５ 月 １６ 日(木)

2019
今月のお題『 引退 』

もういいか
孫の声

このコーナーでは『五・七・五』のほのぼの～っとし
たユーモアあふ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！

和
（わ、なごむ）

５月 18日（土）

まで

18

歳）

⑤お使いください。

（高津／Ｍ・Ｉさん／

④探してます。

43

まったくの初心者でも安心の教室。宮田伸弘先生のわかりやすい
説明に、ユーモアあふれるトークは健在。お花の知識も豊富に。

※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

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。

61

‼

フラワーアレンジメント

お申込み締切

50

５月

歳）

歳）

64

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。

※川柳のテーマは…“和（わ、なごむ）”にまつわる川柳です！

（高津／Ｈ・Ｈさん／

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。

①６月１６日は父の日です。「父の背から学んだ事は何ですか」
②ジューンブライド「あなたのプロポーズの言葉は」
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。

川柳

２ 10

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

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：2019/6/11、6/12、6/13(全18：15） ※期間中１試合のみ

引退聞いて

セ・パ交流戦 千葉ロッテVS横浜DeNA

（ゆりのき台／Ｋ・Ｎさん／

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：2019/6/4、6/5、6/6(全18：15） ※期間中１試合のみ

5 / 25 土
ＡＩが 俺の引退
早めそう

セ・パ交流戦 千葉ロッテVS阪神

次回開催日

イチローの
ただ感謝

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：2019/5/31(18：15）6/2(14：00) ※期間中１試合のみ

高 津 団 地 中 央 商 店 街

引退は 一生出来ぬ
母親業

パ･リーグ公式戦 千葉ロッテVS埼玉西武

５

主婦業を 引退させてよ
それは夢

6月１６日は父の日です「父の背から学んだ事は何ですか」
ジューンブライド「あなたのプロポーズの言葉は」
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

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：2019/6/21 午後6時試合開始

★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。

□「令和元年（2019年）ポスターカレンダー」
□
□
□
□
□

２ 10

名様

５月号

2019

２ 10

名様

5

４ 10

名様

２

セ・パ交流戦 巨人VS福岡ソフトバンク

枚まで

枚まで

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：2019/6/30まで（休）毎週木曜日(祝日、長期休みを除く）

名様

千葉こどもの国

5

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：2019/6/20 午後6時試合開始

名様

２

セ・パ交流戦 巨人VSオリックス

枚まで

枚まで

場所・内容：入園無料ご招待券（横浜市/根岸駅）
期間・日時：2019/6/30まで

名様

国指定名勝 三渓園

5

４ 10

名様

２

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：2019/6/18 午後6時試合開始

枚まで

枚まで

場所・内容：入場ご招待券（習志野文化ホール/津田沼駅）
期間・日時：2019/6/14 夜の部午後6時開演

名様

八代亜紀コンサート2019 【特別ゲスト 北川大介】

5

４ 10

名様

２

セ・パ交流戦 巨人VSオリックス

枚まで

枚まで

場所・内容：入場ご招待券（習志野文化ホール/津田沼駅）
期間・日時：2019/6/14 昼の部午後2時30分開演

名様

八代亜紀コンサート2019 【特別ゲスト 北川大介】

5

４ 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：2019/6/8 午後２時試合開始

名様

２

セ・パ交流戦 巨人VS千葉ロッテ

枚まで

枚まで

場所・内容：入場ご招待券（松戸・森のホール21/八柱駅）
期間・日時：2019/5/28 夜の部午後6時開演

5

名様

福田こうへいコンサートツアー2019 ～一所懸命～

４ 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：2019/6/7 午後６時試合開始

名様

２

セ・パ交流戦 巨人VS千葉ロッテ

２ 10

枚まで

枚まで

場所・内容：映画ご入場引換券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間・日時：2019/6/30まで

名様

京成ローザ

5

場所・内容：千葉ニュータウン店ご招待券（印西市/千葉ニュータウン中央駅）
期間・日時：2018/6/30まで

名様

２

真名井の湯

枚まで

枚まで

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：2019/6/30まで

名様

東京ドームシティ

5

２ 10

場所・内容：入園引換券（船橋市/船橋駅）
期間・日時：2019/6/30まで（休）毎週月曜日

vol.228

名様

２

ふなばしアンデルセン公園

枚まで

枚まで

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：2019/6/30まで (休)6/24

名様

千葉市科学館 常設展示

5

名様

２

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：2019/6/23 午後１時試合開始

枚まで

枚まで

場所・内容：ご招待券（東京都目黒区/目黒駅）
期間・日時：2019/6/9まで（休）毎週月曜日

名様

目黒区美術館 ～世紀末のウィーンのグラフィック～

5

名様

２

２

セ・パ交流戦 巨人VS福岡ソフトバンク

枚まで

枚まで

場所・内容：宝物展示室・徳川将軍家墓所 共通入場券（東京都港区/芝公園駅）
期間・日時：2019/6/30まで（休）毎週火曜日

名様

浄土宗大本山 増上寺

5

枚まで

２

名様

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：2019/5/30まで※5/28・29、土･日･祝日はご利用になれません

5
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：2019/5/26 午後2時試合開始

枚まで

名様

浅草演芸ホール

セ・リーグ公式戦 巨人VS広島

令和元年 （2019年）

ポスターカレンダー
「令和」新元号改元記念の2019年ポスターカレンダーです。2019年
5月から2020年1月までを記載したB3判ポスターカレンダーをＹＣゆ
りのき高津では、「あっとほ～む」をご覧の50名様に抽選でプレゼント
いたします。
B3判（364×514mm）
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

母が亡くなり5年経ちますが、
今でも困った時は心の中で母
の声を聞いてしまいます。未だ
に助けられてばかりですね･･･。
私も子供達にとってそんな存
在でありたいと思います。
(ゆりのき台/K.Nさん/61歳)

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

「令和」
に一言
新しい元号

元号が発表される日は、何だ
かソワソワしてTVを観ていま
した。平成と共に八千代に来
て30年。子育てをし、今は主
人との二人暮らしです。「令
和」は私達にとって穏やかな
日々を約束されるような名前
のように思えます。万葉集か
らというのも短歌好きの私に
は嬉しい限りです。
(ゆりのき台/M.Aさん/66歳)
ぜひ夫婦で穏やかな「令和」
を楽しんでください。

全部で候補が６件あったそう
ですが、どれに決めても、賛否
両論必ずあるもので日本国
民全員の賛成を得ることはな
いものです。しかしながら、政
府も有識者と言われる方々
といろいろと検討を重ねての
ことですし、何かとケチをつけ
る方にはそのような発言・発
信は控えていただけることを
望みます。どんな元号であろ
うと、最初は違和感あったり
するものですが、時がたてば
徐々になじむでしょう。せっか
くの新しい元号であり、これか
ら長く付き合っていくことにな
るのですから、ぜひリスペクト
の心をもって向き合っていき
たいものです。
(ゆりのき台/A.Sさん/50歳)
そうですね。新しい元号をリスペ
クトしましょう。

５月１日から平成→令和に改
元になりますが、娘が平成元
年生まれで、その子供（孫）
が今年の８月に生まれるので
令和元年生まれ。何か運命
的なものを感じます。令和の
年も平成同様少し幸福な感
じになるよう期待します。これ
からは若者の時代、若き人よ
ガンバレ!!!!
(ゆりのき台/Y.Tさん/65歳)

“令和”新しい年を迎え思う
こと。昭和の頃は親族を殺害
する様な非人道的な行為は
無かったと思います。平成は
その様な事が多く、どうなっ
てしまうのだろうと思ってしま

その通りです。

私は福岡出身で、子供の頃
からよく太宰府天満宮へ参
拝しておりました。今年の１月
に、久しぶりに母と参拝した
折、大宰府までの専用電車
が旅人という文字や梅の花
等の絵が描かれていて、とて
も感動しました。そんな折、
令和が大宰府ゆかりとのこと
で多くの方々に訪れてほしい
と願います。
(ゆりのき台/K.Kさん)
大宰府はすごい人だかりになっ
ているようです。

皆で素晴らしい時代を作ってい
きましょう。

す。お母さんに今だから言えるありがとう。
で
日
の
母
皆様のお母さんに対する「ありが
とう」の気持ちを読んでいたら涙
が出てきました。母は強く優しく
ありがたい存在です。

令和を切り開いていく若者に期
待です。

とても良い元号だと思いま
す。新天皇に合った響に感
じ、“新しい時代”の始まりと
いう思いが強くなります。「平
和でありますように」「災害
がありませんように」「子供
たちの笑顔が絶えませんよ
うに」と。また、政治家の方
々が思慮深く、決して戦い
などおこりませんようにと願
うばかりです。
(桑橋/T.Yさん/69歳)

いました。令和にはそのよう
様な事が無い時代を切望し
ます。
(高津/T.Nさん/63歳)

「お母さんありがとう」呼んで
も聞こえないね。あと15年お
母さんの年まで頑張りたい。
(高津/K.Sさん/71歳)

今は亡き母へ。幼い頃から家
事をいっぱい叩き込んでくれ
て「ありがとう」って伝えたい
です(笑)。子供の頃は、好き
でお姉ちゃんに生まれた訳じ
ゃない!!何でもお姉ちゃんだか
らって私だけやらされてってい
つもプンプンしていたけど･･･。
この歳になってある程度のこ
とができるのは母のおかげだ
と思っています。
(高津団地/M.Oさん/61歳)

今まで育ててくれてありがと
う!!父親がいなくてさみしいけ
ど･･･いつまでも元気で僕ら家
族4人と楽しもう。
(金堀町/M.Iさん/40歳)

母にはいつも感謝していま
す。それは、私が親だからで
しょう。子育てもだいたい終
わ り 、 夢中で育ててきました
けど、それでも母親にはまだ
足元にも及ばない。今でも私
の事を心配している母に感謝
です。元気で楽しんで欲しい。
(高津/E.Oさん/55歳)

今年1月に94才で亡くなった
母に娘や孫達にたくさんの思
い出を残してくれてありがとう
･･･と伝えたいです。一緒に外
出することが好きな母でした
ので、旅行や食べ歩きも楽し
い思い出がたくさんあり、感謝
でいっぱいです。
(小野田町/R.Kさん/65歳)

母の日へ。母を亡くして数年
を経た時、デパートの母の日
のプレゼントコーナー。私には
プレゼントする母がもういない、
と思ったら母への思いで滂沱
の涙。だんだん母に似てくる
私。折々にかけてくれた母の
無償の愛。お母さんへの思い
はいつもいつも私の心の中に
あります。ありがとうお母さん。
(萱田/J.Iさん)

結婚時、母に「あなたはいつま
でも私の子どもなんだから、
何かあったらいつでも頼って
ね」と言ってもらい、早10年。
私も3人の子の母になり、当時
の母の言葉の重さ、温かさ、
有難さを感じています。お母
さん、ありがとう。
(大和田新田/S.Mさん/35歳)

母親が、年末から2週間ほど
圧迫骨折で入院しました。
1週間ほど経ちお見舞いに
行ったところ元気そうではあ
りましたが、少し小さくなった
ような体を見て、思わず涙し
てしまいました。自分のこと
よりも先ずは子供のことを優
先してきた母親。いつまでも
元気で、そしてありがとう。
(高津/M.Iさん/43歳)

料理した茄子が変色しない方法

八千代市内には八千代台北
と八千代台東に「子供の森」
というのがあります。中にはア
スレチックがあったりして、こ
れからの季節、親子で屋外
で走りまわって遊ぶにはピッ
タリだと思います。
(高津/M.Oさん/55歳)
下準備でナスの表面を油で
覆うように短時間火を通しま
す。長時間加熱すると変色し
やすいので、飾り包丁を入れ
て素早く火を回します。
(ゆりのき台/Y.Tさん)

水菜のおいしい食べ方

高津/H.Uさんからの質問

島田台/K.Sさんからの質問

八千代市は美容院と動物病
院がとても多くいつも悩んで
しまいます。八千代市でおす
すめの動物病院をおしえて
ほしいです。

いつもお世話になります。今
回は私自身、背脂肪腫瘍が
でき、手術をし退院したので
すが、傷10cmが未だに痛み、
歩くことも不便な状態です。
早く元気になろうと日々頑張
っています。
(高津/M.Nさん/79歳)
毎回ちょっとした頼み事でも
いつも笑顔で対応してくださ
る石井さん、ありがとう。
(高津/E.Kさん/77歳)

水菜のおいしい食べ方が知り
たいです。サラダだとゴソゴソ
としていて不評です。食べき
れず腐らせてしまいます。

★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。

犬を連れて行けるカフェ
MiaCara(ミアカーラ)はドッグ
OKのカフェです。ランチメニ
ューも美味しそうです。
八千代市萱田2230-3
ＴＥＬ.047-767-2307
(大和田新田/T.Oさん/73歳)

頑張って早く良くなってください。

いつもありがとうございます。

お使い下さい＆探しています
ソファー2人掛けです。リク
ライニングで足の所が持ち上
がります。（約縦100×横
150×幅110）
(高津/K.Hさん/51歳)

お答えします！コーナー
母が亡くなって13年。亡くなっ
た時から仏壇の花は一年を
通してカーネーションと決め、
正月、お盆もカーネーションを
供えています。毎朝、今日も一
日よろしくと手をあわせ、ありし
日を偲びます。5月はきゃらぶ
き煮が上手だった母に、きゃら
ぶきを煮、出来を報告します。
(高津/S.Kさん/73歳)

イオンの４階に子供の遊び場
所があります。買い物の時にの
ぞいてみてはいかがですか。
(高津/C.Tさん)

お便り紹介

教えて下さいコーナー
八千代市でおすすめの動物病院

親子で遊べる所

1.ケース入り兜飾り（縦
55×横54×奥行39）2.ケース
入り五月人形（縦38×横28×
奥行22）3.ケース入り鍾馗様
（縦43×横30.5×奥行24）
(萱田/E.Kさん/69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。

