チケット ？ プレゼント

月号
４
vol.251

千葉市科学館 プラネタリウム

5

名様

10

名様

枚まで

内容･場所 ：大人・こどもご入場引換券（千葉市中央区/千葉みなと駅）
期間･日時 ：2021/6/30まで※ゴールデンウィークはご利用になれません(休)5/6、6/21

２

東京ドイツ村

でんきやさん500円クーポン券

内容･場所 ： 入園ご招待券（袖ヶ浦市/袖ヶ浦駅）

1

※1枚につき乗用車1台分(最大10名様)まで有効

期間･日時 ： 2021/6/30 まで

枚まで

50

名様

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。

【ミニトマト】

野菜の種

ふなばし三番瀬海浜公園

5

60

高 津 団 地 中 央 商 店 街

【バジル】

浅草演芸ホール

野菜の種

70
80

名様

5

★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。

名様

２

名様

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 ：2021/4/28まで※土・日・祝日はご利用になれません

次回開催日

【アスター】

天然温泉 真名井の湯

花の種

２

5

名様

枚まで

内容･場所 ： 千葉ニュータウン店ご招待券（印西市/千葉ニュータウン駅）
期間･日時 ： 2021/6/30まで

★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。
花の種

※川柳のテーマは…“聖火（せいか）”にまつわる川柳です！

川柳

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

⑤探しています。

⑥お使いください。

聖火
（せいか）
お申込み締切

プロ野球選手名鑑
2021観戦ガイド

４月

※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。

で

100

17

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！

4 月17日（土）

まで

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。

2021

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

抽選

①5月5日は子供の日です。あなたが子供の頃夢見た
職業は何ですか？
②あなたの小さな楽しみ、小さな幸せを教えて下さい。
③あなたの撮った今年の桜の写真応募
④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。

66

プレゼント
名様

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。

60

歳）

□ プロ野球選手名鑑2021観戦ガイド

69

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

今月のお題『接待（ せったい）
』

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／

４月号

2021

ご応募の際は、各チケットの期日にご注意ください。

（高津／Ｋ・Ｍさん／

5

10

（高津東／Ｍ・Ｙさん／

２

名様

枚まで

内容･場所 ：ポップコーン割引券、当日入場料金割引券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間･日時 ：2021/6/30まで

名様

京成ローザ シネマクーポン

飲食は 会費納めて
疑惑なし

5

充実の巨人情報は坂本、菅野、丸、岡本、戸郷ら主力はもちろん梶谷、井納、
平内、秋広の新戦力から期待の若手まで詳細にリポート。引退後、初めての
ユニホームとなった桑田投手チーフコーチ補佐の指導ぶりも描かれています。
もちろん巨人だけではありません。1月の自主トレ、2月1日からの春季キャンプ、
オープン戦を通し取材してきた担当記者が、今年のイチオシ選手をピックアッ
プ。12球団全選手の名簿付。プロ野球観戦へ必読の一冊です。

（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

２

名様

枚まで

内容･場所 ： 映画ご入場引換券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間･日時 ： 2021/6/30まで

コロナ禍は 接待よりも
ディスタンス

スポーツ報知 2021プロ野球特別号

京成ローザ

接待は しないやらない
公務員

100

下心 便宜得たくて
接待夜

5

★蒔き時3～6月 ★開花時7～9月
ひまわりは夏の草花の中で、もっともよく知られています。背の高さ約2～3m、
花の直径は20～30cm程になります。採れた種は、リスやインコの餌にもなります。

名様

２

名様

枚まで

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

5月5日は子供の日です。あなたが子供の頃夢見た職業はなんですか？
あなたの小さな楽しみ、小さな幸せを教えて下さい。
あなたの撮った今年の桜の写真応募
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

4/24 土

応募用紙のＦＡＸが裏面で届くお客様が
いらっしゃいます。ＦＡＸを送信するときは
お手数ですが今一度裏表のご確認を
お願い申し上げます。

【ひまわり】

ふなばしアンデルセン公園

□
□
□
□
□

お知らせ

名様

２

名様

枚まで

内容･場所 ： 潮干狩り大人 ・ 子供共通利用引換券（船橋市 / 船橋海浜公園駅）
期間･日時：2021/4/25～5/30まで

★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。

スポーツ報知が発行する小冊子「2021年度版プロ野球選手名鑑」。セ・パ12球団
に所属する全選手の成績(昨年分と通算)、生年月日、出身校などのデータに、顔写
真と解説を添えて掲載。今年のプロ野球の全日程(公式戦、交流戦、クライマックス
シリーズ、日本シリーズ)と、日本人メジャーリーガーのデータを掲載したコーナーなど
もあります。この野球選手名鑑2021観戦ガイドをあっとほ～むをご覧の100名様に抽
選でプレゼントいたします。皆様のご応募お待ちしております★
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

マカロニグラタンの作り方で
すが、マカロニ150g、鶏肉か
ウィンナー。ホワイトソースはハ
インツの缶詰2缶を使うと簡
単です。使い方は缶詰に書い

も感動したのを覚えています。
今でも、時々なつかしく見に
行くことがあります。コロナが
終息したら又、行きたいです。
(高津/C.Tさん/58歳)

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

てあります。6皿分できます。
チーズを乗せてトースターで
焼いておいて食べる時チンし
て下さい。私はよくやります。
(島田台/T.Iさん/72歳)

花は人の思い出と共にあるんだ
と思いました。

お便り紹介
ンピックあなたは開催に賛成or反対ですか？
東京オリ その理由と共に教えて下さい。
アンケートの結果、賛成51％、反
対47％と均衡しました。仮に開
催となった場合は国民全員が楽
しんで応援できるように安全な
大会運営を心掛けて頂きたいと
思います

東京オリンピック開催は賛成
です。コロナは恐いですが選
手の事を考えますとぜひ参
加させてあげたい！無観客で
良いと思います。
(鈴身町/K.Fさん/67歳)

世界中のアスリートの皆さん
が、オリンピックを目指して日
々練習の成果を思い切り出
す場所です。疫病コロナと万
全の体制で向き合い、怖れ
ずに開催を望みます。テレビ
の前で大きな声援送りたい
です。
(高津/S.Kさん/76歳)

東京オリンピックは可能な限
り開催して欲しいと思います。
中国武漢発のコロナウイルス
により、世界中に感染拡大が
蔓延しておりますので開催が
危ぶまれています。しかし無
観客等(外国人制限)工夫し
て何とか開催にこぎつけて欲
しいです。選手の皆さんは連
日コンディション調整等努力
している訳ですので、成果を
発表する場を是非用意して
あげて欲しいです。
（ゆりのき台/J.Oさん/80歳）

コロナの状況にもよりますが、
オリンピック開催は賛成です。
自国の開催という事で娘は
孫に千葉で行われる子供に
も解りやすい種目のパラリン
ピックを見せてあげたくて申
し込み当選しました。出来る
事ならコロナ対策をした会場
で見て感じて欲しいと思いま
す。無理なら無観客で頑張っ
て来た選手だけでやらせて
あげたいです。早くコロナ収束
してほしいですね。
(高津団地/K.Tさん/60歳)

開催は景気回復の為には、
絶対必要だとは思いますが、
コロナ感染の事を考えると反
対せざるを得ません。大分減
少してきたとは言え、油断す
ると又一気に増えそうでとて
も心配です。選手や関係者
皆様の事を考えると、心苦し
い気もしますが『命あっての
物種』現状では反対でも致し
方ないのではないでしょうか。
(高津/K.Oさん/75歳)

オリンピック開催は反対！！開
催しても全世界の選手は来
ないし、やっぱりコロナが恐い！！
今だにちょっと油断すると感
染者が増える、オリンピックや
ったらやっぱり感染者数がど
れ位増えるかと思うだけで恐
い！！
(大和田新田/J.Tさん/41歳)

開催反対です。コロナ以前の

話として、近年オリンピックは
「やる」というのでなく「やらせ
られている」という印象があり
ます。IOCを始めスポンサーや
メディア等の思惑で進んでい
る気がします。
(高津/K.Mさん/60歳)

頑張って練習を積み重ねて
きた選手の皆様には申し訳
ないけれどやはり「中止」せざ
るを得ないでしょう。経済効
果を狙ってのオリンピック招
致でしたから、経済効果どこ
ろか危険を伴う開催はなぜ？
としか言いようがありません。
(高津/J.Oさん/72歳)

教えて下さいコーナー
引き出しなどの片付け術

肩こりのほぐし方

大和田新田/I.Hさんからの質問

高津/M.Iさんからの質問

引き出し、押入れの中等の片
付け、収納技などあったら教え
て頂きたいです。

肩こりがひどくて困っています。
手軽に少しでもほぐすグッズ
や、方法などありますか？

同居の義母はお花が大好き
で、お休みにジョイフル本田
に買い出しに付き合わされて
いました。2年前に亡くなりま
したが、買い物ついでのラン
チをご馳走してくれる、気前
の良い義母でした。これから
パンジー見頃ですね！
(高津/Y.Kさん/60歳)
良い思い出ですね。

八千代の「新川千本桜」の思
い出です。15年くらい前に新
川の川沿いに植えた桜でそ
の時の幹は大きさが直径4～
5mでしたが、今では直径
20mくらいになりました。毎年
花を見て写真を撮っています。
毎年春先の私の楽しみです。
(大和田新田/M.Wさん/66歳)
15年でそんなに成長するんで
すね。

父は花が大好きでした。“サカ
タのタネ”のカタログをわざわ
ざ取り寄せて毎年新しい花を
咲かせるのが好きでした。な

優しいお父さんの事いつまでも
花と一緒に思い出して下さい。

田舎に居る母80才が花が大
好きで年に2回は里帰りして
いたのですが(最近はコロナ
で行けてません)毎回増えて
くれる花を持って行くのを母
の日楽しみにしてました。母
の手入れのおかげでその花
達もいろんな季節に咲き、コロ
ナでなかなか会えなくてもい
つか電話で花の話に花が咲
きます。
(高津/E.Oさん/57歳)
また花を持っていけるようになる
といいです。

学生時代亀戸天神でバイト
をしていた時、ゴールデンウィ
ークに「藤まつり」があり、境内
から見る藤の花が美しく、とて

★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。

プレミアム(よみ得)会員ではこん
な特典もあります。

最近は、未配遅配もなく、大
雨の時でさえも袋に入れられ
ている為、全く濡れずに手元
に届けられ、安心して購読を
続けられております。ありがと
うございます。
(高津団地/Y.Kさん)
配達スタッフの日々の努力に感
謝です。

雨でも遊べる場所

まつわる思い出を教えて下さい
お花に
かでもフロッグと百日草が特
に好きで毎年のように新しい
品種の種を買い植えて「今年
の花が一番良い」と毎年同じ
ことを言っていました。百日草
は父を思い出す花の1つです。
(大和田新田/M.Kさん/78歳)

クーポン利用でクドウさんの
プリンやシュークリームを購入
出来、嬉しいです。特にプリン
はコスパ最高！！いつもありがと
うございます。
(ゆりのき台/H.Tさん/55歳)

高津/Y.Sさんからの質問

春に雨でも遊べる小さな子
供と行ける場所が知りたいで
す。

お答えします！コーナー
タコ」なども庭が広ければ花
を楽しませてくれる良木ですヨ！
ゴールドクレストのようなコニ
(高津団地/W.Kさん/78歳)
ファー類はいかがですか？冬
にはリボンや飾りをつけてクリ
グラタンのレシピ
スマスツリーのように楽しむこ
ともできますよ。(但し、飾り物 〈ほうれん草のグラタン〉ほう
が風に飛ばされないように気 れん草1わ(茹でておく)、卵2ヶ
を付けて下さいね。)
(ゆで玉子に)、牛乳1/2カップ、
(高津/M.Oさん/57歳) 粉チーズ大2、バター25g、小
麦粉大1、塩こしょう①フライ
パンにバターを中火で溶かし、
ほうれん草を1分炒める②小
麦粉をふるって入れ、さらに炒
め、牛乳を少しずつ混ぜトロリ
「タイサンボク」をおすすめし としてきたら、塩こしょう少々ふ
ます。初夏に白い大きな花を る③耐熱器にバターを塗りほ
咲かせとても良い香りが周辺 うれん草、ゆで卵(切って)のせ
に漂います。但し庭の広い土 粉チーズを振り、とろけるチー
地でないと邪魔な存在になり ズをのせトースターで8～10分
がちですが！逆に小庭であれ 焼く。
ば「キンモクセイ」はいかがで
(高津/R.Kさん/76歳)
しょう。これも常緑で香り豊か
な樹です。また常緑ではあり
ませんが「ユリノキ」「ヒトツバ

庭に植えるシンボルツリー

＆探しています
お使い下さい同
にな
★東金店と合

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)

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)

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)

す。
(東金市田間/Sさん)

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)

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)

小型犬を探しています。
(豊富町/T.Sさん/42歳)

メダカを探しています。
(高津/M.Iさん/74歳)

グランドゴルフクラブ男女
2人分どうぞ。
(高津/S.Tさん/77歳)

日本育児ベビーゲート(設
置幅73～90cm)。使って下さ
い。
(東金市家之子/F.M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。

