チケット ？ プレゼント

１月号
vol.260

上野動物園/多摩動物公園/
葛西臨海水族園/都立9庭園

でんきやさん500円クーポン券

２5

名様

50

二〇二二年

２5
枚まで

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。

名様

内容：共通入場引換券※本券1枚にていずれかの施設で1回のみご利用になれます。
場所：■上野動物園（上野公園内/上野駅）（休）毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
■多摩動物公園（日野市/多摩動物公園駅）（休）毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）
■葛西臨海水族園（江戸川区/葛西臨海公園駅）（休）毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）
■都市9庭園（中央区・浜離宮恩賜庭園/港区・旧芝離恩賜庭園/文京区・小石川後楽園/
文京区・六義園/墨田区・向島百花園/江東区・清澄庭園/台東区・旧岩崎邸庭園/
北区・旧古河庭園/国分寺市・殿ヶ谷戸庭園）9庭園のうち1か所ご入場できます。
期間・日時：2022/3/31まで

ふなばしアンデルセン公園

浅草演芸ホール

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

枚まで

２5

※1枚につき乗用車1台分（最大10名様）まで有効

10

1

期間･日時 ： 2022/3/31まで

【小松菜】

Ｊ. トレンツ リャド

野菜の種

京成ローザ
枚まで

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 ： 2022/3/31まで

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。

80

（もち）

お申込み締切

1 月15日（土）

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

抽選 で

200

【 開 催 期 間 】 2022年2月21日(月)～3月6日(日)

１月

15

【抽選会・入会受付】 2022年2月26日(土)・27日(日)

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

営業時間／平日10：00～16：00 土日祝9：30～16：30
受付時間／9：30～15：00
※抽選会・入会受付は2022年2月26日(土)・27日(日)のみ
特典
ご招待券で5名様までご招待
1
特典

2

※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。

餅
まで

⑤お使いください。

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！

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。

2022

プレゼント
特別ご招待

④探しています。

川柳

78

フェスティバルin成田ゆめ牧場

①あなたが子育てで苦労した事や勉強になった事を教えてください。
②あなたが好きなご飯のおかずはなんですか？
理由と共に教えてください。
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…“餅（もち）”にまつわる川柳です！

71

︵増︶

あなたが子育てで苦労した事や勉強になった事を教えてください。
ゆりのき高津目安箱
あなたが好きなご飯のおかずはなんですか？理由と共に教えてください。 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
ございましたらお書き添
えください。
お使いください

才）

□ 成田ゆめ牧場特別ご招待券

★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。

S

才）

才）

83

5

（桑橋／Ｙ・Ｔさん／

I

・Ｏさん／

J

円で願う

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。

さん／

1 月号

100

・

2022

枚まで

２5

名様

内容･場所 ： 大人・こどもご入館引換券(千葉市中央区/千葉中央駅)
期間･日時 ： 2022/3/31まで(休)1/24～26、2/14～17、3/14

★蒔き時3～5月・9～10月 ★開花時6～9月
花径約6cmほどの大輪で、色鮮やかな花をつけます。カサカサ
とした独特の花弁はドライフラワーとして古くから親しまれています。

（高津／

花の種

（萱田／

【ヘリクリサム】

千葉市科学館 常設展示

今月のお題『初 は(つ・はじめ 』)

【かすみ草】

花の種
★蒔き時3～4月 ★開花時4～7月

初日の出 輝きました
我が頭皮

60

初夢か 双子のパンダ
独り占め

★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・鉄分が豊富なおいしい健康野菜として幅広く栽培されています。

あれこれを
初詣

名様

２5
枚まで

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

□
□
□
□
□

虎

名様

内容･場所 ： 入園ご招待券（袖ヶ浦市/袖ヶ浦駅）

枚まで

東京ドイツ村

内容･場所 ： 千葉ニュータウン店ご招待券（印西市/千葉ニュータウン中央駅）
期間･日時 ： 2022/3/31まで

名様

天然温泉 真名井の湯

枚まで

名様

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 ： 2022/2/28まで※土・日・祝日はご利用になれません

成田ゆめ牧場入場無料
大抽選会開催！ 日時／2月26日(土)・27日(日)10：00~15：00

お問い合わせ

会場／エーカー広場(雨天時ビッグバーン）
※各日、先着500組まで。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

御来場お待ちしております！

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！

美味しいカレーパンのお店

美味しいパスタソース

高津/M.Sさんからの質問

豊富町/T.Sさんからの質問
おいしいパスタソースの作り
方を教えて下さい。味にこだ
わりはありません。

る
お節料理に関す エピソードや
思い出を教えて下さい

私が小学生の頃、母と伊達
巻を手作りした思い出があり
ます。材料にハンペンを使っ
た時、『あのフワフワ感は、これ
なのか！？』と衝撃でした。父は、
仕事が忙しく大掃除も母と二
人でしたが年末の慌ただしい
中でも伊達巻を焼くときの香
りはケーキ作りをしているよう
で楽しかった記憶が残ってい
ます。我が子にもそんな経験、
させてあげたいけど…
(高津/N.Sさん/47歳)
お子様にもぜひその経験をさせ
てあげてください。きっと忘れら
れない思い出になります。

我が家のお節は母の作ってく
れた黒豆と煮物が定番でし
た。子供達も結婚して楽しく
過ごしたい所ですが、コロナ禍
で自粛しています。来春娘の
出産なので、無事に会いたい
です。
(高津/Ｙ．Ｋさん/61歳)

漬けにして保存し、正月になる
と必ず食卓に並んだものです。
当時幼かった私は、なんでこ
んな物が美味しいんだろうと
不思議で仕方有りませんでし
たが、大人になった今はこんな
美味しい物は無いと父の気持
ちが、わかる様になりました。
(高津/K.Oさん/76歳)
私も大人になって初めて美味
しさがわかりました。

私のお節は、子どもの頃母が
手作りした昆布巻、黒豆、煮
しめなどがいまだに強く記憶
に残っています。今様な華や
かさはなかったけれど、亡き
母の味が伝わってきてとても
美味だったです。今一度食べ
たい、あの味です。おふくろさ
ん、ごちそうさまでした。
(高津/N.Sさん/64歳)

横浜の出身です。今でこそ
中華おせちは珍しくありませ
んが、昭和の頃は横浜以外
では考えられないものだった
ようです。大学生になり全国
から集まってきた友達とおせ
ち料理の話になったときに、
一番好きなおせちはシウマイ
だと言ったら笑われた。その
時もう一人横浜の子がいて、
シウマイは普通にお節料理
に入っていると助け舟が出
て、変わり者扱いから逃れた
想い出。
(豊富町/H.Nさん/57歳)
中華おせち、食べた事ありません
がものすごく美味しそうですね。

昨今お節料理はネット等で
豪華絢爛？な品が入手でき
ますが、私の一番思い出深い
お節料理は質素な母の手作
りおせちです。12月30日から
野菜の煮〆、豆きんとん、田
作り、黒豆等を作り元旦まで
お預け！半世紀前の話ですみ
ません。
(ゆりのき台/Y.Tさん/68歳)
質素に感じて実は手が込んでる
と思います。昔からの味を後世に
継いでいきたいものです。

黒豆、伊達巻、栗きんとんな
ど甘いものをたくさん食べて
後でこまることになります。
(高津/Y.Oさん/73歳)
甘いもの好きですね。気持ちわか
ります。

昔のお母さんはみんな手作りし
てました。ありがたみはその時に
はわかりませんでした。

笑い「クスッ」と笑える話や「ニヤ
今年の初 エピソードや思い出話を教えて下 ッ」と
さい
笑える

来年こそはまた作ってください。

私が幼い頃、年末になると父
が必ず正月用にと『数の子』を
大量に買ってきて（今は高くて
手が出ません。）大きな樽に塩

農産物直売所「よったいよ」
に出荷する生産者です。これ
からも新鮮な野菜を作ってい
きたいと思います。ぜひ地産
地消へのご協力お願いいた
します。
(桑納/K.Sさん/68歳)

お節料理の中には、するめい
か巻を入れます。妻の実家が
必ず入れていた1品です。す
るめいかを少し、ぬるま湯で
もどし、足を中に入れ耳の方
からクルクル巻いて蛸糸で縛
り、しょうゆなどで味付。噛め
ば噛む程味が出て美味しい
です。
(高津/T.Nさん/65歳)
初めて聞きました。今度挑戦し
てみます。

夫が仕事で腰を痛めて帰っ
て来た時腰があまりにも痛く
とても情けない歩き方をして
いる姿を見て、心配の前に爆
笑してしまいました。お腹をつ
きだしてヨチヨチ歩きしている
姿がおじいちゃんそのもの…
かわいくもあり、おかしくもあり
ました。夫よ、爆笑してしまい
ごめんなさい。
(大和田新田/Ｊ.Ｔさん/42歳)

つもりですが、縄の中に入る
手前でひと跳びして、ただの
通り抜け。本人は引っかから
ずに跳べているつもりで大満
足ですが、まわりは大笑いで
した。
(萱田/Ｙ.Ｔさん/45歳)

おいしいカレーパンのお店を
教えて下さい。辛口のカレー
パンが大好きです。近くにあっ
たらいいのに。

桑橋/Y.Tさんからの質問

大縄跳びをした時の話です。
子供が自分では跳んでいる

★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。

美味しい韓国料理屋さん
美味しい韓国料理屋さんを
探しています。

アイロンで光ってしまった衣類
のもどし方があったら教えて
ほしいです。

最近石井さんの姿を見ること
がなく心配していましたが、
異動があったようで安心しま
した。いつも心暖かくなる対
応をして下さいました。次の
職場でも頑張って下さい。お
元気でね。
(高津/E.Kさん/79歳)

今度当店で行っているふれあい
市場にもぜひ参加してください。

先月初めて書いた川柳がさ
わやか賞に選ばれて、川柳に
はまってしまいました。本当に
ありがとうございました。
(大和田新田/H.Mさん/52歳)
おめでとうございます。またどんど
んご応募ください。お待ちしており
ます。

電気の事務をしていた石井は今、
食品部門の店長になりました。
元気で頑張ってます。お気遣い
ありがとうございます。

お答えします！コーナー
美味しいお豆腐屋さん
八千代台北にある3代続くお
豆腐やさん「疋田食品」がオ
ススメです。八千代台駅から
徒歩6分くらいの住宅街にあ
るお店です。八千代台駅にあ
るY’sマートでも購入すること
ができるので是非一度召し
上がってみて下さい。
(高津/M.Oさん/58歳)

千葉県内のパワースポット

＆探しています
お使い下さい同
にな

りました★
★東金店と合
流山市にある浅間神社の富
士塚。頂上達成感が結構あ
新生児～1才位の男の子
ります。それに、そこに行きつく
がん治療中の患者さん
用ソックス10足ほど。未使用
までの散歩コースがなかなか
に手編みの帽子を贈るボラ
面白い見どころたくさんです。 が5足ほどで他もほとんど使 ンティアをしています。使わな
(高津/J.Oさん/73歳) っていません。
くなった毛糸がありましたらお
(高津/Ｍ.Ｎさん) 譲りください。少しでも患者さ
んの気持ちが前向きになるよ
うなお手伝いを一緒に出来
たら嬉しいです。
(ゆりのき台/Ｙ．Ｔさん)

お便り紹介

私もそんな子でした。

その姿を想像すると笑えますが、
本人はさぞつらかったでしょうね。

いっぱい楽しい思い出を作ってく
ださい。

高津/K.Hさんからの質問

アイロンで光ってしまった
衣類の戻し方

コロナ禍で2年ぶりに孫と娘
が帰ってきます。孫が幼稚園
児なので、公園や動物園が
だいすきなので連れていきた
いと思います。
(大和田新田/Y.Mさん/69歳)

毎年NHKの赤い手帳を愛用
してました。今年は販売しな
いので誠に残念です。新たに

イオンまで別の手帳を買いに
行かなければなりません。再
度販売されます事をお願い
致します。
(ゆりのき台/N.Sさん/84歳)
昨年から読売での取り扱いがな
くなりました。ごめんなさい。

全自動洗濯機用の給水
ホースがあります。
漢字検定過去問、参考
（東金市/I.Sさん/72歳） 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。

