チケット ？ プレゼント

月号
３
vol.250

【サラダ菜】

野菜の種
★蒔き時3～7月 ★収穫時5～8月
サラダとして利用する家庭菜園向きの野菜です。

20

【百日草】

でんきやさん500円クーポン券

花の種
★蒔き時3～6月 ★開花時7～10月
メキシコ生まれのキク科の草花で、夏の代表花の一つです。名前のように花の寿命が
長く、夏の暑さや乾燥に強い高温性の花です。美しさの中に強さが感じられます。

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。

50

30

【カモミール】

千葉こどもの国
枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 大人・子供入園ご招待券(市原市/海士有木駅)
期間･日時 ： 2021/4/2～6/30まで(休)毎週木曜日

花の種
★蒔き時3～6月 ★開花時7～10月
最も歴史の古いハーブと言われており、古代エジプト時代から人々の役に立ってきたハーブ
です。熱病や婦人病の治療薬などに利用される事もあり「治療の秘薬」と呼ばれてきました。

【廿日大根】

ふなばしアンデルセン公園
名様

２5
枚まで

内容･場所 ： 入園引換券(船橋市/三咲駅)
期間･日時 ： 2021/4/1～6/30まで(休)毎週月曜日※4/5、5/3は開園

野菜の種
★蒔き時3～7月 ★収穫時5～6月
まん丸や円筒型、赤や白などどのような廿日大根ができる
かはお楽しみです。

10 年という節目を迎えましたが、被災地の復興はまだ道半ば。
原発の被災でいまだ故郷に帰れない方々も多数います。私達は
あの日を忘れる事なく、記憶を心の底に持ち続けていきましょう。

50
50

震災から 10 年がんばれ東北

【バジル】

鋸山ロープウェー

名様

【ミニトマト】

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。

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

④探しています。

⑤お使いください。

【抽選会・入会受付】 2021年4月24日(土)・25日(日)
営業時間／9：30～17：00
特典

1
特典

2
特典

3

※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。

3 月20日（土）

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

【 有 効 期 限 】 2021年4月24日(土)～25日(日)

20

お申込み締切

受付時間／9：30～15：00

ご招待券で5名様までご招待
那須高原りんどう湖ファミリー牧場入園無料
エンジョイパス(乗り放題) 1000円OFF
お楽しみ抽選会開催！ 日時／4月24日(土)・25日(日)10：00~15：00

お問い合わせ

会場／牧場前広場 ※1家族1回のみ

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

抽選 で

200

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。

川柳

プレゼント
特別ご招待

３月

接待
（せったい）

フェスティバルin那須高原りんどう湖ファミリー牧場

①東京オリンピックあなたは開催に賛成 or 反対ですか？
その理由と共に教えて下さい。
②お花にまつわる思い出を教えて下さい。
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。

※川柳のテーマは…“接待（せったい）”にまつわる川柳です！

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！

まで

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。

75

歳）

□ 那須高原りんどう湖ファミリー牧場特別ご招待券

72

歳）

★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）

40

（高津／Ｋ・Ｏさん／

100

酒量体重

３月号

2021

名様

2５
枚まで

内容･場所 ： ご招待券(千葉市中央区/蘇我駅)
期間･日時 ： 2021/4/30まで※土・日・祝日はご利用になれません

野菜の種
★蒔き時3～5月 ★収穫時6～10月
かわいらしい実がたくさん付き、見ても食べても楽しめる
家庭菜園向きの野菜です。

（高津／Ｊ・Ｏさん／

ライフズー

（大和田新田／Ｔ・Ｈさん／

90

（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

２5
枚まで

内容･場所 ： 夜の部ご招待券(東京都台東区/浅草駅)
期間･日時 ： 2021/3/30まで※土・日・祝日はご利用になれません

2021
今月のお題『巣 （す ）
』

浅草演芸ホール

さみしさを 笑顔に隠す
巣立ちの日

【アスター】

花の種
★蒔き時3～5月 ★開花時6～9月
中国北部原産のキク科の1年草で、別名エゾギクで知られ、昔から切花として重宝
されています。草丈70～80cm位で非常に花付が多く育てやすい品種です。

愛の巣を 君と築いて
五十年

80

巣に帰せ なぜできないの
北朝鮮

野菜の種
★蒔き時3～6月 ★収穫時6～11月
シソと同じように芳香のある葉を摘み取って利用します。特にトマトやチーズとの
相性が良いのでイタリア料理には欠かせないハーブとして人気です。

巣ごもりで
急上昇

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 大人・子供共通往復乗車引換券(富津市/浜金谷駅)
期間･日時 ： 2021/5/31まで

□ 東京オリンピックあなたは開催に賛成or反対ですか？
その理由とともに教えて下さい。
□ お花にまつわる思い出を教えて下さい。
□ 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

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！

花粉症への対策

卒業シーズンです。

「お別れの思い出」を教えて下さい
あなたの

もう59年前の事ですが、お別
れの時、必ず白髪になる迄お
友達よ。と言ってお別れした
友達と今も東京都美術館に
行って、上野でランチしたり
楽しくお付き合いしてます。悲
しい事が、今は楽しくてラッキー。
(萱田/T.Iさん/77歳)
白髪になった今も付き合える友
達、尊敬です。

昨年卒業した孫が海外留学
が決まっていたのに世界中が
コロナ(疫病)で急遽入国、出
とも禁止！！一年遅れで5月に
留学先の受け入れ可能とな
りましたが、本当に喜んで良
いものか不安でもある。早く
すっきりしたい気持ちになりた
いです。
(高津/S.Kさん/76歳)
旅立ちです。わりきっていただき
喜んで送り出してください。

今年はコロナ禍で全体での
卒業式は今までの形式でな
く新しいスタイルで行われる
と思います。半世紀前になり
ますが、東京の下町の高校
での卒業式が一番の思い出
です。当時は帽子をかぶるの
が日常の生活の一部で、卒
業式の閉会後、男子生徒会
員が帽子を終了と同時に高
く投げ、黒い帽子が舞った事
です。
（ゆりのき台/Y.Tさん/67歳）
今でも甲子園の出場が決まった
生徒が帽子投げしてるのをテレ
ビで見ますね。

50年以上前のことです。小学
校の卒業式はシュプレヒコー
ルと言う、新しい試みになりま
した。そのため何カ月も前か
ら卒業式の練習をし、他校か
らも見学の方がたくさん見え
ました。そのため本番の卒業
式は「お別れ」というよりも、言
葉を間違えないようにの緊張
の方が強かったような気がし
ます。
(ゆりのき台/M.Aさん/69歳)
それも今となっては良い思い出
ですね。

卒業と共に就職であった為
上京してきたので、家族との
別れが一番。初めての1人暮
らし、家族が重い荷物をかつ
いで必要な物揃えてくれまし
た。駅に見送りに行った時、歩
道橋と駅のホームで互いに
涙した事を思い出します。
(高津/T.Nさん/64歳)
その気持ち私もありました。

小学校卒業後、春休み中に
引っ越しました。一緒の中学
に行くはずだった友達に見送
られながらお別れしました。
(吉橋/Ｓ.Yさん)
転校で友達と別れるのは辛いで
すね。

た映画・ドラマで感動したものは？
見
近
最
このコロナ禍で皆さん家にいる事
が多くなっていると思います。お
便りを参考に素敵な映画・ドラマ
をたくさん見て下さい。

緑が丘にある東宝シネマで
上映している評判の「鬼滅の
刃」無限列車編を見て来まし
た。コロナ禍で不安でしたが、
アニメの色彩も鮮やかで久し
振りの大スクリーンに満足の2
時間でした。人喰い鬼に家族
を殺された主人公の炭治郎
少年が敵討ちの旅に出て、ゾ
ンビのような人喰い鬼と格闘
するシーンには思わず身を乗
り出して見入ってしまいました。
未だ見ていない方にはおすす
めの映画です。
(ゆりのき台/R.Oさん/78歳)

中一の孫娘と昨年『鬼滅の
刃』と言う映画を見に行った
のですが、テンポがとても早
く年寄りにはとても追い付い
て行くのが大変でした。(内容
も今一)鑑賞後、孫娘にじいち
ゃん面白かった？と聞かれ本
当はちんぷんかんぷんだった
のですが、噓も方便で、とても
面白かったよと誤魔化してし
まいました。いけないと思いつ
つ、孫娘の喜んだ顔を見た時
はホッとしました。
(高津/K.Oさん/75歳)

犬のいた季節。はじめティー
ンズ向けかなと思った。でも

喜寿の私に、学生時代を忍
ばせてくれる素敵な本でした。
命を預かるという体験を、高
校の校長先生が許可をして
校内で飼う事になった犬、コ
ーシローの目を通して見つめ
る。高校生の出会いと別れ。
初恋を通しての成長が描か
れていた。読みながら、向上
心に燃え図書館に通ったこと、
青い議論をしながら、外堀の
土手を仲間と歩いたこと懐か
しく思い出した。コロナ禍が収
束したら、私の礎となった地
を歩いてみたい。
(萱田/J.Iさん/81歳)

「花束みたいな恋をした」見
ました。若かりき日の自分を
重ねて、キュンキュンしました。
年代に関係なく、聖地巡礼を
している人がいるようですが…。
密に気を付け私も出掛けて、
行こうかしら。
(高津/Y.Kさん/60歳)

“愛の不時着”butend、
happyendの両方楽しめて感
動あり、笑いありのドラマなの
でぜひ皆様にも見てほしいで
す。内容は秘密にしておきま
す。感動が薄れてしまうので…
(大和田新田/J.Tさん/41歳)

★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。

グラタンのレシピ

島田台/K.Sさんからの質問

大和田新田/T.Wさんからの質問

花粉の飛散で、今年も嫌な
季節。薬を飲まなくても何か
いい方法があれば教えて下
さい。

グラタン作りですが、マカロニ
を茹でたりホワイトソースを作
ったり、鶏肉を炒めたり悪戦
苦闘です。そこで、お鍋一つ
で簡単に作れるレシピがあり
ましたら、是非教えて下さい！！

庭に植えるシンボルツリー
車方町/I.Kさんからの質問

家の庭に植えるシンボルツリ
ーを何にしようかと思っていま
す。オススメの樹(できれば常
緑樹)があれば、教えて下さい！

五十肩ですが、私も3回なり
ました。どこに行っても治らず、
ひたすらゆっくり動かし一年で
治りました。友人の「一年あれ
ば治る」その一言がききまし
た。痛くなる前の一週間の腕
の置き場所の辛さの方が苦し
かった気がします。頑張って
下さい！！
(高津団地/N.Kさん/79歳)

昨年頂いたサラダ菜の種を
蒔きました。鳥に食べられず、
緑の葉っぱが伸びてきます。
お蔭さんでつまみ菜として7、
8回食卓に緑を添えてくれて
ます。時には、玉子焼きの上
に、又は味噌汁に浮かばせて、

大切に育てていただきありがと
うございます。

★東金店と合

マスク生活での顔のケア

不要になったロックミシン
がありましたら、譲って頂きた
いです。
(東金市台方/J.Yさん/71歳)

柴犬の子犬を探していま

黄色のフッキン君(ジャパ
ネットの品)があります。使って
下さる方差し上げます。
(高津団地/S.Sさん/80歳)

(東金市田間/Sさん)
マスクケアの話ですが、私は
布マスクの間に不織布マスク
をカットしたものを入れ、なる
べく皮膚に当たる部分は木
綿にしています。もちろん、保
湿が大切なので保湿剤など
こまめにしています。荒れてい
る時はお化粧はムリだと思う
ので試してみて下さい。
(高津/Y.Sさん/53歳)

保護してくださいました。家族
が返って来てくれて本当に助
かりました。この場をお借りし
てお礼をさせて下さい。ありが
とうございました。
(高津/K.Mさん/41歳)
4月の夢しんぶんで取り上げたいと
思います。ぜひ取材させてください。

りました★

小学生の自転車の練習
に補助輪の付いた自転車を
探しています。
(大和田新田/T.Hさん/67歳)

す。

お便り紹介

先日、行方不明になっていた
我が家のペットを高津中学
校の生徒さんと教頭先生が

私も一度見ました。とても大きく
見えました。

一足早い春の恵みを味わっ
たりしています。暖かくなり出
すと伸びが早く、水やりをする
と喜んですぐに答えてくれま
す。朝の挨拶で覗いては成
長を楽しんでいます。ありがと
う！
(高津団地/M.Tさん/89歳)

＆探しています
お使い下さい同
にな

お答えします！コーナー
五十肩の治療法

16号と296号の下市場の高
架から富士山頂部がきれい
に見えます。得した気分にな
ります！
(大和田新田/A.Sさん/69歳)

手押し車。疲れたら前の
方に腰かけられる物を探して
います。
(豊富町/T.Oさん/83歳)

小型犬を探しています。
(豊富町/T.Sさん/42歳)

卓球のラケット、ボール数
個もう使わないという方がい
たらよろしくお願いします。
(高津/Y.Oさん/73歳)

メダカを探しています。
(高津/M.Iさん/74歳)

ハイポニカ液体肥料原液
500mlの2本セット1個。野菜、
果物、花に使えます。
(ゆりのき台/S.Tさん/85歳)

読売新聞配布のディズニ
ーキャラクターアートコレクショ
ン2015～2017特製アルバム
入り 24枚×3年分
(萱田/T.Sさん)

編み物用品。・竹輪針(3、
4、5、6、7、8号)・竹編み棒(5、
6、7、8号)・かぎ棒(3本)・マク
ラピン(1ケース)・とじ針(10本)
・ニットリング(1袋)・ほつれ止
め(大、中、小)11本
(高津/C.T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。

