チケット ？ プレゼント

月号
２
vol.261

スポーツ報知
箱根駅伝総集編
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。

1月2,3日に行われた第98回東京箱根間往復大学駅
伝競走は往路を制した青学大が優勝を果たしました。「箱
根駅伝総集編」では全区画の詳報、箱根路を走った全210
名のランナーの写真などを掲載。プロ野球前日本ハム投手
の斎藤佑樹氏の観戦記など盛りだくさんの内容です。

千葉こどもの国

野菜の種

でんきやさん500円クーポン券

50

10

２

5

名様

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 ： 2022/3/31まで（休）毎週木曜日

ふなばしアンデルセン公園

50

【かすみ草】

高 津 団 地 中 央 商 店 街

5

名様

２

六本木ヒルズ展望台 ・ 楳図かずお大美術展入場券

【ヘリクリサム】

花の種

花の種

1

10

67

この街の
もう悩まないで！

明
照
照明

お住いのお困りごと何でも解決！
詰まりを
取りたい！

ペンキ

貼替えたい！

水まわり

フェンス・ブロック・
コンクリートなどの
修理・新規作業

自分では出来ない仕事はぜひお任せください！

旅行中の
水やり！

※電気工事等は専門スタッフが対応致しますので安心してご相談ください。

※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。

お問い合わせ

読売センター

ゆりのき高津

〒276-0036

（ﾐﾆ）

八千代市高津678-2
グリーンハイランド Ⅰ

2,750

7,150 円

（税別）
（税込）

円

風呂掃除
（税別）
（税込）

換気扇・レンジフード掃除

9,900

円から

草刈・木の剪定

い

庭 師 にしかできな は
仕事に

◆忙しくて雑草の手入れができない。 高 度 な ます。
対応しかね
◆高齢のため草刈がきつい。
◆枝が隣の敷地に入ってしまっているが自分ではできない。
などなど！
こんなお悩みが
ありましたら
お電話ください！

円から

ベトベト ・ ギドギド…ガンコな
油汚れをキレイに落とします！

（税別）
（税込）

★材料費込の価格です。サイズによって価格が異なります。

※製造年月日が 10 年前の製品は
★コーティングは別途 2,200円（税込）かかります。
ご相談ください。

庭 4,400

雑草取り！
庭木の剪定！
高枝切り！

改造したい！
掃除したい！

※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。

お掃除機能付きのエアコンは別途
お見積りをさせていただきます。

１枚

１ 時間

網戸

網戸張替

カビ・水あかなどスッキリきれいに！

便利よねぇ

19

掃除をしたい！

外灯

外塀

自動点灯
させたい

たすかるなぁ

川柳

ハガキ ＦＡＸ ネット メール

※川柳のテーマは…“桃（もも）”にまつわる川柳です！

⑤お使いください。

修繕したい！

貼替え
たい！

面倒 なお掃除 の
お手伝い を致します！

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。

塗り替えたい！

床

換気扇

外壁

047-459-0084

自分では掃除しきれない
エアコンクリーニング !
ぜひ､お任せください♪

クリーニングがしたい！
取り外し・付け替えたい！

雨樋

まずは気軽にお電話ください！！

エアコン内部

電
エアコン・家

コンセントの増設・
ブレーカーの容量
を増やしたい！

④探しています。

桃

よみうりライフサポート

電気工事

２月

56

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！

（もも）

電球が切れたので
新しい電球を買って
交換して欲しい！

①卒業シーズンです。あなたの「お別れの思い出」を教えて下さい。
②「小さい春見つけた」あなたが感じた春のいぶきを教えてください。
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。

歳）

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。

★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）

79

（高津／Ｅ・Ｔさん／

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。

（高津団地／Ｒ・Ｋさん）

２月号

2022

ご応募の際は、各チケットの期日にご注意ください。

焼くほど膨らむ

20

枚まで

1

名様

内容･場所 ： 映画館入場・飲食物割引券（千葉市中央区/千葉中央駅）
期間･日時 ： 2022/2/28まで

100
（高津／Ｗ・Ｋさん／

京成ローザ シネマクーポン

★蒔き時４～５月 ★収穫期７～１２月
南欧でよく料理に使われる、葉の縮れないパセリです。花壇やコンテナで育て、
葉・茎を摘み利用します。収穫は適度に株が育ってから、後の生育も楽しめます。

（大和田新田／Ｍ・Ｗさん／

期間･日時 ： 2022/3/31まで

枚まで

※1枚につき乗用車1台分(最10名様)まで有効

名様

内容･場所 ： 入園ご招待券(袖ヶ浦市/袖ヶ浦駅)

2022
今月のお題『餅 （もち）
』

【イタリアンパセリ】

東京ドイツ村

連日の 餅で恐怖の
体重計

80

ヨタヨタと 背負って歩く
一升餅

★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。

三が日 餅でご飯が
なつかしや

5

60
ヤキもちは
夫婦愛

２

名様

枚まで

内容･場所 ： 六本木ヒルズ52階シティービュー・ギャラリー入場券（港区/六本木）
期間･日時 ： 2021/4/29～2022/3/31（楳図かずお大美術展は
2022/3/25まで開催）

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。

よみ得ポイントがすぐに確認できるようになりました。
お手持ちの携帯電話から現在ご利用可能なよみ得
ポイントを確認できる便利なサイトを開設しました。
アクセスは右のQRコードからご確認いただけます。
url :- https://point-portal.vercel.app/

２/26 土

次回開催日

花の種
★蒔き時3～4月 ★開花時4～7月
枚まで

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

□ 卒業シーズンです。
あなたの「お別れの思い出」を教えて下さい。
□ 「小さい春見つけた」あなたが感じた春のいぶきを教えてください。
□ 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

お知らせ

【小松菜】

★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。

2,200

（税込）
（税別）

円から

※草木の処分代 (実費) が別途かかります。

その他
ベランダの高圧洗浄/㎡ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4,400 円 から
トイレのお掃除 （１時間） ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2,200 円 から
ゴ ミ 処 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5,500 円 から
じゅうたんの敷きかえ (1時間)・ ・ ・ ・ 2,200 円 から
※税込価格

（税別）
（税込）

円から

作業によっては専用の洗剤等を使用するため､別途材料
費がかかる場合がありますのでご了承ください。

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！

乾燥昆布の調理方法
大和田新田/T.Wさんからの質問

子育てで苦労し
あ な た が た事を教え た 事 や
て下さい
な
勉強に っ

長女が小6の時、妹とけんか
をしたので、つい「お姉さんで
しょ」と言ってしまった。年子
の姉は「1才しか違わないの
にお姉さんなんて言われたく
ない！」と言って泣いた。それ
以来長女、次女をくらべるこ
とをやめました。
(大和田新田/M.Kさん/78歳)
兄弟がいると、どうしても比較し
てしまいます。

子育てを終えた今感じます。
子どもに過度な期待はせず、
ほどほどに。そして子どもが成
長すればする程、時には言い
たい事も我慢し見守る事が
大切だなぁと学びました。子
どもの成長と親としての成長
は同時進行ですね。
（高津/E.Tさん/56歳）
そうですね。子育てをするという
事は自分も成長する事ですね。

子育てで大変だったのは病
気…喘息持ちだったのでよく
入院しており、幼稚園や小学
校低学年位までは休みがち
でした。でも本人はメチャクチ
ャ明るい性格で、お友達が沢
山いたのでとても助かりまし
た。今は嘘のように治り、子育
てに奮闘しております。
(大和田新田/J.Tさん/42歳)
親がしていた苦労を、今本人も
感じていると思います。

小学生の子どもが水泳や縄
跳び、逆上がりなどの壁にぶ
つかる度にYouTubeのお世
話になっています。口で説明
するのと感覚で伝えきれない
場合は、動画に頼っています。
自分が子どもの時に、こんな
良い物があれば良かったなと
思ってしまいます。
(高津団地/K.Mさん/42歳)
今の時代はそうなんですね。

子どもが小さい頃は、私達親
が躾や教育に右往左往して
いましたが、子育ては親も成
長していく過程ですね。子ど
もにも色々教わってきたと思
います。今では、親を乗り越え
て成長していると思います。
(高津/K.Mさん)
自分を越えてくれる事を親御さ
んは皆願ってます。

私が現役で働いていた頃は、
男は外に出て仕事、女は家
で家庭を守るという時代でし
た。ですから、子育てで苦労
したという記憶は全くありませ
ん。休みの時に家族でたまに
近所の公園に出掛けて行っ
た事位でしょうか。今は夫婦
共働きが当たり前の時代に
なり、昔と大分違ってきました
よね。若いご夫婦を見ている
と、とても感心します。
(高津/K.Oさん/76歳)
私の家もそうでした。

只今、奮闘中です。何が正解
か答えが出るのは、きっとずっ
と先だと思います。良かれと思
って私がする事、言う事にうる

さそうな態度。それを見てイラ
イラする私。ならばいっそ何もす
るまい、言うまい…しかし、それ
も出来ず…。もっと要領よくや
ればいいのに…。と思いながら
も『ホントは分かっているんだろ
うな』と信じるしかないのです。
そして本人が気付き行動する

日を待つ…。口煩く言ってき
ましたが、毎回言うのではなく
信じる事が大事なのかと、ちょ
っと感じる今日この頃です。
(高津/N.Sさん/47歳)
自分の子どもは一番自分が信じ
ていたいものです。

雪駄を売っているお店
八千代市/N.Kさんからの質問

主人は雪駄が好きで、冬でも
履いています。今売っている
所がなくなってしまいました。
八千代市で売っている所が
ありましたら教えて下さい。

受験面談を乗り切る方法
きなご飯のおかずはなん
たが好 と共に教えて下さい ですか？
な
。
あ
理由
どれもこれもとっても美味しそうで
すよ。皆さん参考にしてください。

ご飯のおかずと言えば、イカ
の揚げ煮です。甘辛に絡めた
イカがとても美味しいです。初
めて食べたのは前の会社の
定食で、食べてから大好きで
たまに食べたくなると作ります。
(豊富町/N.Oさん/69歳)
自分の好きなおかずは、山わ
さび（西洋わさびとも言います）
で3月頃から6月頃まで、土の
中で白いごぼうのように出来
ます。温かいご飯の上に、すり
おろした山わさびとバターを
のせ、醤油をかけて食べると
最高の味で、ご飯を何杯でも
食べたくなります。（因みに北
海道、東北の方で取れていま
す。）
(高津団地/T.Kさん/73歳)

「肉じゃが」です。田舎育ちな
ので、子どもの頃から食べて
いますが、飽きもせずずっと食
べていられます。地域や家庭
それぞれの味がありますが、
自分が食べ慣れた味が一番
好きです。
(高津団地/Y.Mさん66歳)

おかずは何はともあれ、海老
フライです。半世紀前、小・中・
高と何か行事でお弁当を持
っていく時のみ作ってくれる、
母の海老フライが最高でした。
子ども達にも、遠足、運動会
等お弁当を持っていく時には
必ず海老フライを入れました。
海老フライNo.1です。
（ゆりのき台/Y.Tさん/68歳）
冬の今の時期しか食べられま
せんが、“菊芋”の梅酢漬で
す。生姜の様な菊芋を、梅を
漬ける汁に漬けて食べるので
すが、青森で食べていた懐か
しい味です。冬になると地元
の野菜を売っている店で買っ
ています。
（高津/T.Nさん/65歳）
好きなおかずは唐揚げです。
自分で作っても、お店で買っ
てきても、外食で唐揚げ定食
を頼んでも、どんな時でも安
定して美味しいです。表面は
カリッとしているのに、中から
肉汁がじゅわっと出て最高
です！
(大和田新田/K.Iさん/47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。

高津団地/K.Mさんからの質問

お便り紹介

乾燥昆布ですが、湯豆腐に
使う以外あまり出番がありま
せん。そこで、乾燥昆布の調
理方法がありましたら教えて
下さい。

知人が1月11日夜に八千代
台北で、2匹のアライグマを
見たとの事。2人同時に見た
ので、見間違いではなく確か
にアライグマだったそうです。
余ったお餅の活用法
スマホで写真を撮ろうとズー
島田台/K.Sさんからの質問
ムしたりしていたら2匹は走り
残ったお餅の活用法を教え 去ったので撮影は失敗に終
わったと。八千代台北の住宅
て下さい。
街（街中）に出たというのに驚
きました。
(高津/M.Oさん/58歳)

受験面談の時に緊張してし
まうのですが、どうすれば良
いのか教えて下さい。

お答えします！コーナー
しいです。因みにビビンパとは
ご飯をかき混ぜて食べるとい
カレーパンは村上の「ピーター う意味です。「ビビン」は混ぜ
る、「パ」はごはん、「飯」という
パン」が美味しいです。
（ゆりのき台/S.Yさん/46歳） 事です。寒い時期に体が温
まり、本場韓国を堪能出来
美味しい韓国料理屋さん ますよ。
（高津団地/Y.Gさん/57歳）
おすすめのお店は、イオンモ
ール八千代緑が丘にある「韓 美味しいパスタソース
味家」です。韓流スターのポ
スターが店内に貼られており、 美味しいパスタソースですが、
韓国に来ている感じがします 読売クックブック390に掲載の
よ。石焼ビビンパ、ビビンパ、 「海苔パスタ」が美味しく、湿
プルコギ定食、冷麺、参鶏湯 気た海苔の消費にも良いで
などの韓国料理が沢山あり す。フライパンにオリーブオイ
ます。その中で、今の時期の ル、みじん切りニンニク1欠分
オススメは石焼ビビンパです。 を入れて熱し、パスタのゆで
最初にわかめスープとキムチ 汁（カップ1程）を加え、煮立っ
とナムルが出てきて、少し待 たら焼き海苔全形4枚を加え、
っていると熱々の石焼をお店 醤油大さじ1、昆布茶小さじ2
の方が持ってきます。石焼の 分の1、ゆであげたパスタ、バ
中で、もやしや人参などのナ ター15ｇを加えて和え、味を
ムルやご飯などをかき混ぜて 見て塩コショウ、器に盛ってヘ
食べるわけですが、おこげが タを除いて1cm角に切ったト
出来るのでそれがまた美味 マト1個を乗せ、お好みでイタ

カレーパンの美味しいお店

リアンパセリのみじん切りをふ
る。（2人分）
（ゆりのき台/K.Yさん/42歳）

欲しかったチケットが当たりま
した。しかもクリスマスにポスト
に入っていました。サンタさん
は本当に居るのだと、読売さ
んが大人になって気付きを
与えてくれました。本当にあり
がとうございました。ぜひぜひ
幕張の劇場、一度も行った事
がなかったので行ってみたか
ったのです。嬉しいです♡
(PNさくらもちさん/52歳)
またご応募お待ちしております。

アライグマいるんですね。

先月初めて吉本の幕張の劇
場チケットが当たりました。宝
くじやヤマザキ秋のパン祭り（
ディズニーランドのチケット）、
リポビタンD（どちらもシールを
貯めてハガキを送付）いくら
出しでも当たらなかったこの
私が、人生で初めて本当に

大雪の日でも遅配することな
く配達ありがとうございました。
新聞を取り出しながら怪我な
く配達が終えますよう、心から
祈りました。
（萱田/J.Iさん/83歳）
今年は雪が多そうです。ご迷惑
を掛けないように出来る限り頑
張ります。

い＆探しています
お使い下店さ
と合同になりま
★東金

した★

全自動洗濯機用の給水 カンコー学生服上着（ボタン
なし）もあります。
ホースがあります
（東金市／T.Sさん／75歳）
（台方/I.Sさん/72歳）
漢字検定過去問、参考
久月の8段飾りひな人形
書ゆずってくれる方がいたら
を差し上げます。
(萱田/Y.Iさん/73歳) お願いします。
(高津/Y.Oさん/73歳)
ホンダで貰った膝掛（新
小学校卒業式に着る女
品）とてもふわふわで温かい
児服150cm位、譲ってくださ
です。
(大和田新田/C.Mさん/57歳) る方がいらっしゃいましたら宜
しくお願い致します。
（高津団地/K.Mさん）
幼児向け絵本キンダーブ
ック（フレーベル館）しぜん①～
⑫。どなたか活用してください。
…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。

