チケット ？ プレゼント

月号
８
vol.243

ふなばしアンデルセン公園

レジャーランド
名様

50

でんきやさん・ライフサポートをご利用いただいたときに500円の割引
が出来るクーポン券です。

佐倉 草ぶえの丘

内容･場所 ： 無料ご利用券【ボーリング・ビリヤード・景品ゲーム・カラオケ】
■神奈川レジャーランド厚木店■千葉レジャーランド成東店(ビリヤード、景品ゲームのみ有効)■千葉レジャーランド野田店
(ビリヤード、景品ゲームカラオケのみ有効)■スポーツウェーブ鉄腕24浜野店(ビリヤード、景品ゲーム、カラオケのみ有効)
■埼玉レジャーランド春日部店(ビリヤード、景品ゲームのみ有効)■群馬レジャーランド高崎駅東口店(ビリヤード、景品ゲーム
のみ有効)■群馬レジャーランド藤岡店(ビリヤード、景品ゲームのみ有効）■群馬レジャーランド太田店(ビリヤード、景品ゲーム
のみ有効)■上越レジャーランボウル(ボウリング、ビリヤード、景品ゲームのみ有効)

２10

地域の輪を広げよう！

名様

期間・日時：2020/10/31まで※チケットには8/31までと記載してありますが、有効期限延長の為そのままお使いいただけます。

枚まで

枚まで

名様

２５

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：2020/9/30まで

枚まで

でんきやさん500円クーポン券

名様

２10

場所・内容：入園引換券(船橋市/三咲駅)
期間・日時：2020/9/30まで

稲毛海浜公園プール

天然温泉 真名井の湯

２15

名様

枚まで

１ 20

名様

１ 30

名様

場所・内容：大人・子供共通入園ご招待券(千葉市美浜区/稲毛駅)
期間・日時：2020/8/1～9/22まで

枚まで

名様

２５
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：2020/9/30まで

8月のふれあい市場は
お休みとさせて
いただきます。
9月26日のご来場お待ちしております！

新江ノ島水族館

日本の自然を描く展
枚まで

名様

２５

場所・内容：ご招待券（上野の森美術館/上野駅）
期間・日時：2020/9/11～9/30まで

天然温泉 みどりの湯

場所・内容：ご優待割引券(神奈川県藤沢市/片瀬江ノ島駅)
※1枚につき5名様まで有効

期間・日時：2020/9/30まで

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：2020/9/30まで

読売センターゆりのき高津では、2021年度年間カレンダーの
協賛店を1口1万円で募集しております。詳しくは担当までご連絡ください。

☎047-459-0084

この街の

65

もう悩まないで！

明
照
照明

り
わ
わり

根まま
屋
屋根
詰まりを
取りたい！

ペンキ

網戸
貼替えたい！

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

水まわり
改造したい！
掃除したい！

外塀

フェンス・ブロック・
コンクリートなどの
修理・新規作業

※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。

お問い合わせ

読売センター

〒276-0036

お掃除機能付きのエアコンは別途
お見積りをさせていただきます。

１枚

6,500 円

（税別）

円

※製造年月日が 10 年前の製品は
★コーティングは別途 2,000円（税別）かかります。
ご相談ください。

風呂掃除

2,000 円から
雑草取り！ 庭
庭木の剪定！
高枝切り！

旅行中の
水やり！

八千代市高津678-2
グリーンハイランド Ⅰ

換気扇・レンジフード掃除
ベトベト ・ ギドギド…ガンコな
油汚れをキレイに落とします！

9,000

（税別）

円から

2,500

（税別）

円から

★材料費込の価格です。サイズによって価格が異なります。

（税別）

お住いのお困りごと何でも解決！

ゆりのき高津

網戸張替
（ﾐﾆ）

カビ・水あかなどスッキリきれいに！

※電気工事等は専門スタッフが対応致しますので安心してご相談ください。
※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。

エアコン内部
自分では掃除しきれない
エアコンクリーニング !
ぜひ､お任せください♪

草刈・木の剪定

い

庭 師 にしかできな は
仕事に

◆忙しくて雑草の手入れができない。 高 度 な ます。
対応しかね
◆高齢のため草刈がきつい。
◆枝が隣の敷地に入ってしまっているが自分ではできない。
などなど！
こんなお悩みが
ありましたら
お電話ください！

１ 時間

掃除をしたい！

外灯 自動点灯
させたい
便利よねぇ

15

修繕したい！

貼替え
たい！

たすかるなぁ

⑤お使いください。

換気扇

クリーニングがしたい！
取り外し・付け替えたい！

外壁

塗り替えたい！

床

面倒 なお掃除 の
お手伝い を致します！

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。

（たね）

電
エアコン・家

瓦を葺き替えたい！
雨漏りを修繕したい！

雨樋

コンセントの増設・
ブレーカーの容量
を増やしたい！

④探しています。

種

気軽にお電話ください！！
ライフサポート事業 まず 047-459-0084

電気工事

８月

67

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！

は

電球が切れたので
新しい電球を買って
交換して欲しい！

①あなたが祝日をもう1日増やすとしたら何月何日何の日にしますか？
②タイムマシーンがあったら過去、未来のいつに行きたいですか？
理由もお聞かせ下さい。
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。

歳）

76

（桑納／Ｋ・Ｔさん／

歳）

□ あなたが祝日をもう1日増やすとしたら何月何日何の日にしますか？
ゆりのき高津目安箱
□ タイムマシーンがあったら過去、未来のいつに行きたいですか？
ＹＣゆりのき高津に対す
理由もお聞かせください。
るご意見やご要望などが
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

★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）

52

笑顔が戻り

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。

（大和田新田／Ｔ・Ｔさん／

８

2020

月号

期限切れのチケットでも有効期限が延長
されている為そのままお使いいただけます。

（大和田新田／Ｍ・Ｋさん／

枚まで

キリトリ

名様

２ 10

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：2020/9/30まで

100

（萱田／Ｍ・Ｓさん／

東京ドームシティ

★蒔き時8～10月 ★花時5～6月
秋早く蒔き、霜が降りるまでに大株にしないと花の咲かない株が出ます。

名様

名様

２５
枚まで

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：2020/9/30まで※チケットには7/31までと記載してありますが、有効期限延長の為そのままお使いいただけます。

2020

今月のお題『青空 （あおぞら）
』

なでしこの種

千葉ポートタワー

晴れる空 貴方の姿
見えかくれ

50

コロナ去れ
青空へ

枚まで

名様

２５

青空に マスクしたまま
深呼吸

★蒔き時9～10月 ★収穫時10～11月
サラダとして利用する、家庭菜園向きの野菜です。

青空で 布団乾かす
おねしょの日

サラダ菜の種

場所・内容：ご招待券(東京国立近代美術館/竹橋駅)
期間・日時：2020/10/11まで※チケットには6/14までと記載してありますが、有効期限延長の為そのままお使いいただけます。

名様

ピーター・ドイグ展

枚まで

枚まで

名様

２５

川柳

新規協賛店様 大募集！

東京ドイツ村

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：2020/9/30まで

※川柳のテーマは…“種（たね）”にまつわる川柳です！

2021年年間カレンダー

2,000

（税別）

円から

※草木の処分代 (実費) が別途かかります。

その他
ベランダの高圧洗浄/㎡ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1,600 円 から
トイレのお掃除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2,000 円 から
ゴ ミ 処 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5,000 円 から
じゅうたんの敷きかえ (1時間)・ ・ ・ ・ 1,600 円 から
作業によっては専用の洗剤等を使用するため､別途材料
費がかかる場合がありますのでご了承ください。

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

は給付金の10万円をどう使いますか？
た
な
あ
またはどう使いましたか？
給付金は最初は好きな物に
使おうと思っていましたが、今
回の九州などの豪雨で母の
地元が被災したので微力な
がら寄付を少額ですがさせ
ていただきました。ふるさとが
早く復興しますように。
(高津団地/Ｋ.Ｍさん/41歳)
給付金は受け取りました。旅
行費用にしたいと思っていま
したが残念ながら今は使え
そうにありませんがちょっと贅
沢な旅行をコロナが落ち着い
たら主人と娘と一緒に楽しみ
たいと思っていますがいつに
なるかわかりません――？
(高津団地/Ｒ.Ｆさん/72歳)
心から旅行が楽しめる日が早く
来ればいいですね。

給付金はコロナ禍東京都立
墨東病院で5/21に誕生した
孫にお祝い金として無事生ま
れてきてくれた事に感謝し渡
しました。何より頑張ってくれ
た嫁さんにありがとうと伝えた
いです。
(吉橋/Ｎ.Ｈさん/67歳)

偉い。思ってもなかなかできない
事です。早く復興する事を願い
ます。

ユーチューブなどが見れる、
大画面のテレビとテレビ台を
買いました。2人でほぼ全部
使いました。趣味は？と聞か
れたらテレビ鑑賞と答えたく
なる程テレビが好きです。テ
レビを見ながらヨガをやったり、
好きな音楽を見ながら歌った
り大画面できれいなので、大
大大満足で幸せです。
(高津/Ｙ.Ｋさん/69歳)
すごくよい使い道ですね。

奥さんのために男は我慢です。

棚を思い切って処分。子ども
用タンスを新調。玄関先では、
ごちゃごちゃしていたものを壁
面ラックを新調しそこに収納。
処分⇒収納していくことで心
もスッキリしました。それと、主
人のスーツを地元のお店で
オーダーもしました。
(ゆりのき台/M.Sさん/43歳)
地元の飲食店、多くの方が苦し
んでいます。みなさんもぜひ地
元の飲食店を応援しましょう。

すばらしいお兄さんですね。

40余年付け続けている仕事
の日記がたまっています。めく
って見ると「あーこんな仕事も
あったなー」と思い出します。
うまくいかなかった仕事ほど
なぜかよく覚えているもので
すね。
(大和田新田/M.Wさん/65歳)

中学校サッカー部時代の背
番号7のユニホームです。何
度もタンス内整理をする時に
処分しようと思いますが、どう
しても処分出来ません。ユニ
ホームには、色々思い出が有
り、当時の友人の事や厳しい
練習、県大会出場でPK戦で
の敗戦での悔し涙を流した
事は鮮明に覚えています。色
あせもしてかなりボロになりま
したが、今後も処分出来ない
と思います。
(高津/I.Kさん/62歳)
良い思い出です。

一生懸命仕事をした証ですね。
大切にしてください。

の捨てられない物を教えて下さい。
た
な
あ

今は亡くなっていませんが、
愛犬が使っていたバスタオル
やぬいぐるみなど思い出がた
くさんあって、6年経った今で
も捨てる事ができません。
(大和田新田/Ｊ.Ｔさん/40歳)
犬を飼っている者としてその気
持ちすごくわかります。

に所属していましたがある冬
の登はんで雪景を進んでい
た時アイスバーンで足を滑ら
せ、50m程滑落。その時にこ
のピッケルが身体をとめてく
れました。あの時このピッケル
がなかったら谷底に落ちて命
を絶っていたかもしれません。
今でも大切に磨きをかけてい
ます。
(高津団地/W.Kさん/77歳)
ず～っと大切にしてください。

教えて下さいコーナー
良い整骨院・整形外科

高津/T.Ｓさんからの質問
腰痛がひどいので、良い接骨
院か整形外科を教えて下さい。

水遊びができる公園

アンデルセン公園です。橋を
渡って奥の方に行くと休憩所
があってそのすぐ近くにシャワ
ー式の水遊び場があります。
小さい子用のものが色々あっ
て水遊び場はシャワーの下で
小さい子もおむつをしたまま
遊んでました。プールにはな
ってなく、ピシャピシャ水遊び
するだけです。孫達は小さい
時パンツのままで遊んでまし
た。
(大和田新田/M.Kさん/76歳)

餃子のレシピ

豚ひき肉120g、キャベツ150g、
塩小さじ1/4、にら20g、長ね
布草履の作り方の手ほどき方法 ぎ10cm。調味料：塩小さじ
萱田/J.Iさんからの質問
1/6、砂糖小さじ1、醤油小さ
布草履の作り方の手ほどきを じ1、しょうが1/2かけ(すりおろ
して下さる方またはサークル。 し)、酒大さじ1、ごま油大さじ
本だけではわかりませんので。 1/2、こしょう少々。作り方①
キャベツは粗みじん切りにし
よろしくお願いいたします。
塩を振りしんなりしたら水気

パプリカのレシピ

を絞る。にら、長ねぎはみじん
切りにする。②ひき肉に調味
料を加え粘りが出るまで混
ぜる。①を加え軽く混ぜる。
③餃子を包む。④フライパン
に餃子を並べ焼き色が付い
たら熱湯カップ1/2を加え強
火で水気がなくなるまで蒸し
焼きする。⑤ふたを取り、残っ
た水分をとばす。調味料に砂
糖を入れるのがポイントです。
(ゆりのき台/Y.Tさん)

お店の味ではないですが、モ
〇ンボンの餃子の皮の袋に
書かれているレシピ通りに作
ると美味しいですよ。全部一
緒に混ぜていませんか？ひき
肉に調味料を入れてよく混
ぜてから、みじん切りにした野
菜を入れると味がボケずに
美味しくできます。ホットプレ
ートで焼くとずっと熱々餃子
が食べられます。
(萱田/Ｓ.Ｓさん/47歳)

お便り紹介

大和田新田/Ｔ.Ｗさんからの質問
昔、郵便局で頂いた、赤い貯
金箱が、捨てられません。
(高津団地/Ｔ.Ｓさん/71歳)

4/28に生まれた子までしか対
象にはならなかったので5/21生
まれの子はもらってないですね。

給付金が1人10万円配られ
る事が決定した際、妻には自
分の取り分の半分(5万円)だ
け欲しいと言ったのですが、
未だに貰っておりません。(使
い道は内緒)再度請求すべき
か気の弱い私は今、非常に
悩んでおります。スタッフの皆
様、誰か私の代わりに言って
下さい。
（高津/Ｋ.Ｏさん/75歳）

三か月続く子ども達の休校
の中で聞いた特別給付金の
お知らせはとても嬉しく、何を
買おうか？！と期待してしまい
ました。コロナ禍で考えたこと
は、少しでも八千代市内のお
店のために使う事。まずはず
っと気になっていた子ども達
の机がある和室の畳替えで
した。地元の畳屋さんに依頼
して新しくしたのを機にデッド
スペースの多かったスチール

兄から弟に宛てた手紙です。
レギュラーを外された弟に独
立していた兄から「今は悔し
いと思うけれど精一杯仲間を
応援してあげて」そして今後
この経験がいきるとも書かれ
てありました。兄弟愛を見た
この手紙は家宝です(笑)
(吉橋/Y.Nさん/74歳)

私も昔持っていた気がします。

コロナの為、青森の実家に帰
る予定もキャンセルとなり、最
近また増えていますが“goto
キャンペーン”で地元千葉で
温泉に行きたいと思っていま
す。車で行き、美味い食事、
温泉でゆっくりとして来る予
定です。
(高津/Ｔ.Ｎさん/64歳)
GoToキャンペーンあまり盛り上がりま
せんでしたが感染予防をしっかりして、
多少の楽しみはしていきましょう。

私が捨てられない物は柳ごう
りです。55年前上京する時に
母が衣類を入れてくれました。
知らない方がいると思います
が今でも使っています。大事
にしたいと思います。
(島田台/T.Iさんさん/72歳)

今年小学6年生の孫が幼稚
園に入る前に描いてくれたジ
イジの似顔絵です。「おじいち
ゃんありがとう」の文字一文字
一文字パパやママに教えても
らいしっかり書いている絵です。
2枚あり2枚ともいつも見える
場所に飾ってあります。ジイジ
バアバの宝物です。
(高津団地/Ｍ.Ｏさん/62歳)
やはりお孫さんは目に入れても
痛くないですね。

お母さんの気持ちいつまでも大
切に。

長年使ってきたピッケルが捨
てられません。若い頃山岳部

★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。

パプリカの赤と黄色の食べ方
レシピがあれば教えて下さい。

お答えします！コーナー
壁紙の汚れの落とし方
アクリルスポンジ(100均に売
っている白い四角のスポンジ)
に水を少しつけて汚れた壁を
こすります。あとは乾いた雑巾
などで拭きます。
(高津/C.Tさん)

玄関やベランダに吊るして、
屋内へのイヤな虫の侵入を
防ぐために使用している方も
多いと思いますが、「虫よけ〇
番」「虫コナー〇」などの適用
害虫はユスリカとチョウバエな
ので血を吸う蚊には効果が
ありません。蚊の対策にため
にカン違いして使われている
方はいませんか…？
(高津/Ｍ.Ｏさん/56歳)

います。お花が開くのを楽し
みにしています。コスモスは何
十本も芽を出しました。みん
な育って花を咲かせてほしい
です。
(大和田新田/Ｙ.Ｅさん/69歳)
プレゼントした種をきれいに花を
さかせてくれてありがとうござい
ます。

私もカン違いしていました。

種ありがとうございました。ひ
まわりが2本すくすくと育って

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。

