12月号
vol.259

千葉ポートタワー
内容･場所 ： 入場ご利用券(千葉市中央区/千葉みなと駅)
期間･日時 ： 2022/3/31まで(休)12/28～1/4、2/28

名様

でんきやさん500円クーポン券

京成ローザ

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。

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 ： 2022/3/31まで

名様

浅草演芸ホール

よしもと幕張 イオンモール劇場

本年中は大変お世話になりました。

内容･場所 ： 夜の部ご招待券(東京都台東区/浅草駅)
期間･日時 ： 2021/12/27まで※土・日・祝日はご利用になれません

内容･場所 ： 入場無料引換券「幕張昼ネタライブ」(イオンモール幕張新都心/海浜幕張駅)
期間･日時 ： 2022/1/11～3/31まで

今年も残りわずかとなりました。
本年中は多大なるご支持を頂き、誠に有難うございます。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

２5

枚まで

２5

お題『リモート』

三千円分
商品券

題は
次回のお

リモートで 家から出ずに
腹が出た
（
萱田／Ｍ・Ｓさん／
54

才）

※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。

皆様から毎月お寄せいただいた素晴らしい作品の中から、
ついに今年の「元気川柳グランプリ」が決定いたしました ！
ご当選された方々、本当におめでとうございます。
また、皆様からのたくさんのご投稿ありがとうございました ！
2022年も引き続き｢元気川柳」を開催致しますので、ぜひ
来年もグランプリを目指してユーモアあふれる作品をどしどし
ご応募ください。お待ちしております ！

初（はつ・はじめ）

第98回 東京箱根間往復大学駅伝競走 大会ガイド

箱根駅伝選手名鑑

12月の“あっとほ～む”では2022年1月2日(日)～1月3日(月)の2日間で行われる第98回
東京箱根間往復大学駅伝競走観戦ガイド「箱根駅伝選手名鑑」を抽選で100名様に
プレゼントさせていただきます。
《98回大会シード10校》
《予選勝ち上がり10校》
Ｂ５判
駒澤大学・創価大学・東洋大学・青山
明治大学・中央大学・日本体育大学・
オール
学院大学・東海大学・早稲田大学・順
山梨学院大学・神奈川大学・法政大学
カラー
天堂大学・帝京大学・國學院大学・東
・中央学院大学・駿河台大学・専修大
京国際大学

※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。

二千円分
商品券

き
( ん・かね 』)

才）

⑤お使いください。

千円分
商品券

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

④探しています。

18

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。

2021

12月18日（土）
ま
で

※当選の発表は厳選なる抽選の上､ 発送をもってかえさせていただきます。

100
12月

78

12/25 土

お申込み締切

抽選 で

①お節料理に関するエピソードや思い出を教えて下さい
②今年の初笑い「クスッ」と笑える話や「ニヤッ」と笑える話を教えて下さい
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…“初（はつ・はじめ）”にまつわる川柳です！

お題『リモート』

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。

52

才）

□ 第98回東京箱根間往復大学駅伝競争大会ガイド「箱根駅伝選手名鑑」

78

（大和田新田／Ｈ・Ｍさん／

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 やり方わからず
直に会う

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／Ｍ・Ｋさん／ 才）

12

2021

月号

10

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 ： 2022/1/2～3/31まで(休)1/24～26、2/14～17、3/14

お題『鬼（おに・き）』

千葉市科学館 プラネタリウム

21年シーズン限りで現役引退する巨人・亀井の
秘蔵ショット満載の特別号。引退セレモニーやサ
ヨナラ弾の数々など記憶に残るシーンの数々を
収めた永久保存版です。直筆メッセージ入りの
特大写真の裏には、オフシーンを集めた貴重な写真
の数々も掲載しています。

鬼の面 取っ
たらさらに
恐い顔

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 ： 2022/1/2～3/31まで(休)毎週木曜日

さわやか大賞

亀井引退特別号

千葉こどもの国

お題『金

100

減る年金 金のなる木を
そだてたい
（
高津／Ｗ・Ｋさん／

花の種
★蒔き時3～4月 ★開花時4～7月
コーカサス地方原産のナデシコ科の草花。かすみの如く白い小さな花をいっぱいに
つけて咲きます。草丈が50~80cmにもなり、花壇・切花にも広く使われます。

ほほえみ大賞

名様

枚まで

２5

川柳

ＹＣゆりのき高津所長 館坂民和・スタッフ一同

【かすみ草】

内容･場所 ： 入園ご招待券(千葉市/千葉都市モノレール「動物公園駅」)
期間･日時 ： 2022/1/2～3/31まで

お節料理に関するエピソードや思い出を教えて下さい
今年の初笑い「クスッ」と笑える話や「ニヤッ」と笑えるエピソードや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

２10

次回開催日

元気川柳大賞

内容･場所 ： 入園引換券(船橋市/三咲駅)
期間･日時 ： 2022/1/2～3/31まで(休)毎週月曜日、2/14～2/18
※1/3、1/10、3/21、3/28は開園

高 津 団 地 中 央 商 店 街

名様

内容･場所 ： 湘南鎌倉公演平日御招待券(鎌倉市/湘南深沢駅)
期間･日時 ： 2022/3/13まで(休)毎週木曜日
※12/31、1/12・26、2/9、3/2も休演。但し12/30は開演

枚まで

ふなばしアンデルセン公園
名様

木下大サーカス
千葉市動物公園

□
□
□
□
□

２5
枚まで

名様

枚まで

２5

枚まで

50

名様

枚まで

２5

お問い合わせ

学・国士舘大学
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！

当店スタッフに
一言
の頑張った
年
今
たくさんの心温まるメッセージを
頂きありがとうございました。
来年もスタッフ一同頑張っていき
ます。どうかよろしくお願いいたし
ます。

集金の磯谷さんの毎月のお
たよりが楽しみです。その時
々の様子や健康の事など心
遣いをしてくれて有難いです。
(高津団地/M.Yさん/76歳)

いつもありがとう
ございます★

今年も一年間ありがとうござ
いました。毎朝の新聞配達、
毎月の情報紙の発行毎月川
柳のお題を考えたり、本当に
大変だったことと思います。私
の方は気楽に今月号はおも
しろいとか、大したことないな
ど勝手な事を感じていました。
しかし、定期的に情報紙を発
行されるのはいくら慣れてい
るとはいえ大変なことです。ス
タッフの皆様ありがとうござい
ました。
(大和田新田/M.Kさん/78歳)

いつも集金に来て下さる女性
の方。(錦織と言います)言葉
使い物腰もとても素敵です。
(高津団地/Y.Mさん/71歳)

新聞は色々な情報が分かり、
広告見れば、お得な物が一
目で分かる。うちにとっては新
聞はなくてはならないもので
す。集金の人、集配の人、事
務の人営業の方と色々な人
達が働いてらっしゃると思いま

す。全ての人達がいて読売さ
んなので全ての方々に感謝
しております。一年間おつか
れ様でした。今後もよろしくお
願いします。
(大和田新田/Ｊ.Ｔさん/42歳)

今年はよみうりでんきさんに
敷地内の引っ越しやテレビの
配線等、たくさんお世話にな
りました！ありがとうございます。
安価で手早く迅速に作業い
ただけて助かっております。ま
たよろしくお願いします！
(車方町/T.Kさん/66歳)

コロナ禍の中、雨の日も風の
日も早朝(まだ夜)の配達あり
がとうございます。でんきやさ
んも親切で何でもお願いして
しまいます。
(島田台/F.Iさん/78歳)

今年も又、「あっとほ～む」を
楽しく読ませて頂いた一年で
した。毎日配達される新聞も
楽しみですが、「あっとほ～む」
はそれ以上かも知れません。
皆様からのお便りなど読む度
に心が和みます。それもこれ
も館坂所長、そして、スタッフ
皆様の御努力の賜物と感謝
しております。家内の一言で
すが、皆川さんと遠藤さんて、
とても感じの良い人ね、と言っ
ていました。
(高津/Ｋ.Ｏさん/76歳)

雨の日も、風の日も、台風の
日も、そしてコロナ禍でも、毎
朝有益な情報を遅滞なく配
達いただき、ありがとうござい
ます。配達業者や郵便局と
比べても、新聞販売店の配
達網は、日本一の宅配網だ
と思います！
(ゆりのき台/Ｋ.Hさん/40歳)

名古屋もモーニングが有名です
が、岐阜もそうなんですね。

私の故郷は長ねぎの産地で
す。冬になると大活躍の長ね
ぎ、甘味がありとても美味し
いです。何と中学校の校歌の
中にも、ねぎの歌詞が入って
います。当時は皆で笑いなが
ら歌っていましたが、今は大
好きな歌詞で、ラジオでも話
題になった事があります。(本
納中学校の校歌)
（ゆりのき台/K.Nさん/64歳）
「長ねぎでふるさとを思う」素敵
です。

ゆりのき高津便り「集金スタッ
フより」の鈴木敬一さんの文
章が楽しみです。やさしい眼
差しで癒やされます。寒い季
節に向いご自愛下さい。
（高津東/K.Uさん/74歳）

「焼まんじゅう」おいしそうですね。

やっぱり地元千葉県です。旬
のカツオや菜の花、タケノコ、
玉ねぎ、トマト、梨等の美味し
い食材にあふれていることに
感動すら覚えます。まもなくオ
ープンする新しい農産物直
売所「よったいよ」にも期待し
ています。これからも千産千
消で行こうと思います。
(ゆりのき台/Y.Tさん)

私のふるさとは「小江戸」と
称される城下町でメディアに
も盛んに紹介され観光地とし
て賑わいをみせています。コ
ロナ前は実家に立ち寄ると観
光客の多さにただただ驚き
です。半面、子ども時代の昭
和の路地裏探しがとても楽
しく、ほっとすることができる
大切なふるさとでもあります。
（高津/N.Sさん/64歳）
川越ですかね。私も3年前に行き
ましたがすごい人でした。

そういう人情のある街は本当に
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。

私は野菜やソーメンなどのゆ
で汁をかけます。根気よくや
るといいですよ。もちはこびは
あついので火傷しないように
気を付けて下さいね。
(島田台/T.Iさん)

防草シートを使ってはいかがで
すか？もし草花を楽しむ場合は
その部分だけ穴を開けて植物
を植え込みます。防草シートの
見た目が気になる方はシート
の上から自然素材のマルチン
グ材をかぶせれば自然な仕上
がりに見えます。ただ雑草が全
く生えなくなることはありません
がこれで雑草取りの負担が軽
くなると思います。
(高津/M.Oさん/58歳)

お便り紹介

美味しいお豆腐屋さん

餅のアレンジ方法

高津/M.Sさんからの質問

東金市堀上/Ｔ.Yさんからの質問

おいしいおとうふ屋さんを教
えて下さい。手作りのおとふ
屋さんが、昔はラッパを吹い
て売りに来てました。今は来
てません。手作りのおとふが
食べたいですね。

そろそろ年末ですが、みなさ
んのアレンジ方法オススメ教
えて下さい。私のオススメは
ケチャップ＆チーズでピザ風
にしたり、おいなりさんの皮(あ
ぶらあげ)の中にもち入れてレ
ンチンしたやつです。

千葉県内のパワースポット
高津/C.Ｔさんからの質問

千葉県内のパワースポットで
良い場所があったら教えて
下さい。

お答えします！コーナー
私の生まれ育ったところ、東
京都江戸川区の昔からの下
町風情の有る所です。自慢
話になるとやはり江戸っ子？
の人情あふれるところです。
今ではありませんが、夕飯の
おかずを余分に作り隣近所
にお裾分けをしたり、冠婚葬
祭の時はボランティアで手伝
いをしてくれたり、とても気持
ち温まるお付き合いでした。
今は懐かしい思い出です。
（ゆりのき台/Ｙ.Tさん/68歳）

農薬を使わず雑草が生えない方法

「土地に惚れ、女房に惚れ、仕事
に惚れられる男は幸せだ」と言い
ます。皆さん、この千葉県に惚れ
て好きでいてください。

教えて下さいコーナー

ふるさと自慢を聞かせて下さ
の
た
い
あな
私は岐阜出身です。自慢は
喫茶店のモーニング。飲み
物を頼むといろいろサービス
でついてきてお得なのは勿
論ですが、何よりこのモーニ
ングに行くことによっていろん
な人とおしゃべりでき、楽しく
又、ストレス発散になります。
私の両親はこの毎日のモー
ニングのおかげで元気いっ
ぱいです！
(大和田新田/C.Mさん/57歳)

群馬県前橋市の出身です。
思い浮かんだのは「焼まんじ
ゅう」です。子供の頃はよく口
の周りを茶色くしながら食べ
てました。おみやげもあります
が、やっぱり現地で食べるの
がおいしいです。また毎年、
1月9日にある初市(だるま市)
も有名です。
(高津/K.Mさん/61歳)

が別れる呼び方ですので、ご
注意ください。
私達夫婦には4人の孫がい (大和田新田/みかみかんさん/47歳)
ますが皆がオオママ、オオパ
パと呼んでくれています。
(高津/M.Eさん/67歳)
3歳の女の子がいます。主人
は「じいじ」で良いと言ってい
て、じいじと呼ばれています。
じいじやばあばはいかがでし 私は、おばあちゃんと呼ばれ
ょうか？発音も簡単でお勧め るのが嫌で名前の二文字を
です。他にグランパやグラン とって「よしちゃん」と呼ばれ
マもあります。おしゃれな雰囲 ています。満足しています。
気があって素敵ですが好み
(高津/Y.Kさん/60歳)

こんにちは、高津公民館の版
画で年賀状作りに参加しまし
た。丁寧に教えて下さり出来
上がりが楽しみです。寒さに
迎います。皆様お身体に気を
つけて下さい。
(高津/E.Kさん/79歳)
今は印刷された年賀状が主流
なので版画の年賀状をもらった
人も喜びますね。

毎月第4土曜日お花をいただ
きに行っています。どのお花も、
きれいに咲いてくれ楽しませ
てもらっています。
(高津/E.Sさん/63歳)
読売ふれあい市場は第4土曜日
に高津商店街で行っています。
みなさんぜひお越しください。

＆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
はくび学院着付け用小物
プ等。靴(婦人用22.5未使用 2～3回使用しています。絞り
ヒール)洋服(各種中古九号 の帯揚げ、帯留め、着付け用
です)、グラスセット(大)、(どれ 引き紙
も未使用)
(萱田/J.Iさん/83歳)
(高津/S.Tさん/81歳)

孫からの呼ばれ方

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)

漢字検定過去問、参考書
ゆずってくれる方がいたらお
願いします。
(高津/Y.Oさん/73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。

