８月号

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：2019/9/3、9/4（全18：15）※期間中1試合のみ

先着順

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。

□ 下田プリンスホテル宿泊割引券
あなたが頂いてうれしかった「思いがけない贈り物」
ついついやってしまう「ちょっとおかしな私の癖」
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

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。

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！

プレゼント

花火
（はなび）

８月17日（土）

お申込み締切

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

抽選 で

30

①あなたが頂いてうれしかった「思いがけない贈り物」
②ついついやってしまう「ちょっとおかしな私の癖」
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。
④探してます。 ⑤お使いください。
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。

名様

□
□
□
□
□

71

2019

まで

★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。

才）

才）

68

年金出るかと

ご応募の際は、各チケットの期日にご注意ください。

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

４ 20

（高津／Ｈ・Ｎさん／

場所・内容：ご招待券（東京スカイツリータウン/押上駅）
期間・日時：2019/9/1まで

１ 10

今月のお題『 年金（ねんきん）
』

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：2019/9/30まで

白髪増え 頼る年金
減るばかり

東京ドイツ村

２ 10

声
茶
喫
歌

懐かしのあの歌をみんなで歌えば青春さ！
講 師： 佐々木多幸詞先生 開催日： 8月16日(金)

月

あの世でも
妻は聞き

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：2019/9/19（18：15）

8

次回開催日

年金を オモチャに代える
孫が来る

パ・リーグ公式戦 千葉ロッテVS楽天

大昆虫展 in東京スカイツリータウン

２ 10

高 津 団 地 中 央 商 店 街

（萱田／Ｙ・Ｈさん／

８月号

2019

パ・リーグ公式戦 千葉ロッテVS北海道日本ハム

8

名様

２５
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：2019/9/30まで

名様

京成ローザ

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：2019/9/14 午後2時試合開始

名様

２

セ・リーグ公式戦 巨人VS広島

枚まで

枚まで

場所・内容：ご招待券（横浜美術館/みなとみらい駅）
期間・日時：2019/9/21～2019/10/30（休）毎週木曜日

名様

オランジュリー美術館コレクション ルノワールとパリに恋した12人の画家たち

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：2019/9/5 午後6時試合開始

名様

5

２ 10

名様

２

セ･リーグ公式戦 巨人VS中日

枚まで

枚まで

場所・内容：無料観覧券（国立西洋美術館/上野公園内）
期間・日時：2019/9/23まで（休）毎週月曜日（9/16、9/23は開館）

名様

松方コレクション展

5

４ 10

名様

２

４ 10

枚まで

枚まで

場所・内容：ご招待券（千葉県文化会館/県庁前駅）
期間・日時：2019/9/8（14：00開演）

名様

トゥインクルプリキュア ドリームステージ

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：2019/8/29 午後6時試合開始

名様

２

セ・リーグ公式戦 巨人VS広島

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：2019/9/30まで（休）毎週火曜日、8/26

名様

浄土宗大本山 増上寺

5

２ 10

場所・内容：入園引換券（船橋市/船橋駅）
期間・日時：2019/9/29まで（休）毎週月曜日 ※9/16、23は開園、8月は休園日なし

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：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：2019/9/30まで

名様

真名井の湯

5

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：2019/11/30まで ※8/10～8/15まではご利用になれません

vol.231

名様

２

千葉ポートタワー

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：2019/9/30まで

名様

東京ドームシティ

5

名様

２

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：2019/9/30まで （休）毎週木曜日(祝日は除く)､８月は休園日なし

枚まで

枚まで

場所・内容：入館ご招待券（東京都千代田区/竹橋駅）
期間・日時：2019/10/31まで（休）毎週水曜日※８月は休館日なし

名様

科学技術館

5

名様

２

２ 10

２

千葉こどもの国

枚まで

枚まで

場所・内容：特別ご招待券（浅草公会堂/浅草駅）
期間・日時：2019/9/26①AM10：00 ②PM1：30 2019/9/30③AM10：００ ④PM1：30 ①～④のうち１回

名様

映画「万引き家族」上映会

5

名様

２

5
２ 10

場所・内容：内野指定席C引換券（ZOZOマリンスタジアム/海浜幕張駅）
期間・日時：2019/9/22（16：００）

枚まで

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：2019/9/10まで ※8/10~20、8/31、9/5及び土・日・祝日はご利用になれません

名様

浅草演芸ホール

5

枚まで

２

名様

場所・内容：平日ご入浴券（浦安市/舞浜駅）
期間・日時：2019/12/31まで

枚まで

名様

枚まで

SPA＆HOTEL 舞浜ユーラシア

パ・リーグ公式戦 千葉ロッテVS北海道日本ハム

浜辺 の秋宿泊プラン
￥7,800

８月

17

平日・休日泊１室２名さまご利用時
１泊朝食付き(消費税込・入湯税別)

※１泊２食付き宿泊プランもございます。

有効期限／２０１9年９月1日(日)～１２月２7日(金)
※下田プリンスホテルのお部屋を特別料金にてご利用いただけます。

下田プリンスホテル 〒415-8525 静岡県下田市白浜1547-1
※川柳のテーマは…“花火（はなび）”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

TEL：0558-22-7575

き取って下さいました。大事な
本、捨てられなくて･･･再び読
んで下さる事に感謝です。今
は後に残る人に迷惑にならな
いようにと暇あるごとに断捨離
頑張っています。
(桑橋/T.Yさん/69歳)

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

の甲子園が始まりますが
もうすぐ夏

たが青春時代に夢中になった事」
「あな
こと、美しい小笠原の海と
島々、都会では味わえない
素晴らしいパノラマがそこ
に展開し、こせこせ生きて
いる人間の小ささに気づか
されたことを思い出します。
(高津団地/W.Kさん/76歳)
独身時代のことです。絵を描
くことが大好きで食事もおし
んで描いていました。勿論、
美術学校へ進学しひたすら
描きつづけ、夢とロマンを追
求した懐かしい青春時代で
した。そして今現在です。現
実そのもの真っ只中、生活を
している私がいます･･･。
(高津/K.Mさん)
人生一生青春です。これからも
小さい夢を追い続けてください。

高校時代は山岳部に入って
いました。夏休みは一週間ほ
どかけて南アルプスの山々を
縦走したのを懐かしく思い出
します。山ではずっとテント生
活なので風呂にも入れず、一
週間後には汗と汚れでドロド
ロになって帰ってきたもので
す。
(高津/H.Kさん/60歳)
山から見える景色、さぞかしきれ
いだったでしょうね。

大学も終了の22才頃に船
の免許を取得。中古のセー
ルボート（ヨット）を購入。ほ
とんど毎週末は海で遊ん
でいました。時には大島や
新島、小笠原まで友人と
遠征したことも！このセーリ
ン グで 学 んだ こと は改め て
「風の力、自然の偉大さ」
です。エンジンを使わずに
こんなに遠くまで来られる

きっと大切に読んでくれると思
います。

は又違う面白みがあって、当
時は本当に楽しみの一つで
した。給料の大半はゲーム代
になっていました。年金生活
の今では到底考えられませ
んね。
(高津/K.Oさん/74歳)
私もはまりました。名古屋撃ち、
覚えてますか？

スキーです。映画「私をスキ
ーに連れてって」を見て夢中
になりました。冬休みになると
住み込みのスキーペンション
でアルバイトをし、昼の休憩
時間になるとゲレンデでひた
すら滑っていました。
(ゆりのき台/T.Tさん)
スキー出来るとかっこ良いイメ
ージありました。

私もこせこせせずにゆったりした
心を持つようにします。

幼年時代、遊びといえば野球
か木登りぐらいでした。小・中
と野球を楽しんでいました。
道具といえば木を削り竹をバ
ットにして遠くへ飛ばす努力、
練習をしました。グローブは
布でしたのでよく切れ、縫い
ながら大事にキャッチボール
しながら大会に臨みました。
(大和田新田/S.Kさん/81歳)
道具作りから苦労したんですね。
今の時代は苦労せず道具が手
に入る事をあらためて感謝しな
いといけませんね。

（高校野球の思い出）昭和40
年代の頃だったと思います。
千葉県代表で甲子園に黒潮
打線として出場した銚子商
業で、応援席の方では船団
が使用する大漁旗を3本か4
本を大きく広げて飾り全員で
応援している事でした。銚子
商業が今でも千葉県大会を
勝ち進むと思い出されます。
(高津団地/T.Kさん/70歳)
今年の千葉県は習志野高校で
す。みんなで応援しましょう。

今の若い人達は御存じない
と思いますが、私の若い頃は
「インベーダーゲーム」という
とても夢中にさせるゲームが
流行っていて、私も夢中にな
っていた一人です。パチンコと

な断捨離はじめました
私、こん

70才を過ぎ、終活といった方
がぴったりかもしれません。十
数年前にこの世を去った我
家のマルチーズ。今まで手を
つけずにいましたが、残され
たハウス、身の回りの物一式、
ここから始めて整理しようと
思っています。
(高津/Ｎ.Sさん/70歳)
覚悟を決めて頑張ってください。

お片付け上手な友達に憧れ、
私も断捨離を始めました。あ
まり着心地が良くなかったり
デザインの古い洋服、使用頻
度の低いバッグや使っていな
い食器など。収納スペースに
ゆとりができると気持ちにも余
裕ができますね。
(大和田新田/Y.Mさん/43歳)
気持ちの余裕、大切です。

めることにしました。会って楽
しい、又会いたいという思いを
大切にしたいと。そう「笑って」
いたいのです。そう思い始め
ると肩の力が抜けて、友達関
係素敵になりました。
(ゆりのき台/M.Ａさん/67歳)
サラリーマンには難しいけど、とて
も良いことだと思います。

断捨離としてメルカリを始め
ました。いらない物を自分の
言い値で売れるのでリサイク
ルショップで売るより高くなり
おこづかいくらいになって助か
ります。
(高津団地/K.Mさん/40歳)
メルカリ、ぜひ皆さんもやってみ
てください。

家の中の片付けを始めました。
今はスマホで写真をとる時代
ですが、アルバムの写真がた
くさんあり、片付けるのが大変
です。思い出は心に残して処
分しているところです。
(高津/C.Tさん)
気持ちわかります。

人間関係の断捨離始めまし
た。これってちょっと寂しいで
しょうかね。60を過ぎた頃か
ら無理をしての付き合いはや

リビングの壁一面に置いてい
た本棚四台の本。殆ど寄付し
ました。“サムライ学園”が引

★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。

くつ下（ハンカチ、下着等）を
「こんまりさん式」で全て見え
る化すると、タンスの中がすっ
きり！新品も出てきて、山盛り
の古着を片付けることが出
来た。
(大和田新田/M.Ｅさん/68歳)
コンマリ式は片付けコンサルタ
ント近藤麻理恵さんのやって
いる方法です。

教えて下さいコーナー
オクラを育てる方法

島田台/K.Sさんからの質問
オクラの種をまきました。本
葉も出ましたが10cm位の丈
で大きくなるでしょうか？黄色
い花がみたいです。どんな肥
料をあげたらいいのか教えて
下さい。

朝顔の摘芯を行えば、切った
部分の下から別の芽が出て
くるのでたくさんのつるを茂ら
せることができます。一日２回
の水やり、朝は早めの時間帯
夕方は日が沈んでからが良
いです。
(高津団地/K.Mさん)

先月は野球のチケットの事で
御配慮有難うございました。
翌日御礼に伺ったのですが、
お留守でお会いできなくて残
念でした。本当に有難うござ
いました。
(高津団地/M.Tさん/87歳）
笑顔のステキなＹＣゆりのき
高津の皆様ありがとうござい
ます。先日急に居間の電気
がつかず、石井さんに電話で
相談しました。お忙しい中、電
気事業部の方が来て下さり、
前より明るい居間になりまし
た。ありがとうございます。いつ
も明るく対応して下さる石井
さんに感謝しています
(高津団地/Y.Tさん/80歳)

わざわざお越しくださり、ありがと
うございました。

以前このお使い下さいで「杖」
を頂き、毎日散歩で使ってい
ます。ありがとうございます。
(豊富町/S.Oさん/82歳)

「今後もいつでもお電話ください」
石井さん談です。

お使い下さいコーナーがお役に
立ててよかったです。

お使い下さい＆探しています
①日本古来からの和風な
朝顔 ②日本古来のメダカ
(高津/M.Iさん/74歳)

小動物を診てくれる動物病院

息子夫婦がハムスターを飼っ
ていた時に、ウッズ動物病院
で診てもらっていましたよ。高
津団地のスシローの前です。
(高津団地/M.Tさん/72歳)

でも老眼鏡をかけた方が老
眼の進行は遅くなるとも言わ
れました。
（大和新田/M.Kさん/75歳）

お便り紹介

豊富町/K.Mさんからの質問

お答えします！コーナー

花を多く咲かせるにはリン酸
成分の多い肥料を月に1回
ほど与えます。（肥料は液体
でも固体でもOK）もし植木鉢
なら日中以外は蛍光灯や街
灯を含め、できるだけ明るい
所に置かないようにします。本
葉が８～10枚まで育ったらツ
ルの先の芽を切ってください
（摘芯）摘芯するとわき芽が
育ち、ツルの数が多くなるの
で花がたくさん咲きます。
(高津/M.Oさん/55歳)

老眼にならない方法はありま
せん。年をとれば自然なこと
と眼科医に言われました。目
に良い食事、目を酷使しない
こと、正しい姿勢で読むこと
などを気をつければ少しは遅
くなるかもとのことでした。

ゴーヤの調理法

ゴーヤの季節になって来まし
たが苦味の少ない調理法が
ありましたら教えて下さい。又、
作り置き出来る佃煮みたい
のがありませんか。沢山頂く
ので知りたいです。

朝顔をたくさん咲かせる方法

老眼にならない方法

金属カッター。紙をきれい
に切ることが出来ます。
METAL TRIMMER 22cm・
83/4 写真を切るのに使って
いました。
（大和田新田/K.Oさん/80歳）

松葉杖、差し上げます。
良かったら使って下さい。
(高津/K.Nさん/67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。

