チケット ？ プレゼント

月号
５
vol.240

斎藤工 目覚まし時計
読売新聞イメージキャラクターの斎藤工さんの声が
収録されている目覚まし時計です。

３

今治タオル

でんきやさん500円クーポン券

白く肌触りの良い今治タオルです。 使い勝手の良い
フェイスタオルサイズです。

SPA＆HOTEL 舞浜ユーラシア

ディズニーハンドタオル

場所・内容：平日ご入浴券（浦安市/舞浜駅）
期間・日時：2020/9/30まで

プーさんの絵柄が描かれたミニタオルです。
サイズ：約12×25ｃｍ

50
枚まで

名様

２５

ヒマワリの種

かわいい動物のバスタオルです。天然素材100％の優しい肌触りです。
サイズ：約60×120ｃｍ

夏に向けてガーデニングを！楽しく育てて
植物の成長をお楽しみください。

25

お申込み締切日

毎週決まった曜日に宅配するサービスです。 お渡ししたカタログ
からご希望の商品を承り、 翌週にお届けいたします。
カタログをご希望のお客様はご連絡ください

わんまいる八千代営業所 ☎047-409-8030

歳）

62

2020
今月のお題『春（はる）』

春を待ってる

（ゆりのき台／Ｋ・Ｎさん／

81

コロナ去り
一年生

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！

父
（ちち）
お申込み締切

で

50

５月

16

⑤お使いください。

0
2
0
2
撲
相
大

鑑
名
士
力
Ｂ5判フルカラー

※サイト内上部の【あっとほ～む】の項目をクリック。あっとほ～むネット版の【投稿フォーム】よりご応募ください。

※以前のメールアドレスはご利用頂けませんのでご注意ください。

５月16日（土）

まで

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

川柳

歳）

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。

77

（大和田新田／Ｓ・Ｋさん／

①今までお子さんやお孫さんに言われて嬉しかった言葉は何ですか？
②感染防止対策で家にいることが多いです。
この機会に新たに始めた事は何ですか？
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。

※川柳のテーマは…“父（ちち）”にまつわる川柳です！

わんまいるとは？

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

抽選

④探しています。

宅配生活始めませんか？

プレゼント
名様

□ 今までお子さんやお孫さんに言われて嬉しかった言葉は何ですか？
ゆりのき高津目安箱
□ 感染防止対策で家に居ることが多いです。
ＹＣゆりのき高津に対す
るご意見やご要望などが
この機会に新たに始めた事は何ですか？
ございましたらお書き添
□ 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
えください。
□ 探しています
□ お使いください

74

歳）

□ 2020 大相撲力士名鑑

★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。

歳）

歳）

10

春の風 間隔あける
鯉のぼり

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／Ｋ・Ｏさん／

５

月号

日

（高津団地／Ｗ・Ｋさん／

⑨

2

キリトリ

2020

⑦
（高津団地／Ｋ・Ｍさん／

読売新聞イメージキャラクターの斎藤工さんのイラスト
が描かれたペアマグカップです。

け

春告げる 木陰にそっと
つくしかな！

⑤

届

暖かい 春が世界に
来る願い

⑧

２

斎藤工 ペアマグカップ

ＦＡＸまたはＴＥＬにて受付
5月15日（金）～5月18日（月）各日9：30～17：00まで
5月20日（水）午後からお届け

お申込み方法

春の町 すごく静かで
さびしいな

ガーゼ素材で作られた柔らかいバスタオルです。
サイズ：約60×120ｃｍ

毎月皆様が楽しみにしていた読売ふれあい市場が感染防止のため、暫くの間
開催できない運びとなりました。日頃のご愛顧に感謝すると共に出店業者の状況
にも配慮し、第2回「読売ふれあい市場お届け隊」を行います。

100

⑥

④

さくらバスタオル

ゆりのき高津 わんまいる八千代営業所 からお知らせ

読売ふれあい市場お届け隊

お

アニマルバスタオル

２

４

名様

でんきやさん・ライフサポートをご利用いただいた時に
500円の割引ができるクーポン券です。

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

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

けない日々が続いて
影響でなかな束かし旅た行らに出行か
の
ス
ル
けたい場所は？ います。
ウイ この騒ぎが収

ロナ」は爆買いしそうでこわい
です。
(大和田新田/H.Mさん/50歳)

けるかな？
(高津/H.Sさん/67歳)

夫婦ふたりでのんびり温泉旅
行に行きたいです。草津温泉
ロケ地巡りがいいかなぁ～。
(高津/C.Tさん)

行きつけの焼鳥屋さんです。と
ても美味しいし感じのよいお
店。今すぐにでも行きたいけ
ど今年は一度も行ってません。
行こうと思っていたのに、この
騒ぎ…いつまで続くかわから
ない状態。本当に皆の行きつ
けのお店にエールを送りたい
ですね。
(高津団地/Ｍ.Ｏさん/62歳)

去年の12月父が亡くなって、
その父をずっと介護していた
母をこの4月田舎からこちらに
来て、少しゆっくりしてもらって、
その間長野に旅行に行くは
ずでした。しかし無理でした。
会うことすら無理です。いつか
会える日が来たら一緒に長
野(松本)に行く予定です。必ず
行けますように願います。
（高津/Ｅ.Oさん/56歳）

友人と計画していたのは、天
橋立、伊根の舟屋などでした。
コロナのせいで行けなくなりま
した。日本全国、ほとんどは
行きましたが、天橋立はまだ
行っていません。今年中に行

ろみさん。実家の八千代市内
おもてなし料理
の飲食店は有名です。他に
は、将棋棋士の真田圭一さ まぐろ缶詰に長ねぎのみじん
ん。オートバイレーサーの若井 切りとゴマ油を入れてまぜる
と絶品です。あつあつご飯に
娘は5歳、私も母になって5年 伸之さん。
(島田/M.Hさん/49歳) かけたり、おつまみになります。
が経ちました。母と同じく一
ゴマをかけても美味しいです。
姫二太郎を授かり、自分が母
(島田台/T.Sさん/75歳)
になって初めて子どもを守る
ことの大変さや家事育児をこ
なす毎日の大変さを身に染
みて感じています。まだまだ、
お便り紹介
自分1人では抱えきれず、母
に頼ってしまう私ですが、変
先日は手作りマスクをお届け
わらず元気な母でいてくださ
いただき、ありがとうございま
いね。
した。洗って何度も使えてと
(高津東/M.Sさん/38歳)
ても助かっております。
（高津団地/C.Tさん/86歳）
親の気持ちは自分が親になっ

日」お母さんに感謝の言葉
の
母
「

北海道流水ツアーです。3月
上旬に流水船と流水ウォーク
を予定していました。仲間と
流水がまだ接岸しない…暖
冬だからかな！？やっと接岸し
たから大丈夫とかさんざん盛
り上がっていた矢先に北海道
でコロナ感染が爆発的に流
行しました。泣く泣くキャンセ
ルをしました。いつかまたTRY
します。
(大和田新田/M.Sさん/59歳)

旅行では無いですが宮城県
にいる叔父と西多摩にいる叔
母のお見舞いに行きたいで
す。今は面会が出来ません。
(高津団地/M.Yさん/74歳)

これからの生活でぜひお母さん
孝行してください。

て初めて分かるものです。いつ
までも感謝の気持ちを持ち続け
てください。

結婚して40年目の今年。10
年ごとに旅行に行っています
が、今回初めての海外旅行
ハワイに3月3～8日4泊6日
で行く予定でしたがコロナウ
イルスの影響で延期にしまし
た。11月3～8日で再旅行の
手配をしましたが、現状では
？“9月頃までに収束してくれ
ると”思う日々です。みなさん
外出を自粛し家庭で新しい
楽しみを発見しましょう。
(ゆりのき台/Y.Tさん/66歳)

僕はサイクリングが好きなの
でこの騒ぎが収束したら霞ケ
浦に行ってみたいです。理由
は僕の祖母の出身地の近く
であるのと日本で2番目に広
い湖なので人生で一度は見
てみたいからです。
(高津/C.Nさん/17歳)
毎年、プロ野球観戦を楽しみ
にしていたので早く見に行け
るといいと思います。
(大和田新田/J.Tさん/40歳)

今年はコロナのせいで卒業デ
ィズニーにも行けず、入学式
も簡素化されたものだったの
で、子供たちをディズニーラン
ドに連れて行ってあげたいです
。買い物もできず家にいる時
間が長いせいか、「アフターコ

す。かれこれ30年程前、谷川
岳登山の帰りに立寄り雨に濡
れた体に該地で休憩し心癒
された思い出が今も脳裏によ
みがえります。
(高津団地/W.Kさん/77歳)

実家を継いだ妹から母を月
一、一週間預かってほしいと
言われた。90才になる母を良
く面倒を見てくれいる、月一
回、一泊で県内を旅していた
が、この御時世、控えていまし
た。育ててもらった感謝を、実
家を継いでくれた妹感謝を
込め、一緒に生活します。あり
がとう！
(鈴身町/K.Fさん/66歳)

コロナウイルスでまるで戦時
中の空襲警報中に避難した
防空壕の中に居るような気
持の毎日ですが収束したら
香りと澄んだ空気の群馬県
の玉原高原へラベンダー畑
を訪れてみたいと思っていま

3月にスキー旅行に行く予定
でしたが、ウイルスの影響で
キャンセルしました。今は、感
染をしない、させない時期と
思い納得しています。夏まで
にはウイルスが収束すれば、
今度はキャンプに行きたいと
思い、予定を立てています。
予定を立てる時間がとても
楽しいです。
(大和田新田/M.Hさん/42歳)

教えて下さいコーナー
簡単に作れるおつまみ
高津/T.Tさんからの質問

室内の遊び

大和田新田/R.Iさんからの質問

外でお酒を飲めなくなりまし
た。家庭で簡単に作れるおつ
まみを教えて下さい。

今回はシルバーサポートクラブの
皆様に手作りマスクをプレゼント
しました。ぜひご活用ください。

本日(4/17)宅配ボックスの
毛糸を受け取りました。多くの
方からありがたいご寄付をい
ただき大変うれしく思います。
この場を借りて改めてお礼申
し上げます。早速、編ませて
いただいてます。
(ゆりのき台/Y.Tさん)

早く当たり前の日常を取り戻せ
るように今は、自粛を頑張りまし
ょう。そして皆でお出かけを楽し
みましょう。

★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。

早くみなさんが楽しみにできる
ようにチケットプレゼントにしたい
と思っております。

皆様の善意が届いてよかった
です。

乗り物好きな4歳のお子さん
へ絵本をお探しの方へ。元保
子どもと室内でできる遊びを 育士です。以下の本をお薦
めします。1.「しょうぼうじどうし
教えて下さい。
ゃじぷた」40年に渡るロング
セラーの絵本です。2.「ピン．
ポン．バス」3.「はたらくくるま
コーナー
みちをつくる」仕掛け絵本で

お答えします！
新緑の5月頃に孫家族と旅
行を計画していましたがコロ
ナの影響でキャンセルをしま
した。大変残念ですが、仕方
ないですね。孫も遠方に住ん
でいるので中々逢う事が出
来ず寂しい思いをしています。
騒ぎが収束したらどこか暖か
い場所でゆっくりに過ごしたい
ですね。一日も早い収束を願
っています。
(高津/I.Kさん/62歳)

日々コロナウイルス感染が報
道の最中ですが、気持ちよく
チケットが、使用できる事を
願いながら申し込みをさせて
頂きます。いつもありがとうご
ざいます。
(高津団地/S.Kさん/76歳)

ジャングルポケットの斉藤慎
二さんの実家が子供の森公
女優の岩崎ひろみさん。NHK 園のすぐそばにあります。
(高津/T.Tさん/50歳)
の連続テレビ小説「ふたりっ
子」で双子のヒロインの1人を
演じました。実家は八千代台
駅近くの味噌ラーメンが美味
しいラーメン店「パンケ」です。 お笑いタレントのジャングルポ
(ゆりのき台/Y.Tさん) ケット斉藤慎二さん。八千代
松陰高校野球部だったので
県大会では去年観戦に来て
いた様子がテレビに出ていま
した。あとは、女優、タレントで
朝ドラでブレイクした岩崎ひ

楽しめるかと。4.「がたごとが
たごと」何度読み返しても飽
きないです。5.「いたずらきか
んしゃちゅうちゅう」6.「しゅっぱ
つしんこう」大人が読んでも、
うっとりするストーリーです。
(島田/M.Hさん/49歳)

八千代市出身の著名人

お使い下さい＆探しています
大型犬男の子用おしっこ
用おむつ(XL～Lサイズ)胴回
り60～80cmお譲りします。
(神久保/N.Tさん/75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。

