チケット ？ プレゼント

11月号
vol.258

千葉こどもの国
名様

２5

名様

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 ： 2021/12/31まで

１月のお題 『初（はつ）
』
（高津／Ｈ・Ｓさん／ 才）

（高津／Ｙ・Ｋさん／ 才）

60

初めての 孫にも会えぬ お正月

1

１月のお題 『初（はつ）
』

48

初夢で 母と温泉 親孝行

2

１月のお題 『初（はつ）
』 （大和田新田／Ｓ・Ｔさん／ 才）

67

初夢は 大きなヒラメ 釣る自分

78

3

２月のお題 『鬼 （おに・き）
』
（大和田新田／Ｔ・Ｈさん／ 才）

桃太郎 民話が変わる 鬼滅隊

4

２月のお題 『鬼 （おに・き）
』
（大和田新田／Ｍ・Ｋさん／ 才）

鬼の面 取ったらさらに 恐い顔

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

72

5

２月のお題 『鬼 （おに・き）
』

コロナには 鬼もあわてて マスクをし

（高津／Ｊ・Ｏさん／ 才）

67

6

２月のお題 『鬼 （おに・き）
』

コロナ禍で 鬼と鬼嫁 いとおしい

（大和田新田／Ｔ・Ｈさん／ 才）

75

7

３月のお題 『巣（す）
』

さみしさを 笑顔に隠す 巣立ちの日

（高津／Ｋ・Ｏさん／ 才）

67

)

４月のお題 『接待 せ( ったい 』) （高津東／Ｍ・Ｙさん／

(

せったい 』
（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

69

才）

才）

40

接待は しないやらない 公務員

４月のお題 『接待

才）

才）

66

下心 便宜得たくて 接待夜

５月のお題 『聖火 せ( いか 』（
) 大和田新田／Ｔ・Ｔさん／

（高津／Ｓ・Ｋさん／

才）

才）

76

世界へと 希望を運べ 五輪の火

５月のお題 『 聖火 せ( いか 』)

変異株 聖火繋いで 退治する

５月のお題 『 聖火 せ
( いか 』（
) ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

今昔の 東京繋ぐ 聖なる火

５月のお題 『聖火 せ
( いか 』（
) ゆりのき台／Ａ・Ｓさん／

40

52

2021

今年の優秀賞がずらり勢揃い ! どれも記憶に残
る力作ばかりです！
！この中からみなさんの投
票で、来月ついにグランプリ
「元気川柳大賞」
が
決定します！ぜひ奮ってご投票ください！

各賞に選ばれたかたには

豪華賞品プレゼント！
応募用紙の投票欄に、 気に入った作品の
番号を３つまでかいてくだされ！
投票された方にも

チャンス！！
あなたが投票した川柳が大賞に
決定した場合、 抽選で１０名様に
お楽しみプレゼントがあります！

今月の優秀賞発表

７月のお題 『山 （やま・サン）
』

才）

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

（高津／Ｙ・Ｋさん／

才）

60

幸せは 山の彼方と 人は言う

８月のお題 『火 ひ
( ・カ 』)

（高津／Ｋ・Ｍさん／

81

母の味 火力ことこと 小豆煮る

８月のお題 『火 ひ
( ・カ 』)

才）

72

アマビエと 聖火に祈り 立ち向かう！

８月のお題 『火 ひ
( ・カ 』) （高津団地／Ｔ・Ｋさん／

才）

才）

40

鵜飼い舟 漁火燃えてる 長良川

８月のお題 『火 ひ
( ・カ 』)（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

（高津／Ｗ・Ｋさん／

78

乖離心 繋ぎ合わせる 五輪の火

９月のお題 『金（ きん・かね）』

66

減る年金 金のなる木を そだてたい

９月のお題 『金 （きん・かね）
』（ 大和田新田／Ｔ・Ｔさん／ 才）

９月のお題 『金 （きん・かね）
』
（ 大和田新田／Ｍ・Ｗさん／ 才）

67

コロナ禍に 夢と希望の 金メダル

才）

66

健やかに 育つことこそ 金メダル

10

月のお題 『虹（にじ）』 （大和田新田／Ｔ・Ｔさん／

才）

76

七色を 友と数えた 帰り道

（高津／Ｓ・Ｋさん／

才）

76

10

月のお題 『虹（にじ）』

（高津／Ｋ・Ｏさん／

〒276-0036
八千代市高津678-2
グリーンハイランド Ⅰ

月のお題 『虹（にじ）』

41

10

道半ば どしゃぶりのあと 虹を見た

虹を見て 欲しい欲しいと 泣くひ孫

10

月のお題 『虹（にじ）』 （大和田新田／Ｊ・Ｔさん／ 才）

ゆりのき高津

笑みこぼれ 未来に期待 虹の橋

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

★こちらの作品もグランプリ候補★
今月のお題は 『リモート』

才）

読売センター

才）

（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／

才）

才）

40

（大和田新田／Ｔ・Ｔさん／

39

つなぎたい 皆の希望と 聖火の火

６月のお題 『雲 く
( も 』)

（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／ 才）

空の旅 幼なき夢は 雲の上

６月のお題 『雲 く
( も 』)

66

40

リモートや 無邪気に覗く
我が子笑み

（大和田新田／Ｔ・Ｈさん／

家から出ずに

（萱田／Ｍ・Ｓさん／

68

雲間から 希望の光 ワクチンで

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

40

憧れの 世界旅行も
リモートで

リモートで
腹が出た

お問い合わせ

６月のお題 『雲 く
( も 』)

才）

80

41

54

（萱田／Ａ・Ｉさん／ 才）

（高津／Ｋ・Ｏさん／

才）

76

亡き人に 逢いに行きたや 雲に乗り

６月のお題 『雲 く
( も 』)

雨あがり 白い雲間に 光さす

７月のお題 『山 （やま・サン）
』

７月のお題 『山 （やま・サン）
』（大和田新田／Ｔ・Ｈさん／

山小屋で 雑魚寝も出来ぬ ディスタンス

やり方わからず

※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。

接種終え 第一の山を 越えたかな

52

※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。

（高津／Ｊ・Ｏさん）

20

才）

元気川柳投票欄

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

※あなたのお気に入りの川柳の番号を３つまでご記入ください。

⑤お使いください。

（大和田新田／Ｈ・Ｍさん／

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。

④探しています。

11月

68

42

えください。

①今年の頑張った当店スタッフに一言。
(できれば名前も入れて)
②あなたのふるさと自慢を聞かせて下さい。
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。

７月のお題 『山 （やま・サン）
』

ＦＡＸだと読みづらい場合があります。できればハガキの方がありがたいです。
★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。

リモートの
直に会う

今年の頑張った当店スタッフに一言（できれば名前も入れて）
ゆりのき高津目安箱
あなたのふるさと自慢を聞かせて下さい
ＹＣゆりのき高津に対す
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 るご意見やご要望などが
探しています
□ お使いください
ございましたらお書き添

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。

ヤマをかけ 取った点数 身にならず

11

2021

月号

8

３月のお題 『巣（す）
』

名様

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 大人・こどもご入場引換券(千葉市中央区/千葉中央駅)
期間･日時 ： 2021/12/28まで(休)11/29、30、12/20

愛の巣を 君と築いて 五十年

100

【スイートピー】

★蒔き時9～11月 ★開花時4～5月
シシリー島のマメ科の草花。あまりつるが伸びず背丈の低い品種
なので、鉢植えやプランターなどでお楽しみください。

72

9

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

花の種

千葉市科学館 プラネタリウム

40

（高津／Ｊ・Ｏさん／ 才）

70

66

３月のお題 『巣（す）
』

60
名様

枚まで

２5

名様

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 ： 2021/12/31まで

★蒔き時3～11月 ★収穫時4～12月
暑さ寒さに強く、ほぼ1年中つくれる手軽な野菜で家庭菜園にぴったりです。
ビタミン、ミネラル、鉄分が豊富な健康野菜として幅広く栽培されています。

巣に帰せ なぜできないの 北朝鮮

【小松菜】

野菜の種

天然温泉 真名井の湯

（ゆりのき台／Ｋ・Ｈさん／ 才）

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： ご招待券（杉山美術館/江戸川区松島）
期間･日時 ： 2022/1/31まで(休)祝日・奇数週の土日、土日開館後の月・火曜

★蒔き時9～１1月 ★開花時6～9月
夏の切り花として親しまれています。暖かい地域では秋植えにして翌年の
初夏に咲かせることもできます。植えつけは連作にならないように注意します。

３月のお題 『巣（す）
』

花の種

巣ごもりで 酒量体重 急上昇

【アスター】

J. トレンツ リャド

４月のお題 『接待 せ( ったい 』
（
) 大和田新田／Ｔ・Ｔさん／ 才）

60

2

（高津／Ｋ・Ｍさん／ 才）

10

名様

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 大人・子供共通入園ご招待券（佐倉市/佐倉駅）
期間･日時 ： 2021/12/28まで(休)毎週月曜日※祝日の場合は翌平日

枚まで

佐倉草ぶえの丘

内容･場所 ： ご招待券(東京都美術館/上野公園内)
期間･日時 ： 2021/11/26～12/2まで

名様

公募第35回記念 日本和紙絵画展

名様

１ 10
枚まで

名様

枚まで

２5

内容･場所 ： 入園ご招待券（袖ヶ浦市/袖ヶ浦駅）
※１枚につき乗用車１台分（最大10名様）まで有効
期間･日時 ： 2021/12/31まで

飲食は 会費納めて 疑惑なし

東京ドイツ村

第71回 学展

４月のお題 『接待 せ( ったい 』)

２5

13 12 11 10
コロナ禍は 接待よりも ディスタンス

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 入園引換券（船橋市/三咲駅）
期間･日時 ： 2021/12/28まで(休)毎週月曜日※12/27は開園

枚まで

ふなばしアンデルセン公園

内容･場所 ： 夜の部ご招待券（東京都台東区/浅草駅）
期間･日時 ： 2021/11/29まで※11/22・土・日・祝日はご利用になれません

名様

浅草演芸ホール

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。

□
□
□
□

２5

京成ローザ

でんきやさん500円クーポン券

内容･場所 ： ご招待券（国立新美術館/港区六本木）
期間･日時 ： 2021/11/26～12/5まで(休)11/30

枚まで

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 ： 2021/12/31まで(休)毎週木曜日

たくさんお便りくださり
ありがとうございます！

が失敗した事を
今年あなた
教えて下さい。

私の失敗はコロナ自粛で太っ
てしまった事です。
（高津団地/Y.Tさん/83歳）
多くの人がコロナ太りしたようで
す。

車のハンドルカバーを購入し
て、お店の駐車場で運転席
のドアーを開けた状態でカバー
をつけていたら中々はまらず
ひっぱっていたらその勢いで
外に転がってしまい、たまたま
後ろに居た人が笑いながらか
けよって来られた時は自分で
もすごくはずかしく、失敗した
なぁ家でやれば良かったなぁ
と思いました。
(大和田新田/J.Tさん/41歳)
私もこのお手紙を読んでいて笑
ってしまいました。

雨の続いた今年の7月、TVの
天気予報でひさびさに「日曜
日が晴れる」とのこと。友人2
名と千倉の方に釣りに出掛け
ることにしました。前日の土曜
日早く床につけば良かったの
ですがやぼ用で寝に入ったの
が24時をまわってしまいまし
た。翌朝案の定寝坊してしま
い朝食は昨日買ってあったカ
レーパンをコーヒーで掻き込
み家を出ました。少し早いが
大多喜のレストランで昼食。
友人が「ここのカレーライスは
美味だゾー」ということで3人
ともカレーライス。夕方の帰路
で腹がすいたので鋸南町の

うどん屋さんへ！閉店間際だっ
たので「もうカレーの煮込うど
んしか残ってない」ということ
でこれを発注。一日中「カレ
ーづけ」に見舞われた釣行で
した。釣果もボーズで最悪で
した！
（高津団地/W.Kさん/79歳）
3食カレーはいくら好きでもちょっ
ときついですね。

失敗しました。草花を切ろうと
ハサミ入れたら自分の指まで
切ってしまい、反射神経のな
さを実感する日々。
（高津/Y.Oさん/81歳）
そんな失敗私もたまにやります。

ギンナンを拾いに行ってその
まま素手で拾ったのでかぶ
れて大変な思いをした。みな
さん、素手で拾わないで注意
しましょうね！！
（高津/M.Iさん/76歳）
素手で拾うとかぶれるんですね。
知りませんでした。

大失敗しちゃいました。家の
鍵を無くし。たまたま主人より
私の方が早く家を出て。帰宅
した時には家に入れず車の
中で待機、会社に落としてな
いか電話したりと…救われた
のは主人が1時間くらいで帰
宅出来た事です。ただ家に
入ったら、鍵がいつもの定位
置にありました。携帯持ってて

買い物で会計時に提示すれ
良かった！
(高津/Ｙ.Ｋさん/60歳) ば割引や還元が受けられる
クーポンやカードを出し忘れ
出掛ける時は忘れずに！
たことです。お店ごとに精算
システムが違う上に、ステイ
失敗した事は、よくナベをこ ホームで買い物に出かける
がす事です。トロ火でコトコト 回数が減り、その店特有のお
やっていて何かほかの事をや 得な買い方を覚えていられま
っていると、ナベを火にかけて せん。支払いが終わってから
いた事をすっかり忘れてしま ミスに気付くと自責の念にと
らわれます。
い、こがしてしまいます。
(ゆりのき台/Y.Tさん)
(高津/Ｈ.Ｓさん/68歳)
火事にはくれぐれも注意して下
さい。

それ、あるあるです。

相手を思いやる心、それにつきま
すね。

22日はいい夫婦の日
11月円
満の秘訣を教えて下さ
い

夫婦

夫婦円満のヒケツは、よく話
す事でしょうか。何年たっても
生まれ育った環境は違うので
理解できない事がいっぱいあ
る。言ったから判ってもらえる
訳ではない。でも言わなきゃ
届かない頭の隅にでも置い
ててくれたら良しとして伝え
ます。私の場合はですけど。
(高津/E.Oさん/57歳)
円満の秘訣で「話をする」という方と
「話をしない事」という方の2通りあり
ます。夫婦によって違うものですね。

お互い干渉しない事です。休
日、主人は好きなTVを観たり
音楽を聴いたりして自分の時
間を楽しんでいますが、私は
私で本を読んだり買い物に
出掛けたりそれぞれが自分
の好きな事をします。でも食
事は必ず一緒。メリハリよく距
離を保っています。
(大和田新田/C.Mさん/57歳)
メリハリ大切です。

11月で金婚式を迎えます。い
ろんなことがありましたが長く

今年は結婚20周年。沢山喧
嘩もしました。そんな時は、だ
いたい疲れている時で自分
が動くより相手に何かを無言
で期待して(勿論)伝わらず
余計イライラしていました。だ
からそんな時はペースを落と
して後回しに出来る事は後
回しにする事にしました。旦
那さんもお疲れ気味だなぁと
感じたら気分転換出来るよ
うな話題を振ったり一緒に美
味しいものを食べます！でも、
やっぱり笑う事が一番かな？
(高津/N.Sさん/47歳)

続いた秘訣は主人がとても
やさしかったからだと思います。
私のわがままも聞いてくれま
すし職場までの送迎もやって
もらって本当にありがたくて感
謝してます。コロナが収まった
ら新幹線で日本全国まわる
予定です！楽しみです。
(島田台/T.Iさん)
早く日本全国まわれるといいで
すね。

我が家の夫婦円満の秘訣は
嬶天下で構成されている事
だと思います。偶に夫婦喧嘩
もしますが、私が一言二言、
言う度に3倍4倍になって返っ
て来ます。口喧嘩では全く歯
がたたない事は分かっていま
すので無駄な労力は使わな
い方が得策と考え相手にしな
いでいると、妻も拍子抜けす
るのでしょうか？すぐ大人しく
なり、芽出度し芽出度しです。
(高津/K.Oさん/76歳)
口で女性に勝つのは難しいです。

わが家の、夫婦円満はひとえ
に、妻の「おかげ」と思ってい
ます。結婚して四十有余年
明るく暮らしてこられたことを
【感謝】しています。
(大和田新田/M.Wさん/67歳)
相手のおかげと思える事、それ
が幸せへの道ですね。

お便り紹介
って来ました。これは所長様
の日頃の教育の賜ものだと存
じます。これから寒さに向いま
す。ご自愛下さいます様に。
(大和田新田/Y.Tさん/79歳)
そう言っていただけると本当に嬉
しいです。またお待ちしております。

通い始めて20年施設も20周
年記念でした。コキアの紅葉
(高津団地/Y.Sさん/73歳)

毎日早朝、夕方と所長様又
従業員の皆様大変御苦労
様です。先日初めてセンター
の方へお邪魔させて頂きまし
た。大変従業員の方皆それ
ぞれ来客に対する応対がす
ばらしいので私も帰宅する時
とてもすがすがしい気分で戻

しその実。香り豊かな実が沢
山採れたので佃煮を作って
みました。とても美味しく出来
たので読者の皆様にも。
実を茎からほぐして、沸騰した
お湯で1-2分ゆでる。水分をと
り、オリーブオイルで炒める。
鷹の爪、ショウガのみじん切り、
おじゃこ入れて砂糖、味醂、醤
油でお好みの味に。箸休めに
最適です。お試し下さい。
(萱田/J.Iさん/83歳)
貴重な情報ありがとうございます。

教えて下さいコーナー
孫からの呼ばれ方

農薬を使わず雑草が生えない方法

島田台/K.Sさんからの質問

大和田新田/H.Mさんからの質問

初孫が産まれます。もうすぐ
還暦ですが、おじいちゃん、お
ばあちゃんと、呼ばれるには、
少し抵抗があります。なんて
呼ばせていますか？参考にさ
せて下さい。

家の庭の雑草に悩んでいま
す。むしってもむしってもすぐ
生えてきます。農薬を使わず
に雑草が生えない方法があ
ったら教えて下さい。

美味しいアップルパイのお店

＆探しています
お使い下さい同
にな
★東金店と合

りました★

※生き物の掲載はご遠慮ください。
百人一首、カルタ、トラン
プ等。靴(婦人用22.5未使用
ヒール)洋服(各種中古九号
です)、グラスセット(大)、(どれ
も未使用)
(高津/S.Tさん/81歳)

中国語会話、テキスト初
心者向けのもの数冊、不要に
なった方ゆずって下さい。
(高津/Y.Oさん/73歳)

女の子のお食い初めの
食器が有るのですが、どなた
か使ってください。
(高津/Y.Nさん/73歳)

我が家の庭で絶えてしま
った、昔懐かしい大好きな花
「紫苑（しおん）」を探していま
す。花屋さんで売ってないの
で１株分けていただきたいの
です。また今年とうとう入手で
きなかったクレオメ（酔蝶花）、
今ごろ種が出来る頃です。採
取された種をお持ちでしたら
少し分けていただけますか。
(東金市松之郷/T.Sさん/７５歳)

豊富町/T.Sさんからの質問

八千代市周辺でおいしいアッ
プルパイのお店がありました
ら、おしえて下さい。
同じ趣味を持つこと。最近妻
がゴルフを始めました。まだ
まだですが、練習場へ、ユー
チューブを2人で見たりしてい
ます。同じ時間、同じ事を2人
で過す時間が多くなりました。
コースにも1度行って来ました
が、健康で笑顔も2人で過し
ています。
(高津/T.Nさん/65歳)
同じ趣味、とても良いですね。

★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。

お答えします！コーナー
マカロニサラダの美味しい作り方
水っぽくなるのは野菜から
でる水分なので、キャベツ
やキ ュ ウ リで な く 、 ゆ で た ブ
ロッコリーやいんげん、コーン、

人参、ハムなどで作る方法
もあります。
(高津/C.Tさん)

はくび学院着付け用小
物2～3回使用しています。
絞りの帯揚げ、帯留め、着付
け用引き紙
(萱田/J.Iさん/83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。

