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鍛 錬 や たし な みと し て広 ま った
ようです︒ 徳川家康も大変好
み︑江戸近 郊の各地に鷹取り
場を設けていたようです︒
当 時 の 鷹狩

り は人 ・ 馬 犬･
そ し て 鷹 ︵は
や ぶ さ ︶ が一
体 と な っ た大
掛かりなも ので︑鳥のいる林
や茂みを犬 が吠えてけしかけ
鳥が飛び立 った所に鷹を放ち
ます︒鷹が 空中で鳥を捕らえ
ると地上に 降り︑食べる前に
一休みする そうです︒そこへ
馬で武者が 駈けつけ鳥をゲッ
ト︵横取り ︶するという流れ
になります ︒決して時代劇で
見たように 鷹が鳥をくわえて
鷹匠の下に 戻ってくることは
ないようです︒

徳川吉宗 の時代には江戸周
辺に多くの ﹁鷹場﹂を設置し
鳥や獣の駆 除を禁じ監視役ま
で置きました︒また︑﹁鷹場﹂
はむやみに 野山を駆け回るの
ではありま せん︒鳥を捕らえ
やすいよう に草刈をしたり︑
馬や犬が走 るため土手の補修
や田んぼの 水を抜くなど︑今
で言えばゴルフ場みたいなフィー
ルド整備をしたようです︒ま

「お気に入り写真カレンダー」
の作成を承ります。次号までに、
写真をご用意くださいネ。

※来月は隊長のコラムです

年 ︶に は中 原 街道 筋の 川 井
1746
村が 代 官所 に 鷹御 用 の軽 減 を 訴
えたという記録︵旭区史による︶
も残っています︒
鷹 狩 りを 徳 川家 が 好ん だ の は
武家 と して の 鍛錬 と いう 理 由 が
表向きですが︑関東各地の天領・
旗本 知 行地 の 情勢 を リサ ー チ す
るという目的が次第に大きくなっ
てい っ たよ う です ︒ 政治 家 ・ 有
力者 が 今も ゴ ルフ 場 でラ ウ ン ド
しながら情報交換して いるよう
な感じでしょうかね︒
︵しらべ隊ロコ４８︶

そ う いっ た 負担 は 地元 の 村 村
に鷹 御 用と し て求 め られ ︑ 村 人
は困っていました︒延享３年︵

手も必要でした︒

来月110号(５月27日発行)で
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ださい︒それでも︑ご本人の不安は計り知
れないです︒出来るだけ早く︑かかりつけ
のお医者様︵内科で良い︶に診ていただき
ましょう︒ご家族から事前に﹁少し様子が
変わってきたので︑認知症の診断をお願い
します﹂と伝えておいて︑いつも通り通院
します︒ご本人には伝えないほうが良いで
しょう︒その結果︑もし認知症があるよう
でしたら︑早い段階で﹁進行を抑える薬﹂
の服薬を始めたほうがよいです︒この段階
だと効果が期待できます︒そして何より大
切なのは︑ご本人お一人きりになる時間を
出来るだけ少なくすることです︒一人で自
分の世界に入り込んでしまうと認知症はス
ピードを増します︒ある専門医の講演会で
﹁同時に三人以上の人と話をすることが良
い﹂と聞きました︒認知症の方々と関わら
せていただいている私はこの意見に賛成で
す︒不安はあると思いますが︑老人会の集
まり・町内会のイベント・ご親戚の集まり・
デイサービスなどに出来るだけ多くお出か
けになる事をお勧めします︒もし︑マージャ
ンがお出来になるようでしたら︑是非なさっ
てください︒とても良い効果があるそうで
す︒次回はもう少し進んだ認知症について
お話しします︒では又︑お目にかかります︒
ご相談があればご遠慮なくお電話下さい︒
ひだまり

た鷹狩の際 ︑下働きなどの人

５月の休刊日：５月７日（月）朝刊

○御殿橋に行ってみると
御殿 橋に は三 ツ境 の西 部病
院 入り 口の 交差 点か ら中 原街
道 の新 道︑ 旧道 どち らを 歩い
ても 分弱でつきます︒

そも そも 鷹狩 りは 平安 時代
か ら上 流階 級の 娯楽 とし て始
ま り︑ 戦国 時代 以降 は武 士の

こぼれ話

○ちょっと調べた鷹狩りの

橋は 今で は４ 車線 で目 立ち
ま せん が︑ 以前 は橋 の所 で道
幅 が急 に狭 くな り小 さな 石橋
が かか って いま した ︒橋 の手
前 ﹁御 殿橋 信号 ﹂脇 ︵マ クド
ナ ルド の隣 ︶に 大き な旧 家が
あ りま す︒ 屋号 が﹁ 御殿 下﹂
︵ 旭区 史の 調査 ︶と いう こと
か ら︑ その 裏山 の台 地に ﹁御
殿 ﹂が 設け られ たと 考え られ
ま す︒ 台地 上に は﹁ 馬場 ﹂と
い う屋 号の 家も あり 御殿 周辺
に 馬場 を設 けて ﹁鷹 狩り ﹂の
陣 営を 整え たの かも しれ ませ
ん ︒御 殿下 から 小道 を上 がっ
て 台地 上に 出て 見る と御 殿の
跡 は残 され てい ませ んが ︑中
原 ・八 王子 の両 街道 の辻 とな
る 都岡 一帯 の平 地を 見下 ろす
安 全な 要所 とし て︑ この 場所
を 御殿 とし て選 んだ 理由 が今
でも想像できます︒

30

性の場合︑女性より言葉で表現するのが苦
新しい年度がスタートし︑ひだまり 日記
手だからかもしれませんが︑暴力的になる
を初めてご覧になる方もいらっしゃる と思
方もいらっしゃいます︒家族や周りの人た
います︒これまで何度も取り上げてき たの
ちが生き生きと活動なさっているのがつら
ですが︑私のこだわりである﹁ご高齢 の方
の認知症について﹂お話したいと思います︒ く︑自分だけ置いてきぼりになっているよ
うに感じるようです︒初期の場合︑周りの
今回は特に初期認知症についてです︒
認知症には色々あります︒アルツハイマー︑ 方々は﹁認知症﹂とは思わないでしょう︒
物忘れをするようになってきた⁝という程
ピック︑レピー小体︑前頭側頭型︑脳 血管
度だと思います︒もちろん︑物忘れは中高
性⁝などですが︑﹁脳血管性﹂以外の 認知
年で当然起きることです︒人の名前がのど
症を正確に診断することは非常にむず かし
まできているのに口に出せない⁝など︒認
いと言われています︒ほとんどのケー スが
知症は少し違います︒朝ごはんに何を食べ
アルツハイマーと診断されてしまうよ うで
たか忘れるのは物忘れ・ごはんを食べたか
す︒ピックなどの場合︑服薬が劇的効 果を
表す場合があると言われます︒が︑残 念な どうかを忘れるのが認知症と言われますが︑
これは中度ぐらいに進んだ認知症の状態で
ことに区別できる医師が少ないため︑ 合わ
す︒初期だと︑ 分くらい前に話し
ない薬 を飲んで いるケ ースも あるそう
た大切な事を忘れる・メモしてい
です︒アルツ ハイマー型認 知症につい
るのにメモをとったことを忘れる
て言えば︑原 因が確定して いないので
⁝が︑もう一度言うと﹁ああ︑そ
治療方法はあ りません︒進 行を遅らせ
んな話だったね﹂﹁ああ︑ここに
るための薬は ありますが︑ 早い時期に
メモしたんだ﹂というように少し
服用 を始 める こと であ る程 度の 期間 ︑
記憶をたどれるように思います︒この例は
進行を抑えるためのものです︒その期 間を
あくまで例で︑それぞれ症状は違うので︑
過ぎると顕著な効果は表さないようです︒
ご家族が﹁あれ？﹂と思う感覚が一番確か
私の経験から言わせていただくと︑ 今服
だと思います︒﹁あれ？﹂と思ったら︑関
用している薬を信じきることなく︑気 持ち
わり方を考えてください︒﹁なに言ってる
が荒れる・暴力的・眠れず苦しんでい る⁝
の？さっき言ったばっかりでしょ！！﹂
などの症状・変化をお医者様に伝え対 症療
﹁ボケたんじゃないでしょうね！﹂などと
法を考えることが大切だと思います︒
はどうぞおっしゃらないで下さい︒言いた
い思いをグッと抑えて︑﹁ごめんなさい︑
言い忘れてたかしら？﹂﹁さっき︑どこか
にメモされていたように思ったけど⁝︑あ
あ︑これですね﹂というようにサラッと気
付かせて差し上げたり︑ご自分が折れてく

４月から朝日新聞の紙面が一新し、読みやすい紙面になりました。
春本番と思ったら、すぐにゴールデンウィークに突入ですね。
古紙回収方法が４月から変更になりました。日曜の朝早くからの回収になりますが、
皆様ご協力ありがとうございます。大きな混乱もなく行うことが出来ました。

初期の頃︑ご本人は﹁自分の言動が少し
変だ﹂と分かっておられます︒その事をま
わりの方から指摘されると気分を害したり
落ち込んだりされます︒その不安感は認知
症を進めてしまうように思います︒特に男
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●店からのお知らせ●
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中原街道の御殿橋は徳川家康のアウトドア拠点だった ２
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2007. ４.22
〒241−0816旭区笹野台4-65-12
TEL:0120-57-0843FAX:391-7357

今月の映画チケットは利用範囲が広くて◎！洋画は２館、六本木エリアの新美術館で日本美術も。
１点ものは、倍率が大変高くなります。又５月いっぱいの券もありますので、ご注意くださいネ。

２
２

映画

どんどん応募してね！
さ し あ げ ま す： ご希望の方はプレゼント応募と一緒にお書きください。
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ズ ー ラシ ア

招待券

３

湯

招待券

４

新横浜
招待券
ラーメン博物館

楽

の

里

５

横浜人形の家

６

江ノ島遊覧セット 招待券

７

スカイウォーク 招待券

８

ボウリング
招待券
お楽しみ券

招待券

９ モディリアーニ展 招待券
１０ サントリー美術館 招待券
山
招待券
１1 青
ユニマット美術館
招待券
１２ 古代オリエント
博 物 館

横浜スタジアム
横浜ベイスターズ
横浜・Ｆ
マリ ノス
書籍

終了しています
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術

プレゼントは

当選枠 応募数 倍率

美

商品名
ｸｯｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ５点ｾｯﾄ
ｽﾇｰﾋﾟｰﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ
和風ﾊﾞｯｸ
ダ・ヴィンチ展
東京ﾃｱﾄﾙ7館共通券
スカイガーデン
湯楽の里
ﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞVS 中日
ﾏﾘﾉｽ VS 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
ズーラシア

テーマパーク

申込専用ハガキをご希望の方は︑
﹁イ ．希 望﹂ とご記 入の 上︑ さ
わイ ン宛 へお 申し込 み下 さい ︒
プレ ゼン ト希 望と併 記で 構い ま
せん ︒昼 ・夜 希望が あれ ばご 記
入下さい︒
※今 月は ︑ロ ﹁新橋 演舞 場﹂ の
入荷 はあ りま せん︒ 歌舞 伎座 も
少な めで す︒ どうぞ ご了 承く だ
さい︒

イ． 歌 舞 伎 座

七月公演
﹃七月 大 歌 舞 伎 ﹄
十二夜
I NAGAWA
出演 尾:上菊五郎・菊之助他

ごめんなさ〜い

先月号の人気プレゼントベスト10

名

容

当選数

6月30日まで｡TOHOｼﾈﾏｽﾞ川崎･海老名･ららぽーと 2枚
TOHOシネマズ
招待券
１ パスポートチケット
1組 １０組
横浜などでお好きな作品が観られる券！

２
１

①「Ｊリーグプレーヤーズ名鑑」･･･日刊ｽﾎﾟｰﾂ発行オールカラー ﾊﾝﾃﾞｨ194頁
②「プロ野球選手写真名鑑」･･･日刊ｽﾎﾟｰﾂ発行オールカラー ﾊﾝﾃﾞｨ161頁
③「がんばれ日本人大リーガー」･･･日刊ｽﾎﾟｰﾂ発行オールカラー A4版35頁

1
2
3
4
5
6
7
8
９
10

商 品

１３ VS

広

島

招待券

１４ VS

巨

人

招待券

１５ VS
VS
１６ VS
VS
１７

5月31日まで｡三ツ境駅よりバス有
土日は9：45〜ｴﾚﾌｧﾝﾄ･ﾗｲﾌﾞ!１枚で2名様可
5月31日まで｡瀬谷店:瀬谷区橋戸2-31-4
平日1回入浴ご招待券。9:00〜25:00
5月31日まで｡新横浜駅徒歩5分
入場引換券｡全国８店舗を食べ比べ
6月30日まで｡元町･中華街駅徒歩2分
リカちゃん 夢とあこがれの40年展 開催中!
6月29日まで｡片瀬江ノ島駅徒歩20分 平日のみ
江ノ島ｴｽｶｰ、ｻﾑｴﾙ･ｺｯｷﾝｸﾞ苑、展望台利用券。
6月30日まで｡大黒ふ頭（鶴見駅ﾊﾞｽ17系統終点)
ﾍﾞｲﾌﾞﾘｯｼﾞから360度の展望を楽しめます。
6月30日まで｡厚木､桜ケ丘､藤沢他
1人2ｹﾞｰﾑ以上で1ｹﾞｰﾑ無料券 2名様有効
bunkamuraｻﾞ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ（渋谷駅徒歩7分）
6月3日まで｡ ﾓﾃﾞｨﾘｱｰﾆと妻ｼﾞｬﾝﾇの物語展
6月3日まで｡六本木駅直結 3月ｵｰﾌﾟﾝの新美術館
開館記念展 日本を祝う
5月31日まで｡外苑前駅徒歩2分
ｼｬｶﾞｰﾙとｴｺｰﾙ･ﾄﾞ･ﾊﾟﾘの作品を常設展示
ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ文化会館７階(東池袋徒歩5分)
7月1日まで｡ ほほえみの考古学展 開催
5月1 1日 (金 )1 8: 00 〜,1 2日 （土 )1 4: 00 〜
13日（日)13:00〜内野自由席 いずれか1日(注
5月1 5日（火) 1 8: 0 0 〜, 1 6日( 水) 1 8: 0 0 〜
内野自由席 いずれか1日(注1
楽天:5月27日(日)14:00〜,28日(月)18:00〜,(注

1枚
1組
2枚
1組

5月20日(日)4:00PMｷｯｸｵﾌ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第12節〕 自由席 (注2
6月9日(土)7:00PMｷｯｸｵﾌ 日産ｽﾀｼﾞｱﾑ
Ｊﾘｰｸﾞ ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ1〔第14節〕 自由席 (注2

４０組
２５組

2枚
1組

１０組

2枚
1組

２０組

2枚
1組

１５組

2枚
1組
2枚
1組

１５組

2枚
1組

１５組

2枚
1組

２５組

2枚
1組

１５組

2枚
1組

２５組

2枚
1組

１９組

2枚
1組
2枚
1組

１９組

2枚
1組
2枚
1組

７組

５０組

東北楽天
招待券
２４組
1
北海道日本ﾊﾑ
ﾛｯﾃ:6月8日(金)18:00〜,9日(土)14:00〜 西武: 2枚
千葉ロッテ
招待券
１９組
6月10日(日)14:00〜内野自由席いずれか1日(注1 1組
西 武

VS Ｆ Ｃ 東 京

招待券

招待券
１８ VS ジェフユナイテッド
市原・千葉

１９ 『君はどの大学を

選ぶべきか』

国公私立大学・短大受験年鑑

内容案内編 B5版988頁

朝日新聞の最近の記事から「教育・進学」に関するニュー

２０ 『ピックアップ』 スをまとめた一冊。裏話や情報も。B5版ｶﾗｰ65頁

７組
４０名様
３０名様

グッズ

ｻｲｽﾞ:幅68×奥行25×高さ55mm 重量50g ﾓﾉﾗﾙｲﾔﾎﾝ1個
２１ ウォーキ ングラジ オ ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ1本付属｡ﾗｼﾞｵを聞きながらｳｫｰｷﾝｸﾞAM/FMﾗｼﾞｵ

１名様

5.5×14×5cm 携帯電話に充電できる手回し
２２ ダ イ ナ モ ラ イ ト ｻｲｽﾞ:(約)
LEDダイナモライト｡接続ｹｰﾌﾞﾙ､携帯ｺﾈｸﾀ付属 防災用に

１名様

おなじみさわインちゃんのＡ４版クリアファイル
２３ さわインちゃん
クリアファイル
VOL.109-2

１００名様

注1)満員の際はご入場できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
注2)１名様分でよい場合は、明記してください。奇数枚で残る場合もあります。

聞かせて下さい

こりゃ
縁起がいいね！

■今年の 正月︑ 歳の 孫から 年賀
状がきました︒シールが貼ってあっ
て﹁コイ ンでこ すって ネ﹂と 書い
てあるの でこす ってみ ると︑ ﹁大
吉﹂と出 てきま した︒ 想像通 りで
したが ︑やは りいい もの ですね︒
︵今宿のＴさん︶
※その年賀状を選ん
でくれた気持ちが嬉
しいですね︒
■年賀 はが きで 当っ た切 手
で︑懸賞 に応募 したら ︑千円 当り
ました︒ 運が運 を呼ん だって こと
でしょうか︒

︵今宿のＫさん︶
※生まれながらの孝行息子ですね︒

■最近ついてないことが多くて・・
しい て言え ば︑さわ インの クイズ
が４ 回連続 当ってい ること でしょ
うか ？これ って︑縁 起がい いって
立派に言えることですよね！
︵東希望が丘のＫさん︶
※それはとってもすごい事です︒

良 い 町 で す
■ ３年前に北 部第四町 内会から 始
め た︑防犯ジ ャンパーが ︑今︑
町 内会と連合 で皆︑着 ています ︒
小・中の ＰＴＡでも着用！朝日
さんのスタッフもパトロールバ
イクで・・︒スバラシイ町です
ヨネ！
︵今宿のＹさん︶

春 で す ね 〜
■やっと桜の季節になりました︒
ネコはネズミを取るのを忘れ︑
人間は○○のある事を忘れるよ
い春ですね〜〜・・・・︒
︵今宿のＫさん︶
※ ﹁○○﹂の 中身は︑ 想像力を か
き立てられますね！漱石の﹃草枕﹄
読んでみましょうか︒

だまされないで

今月は３件です︒

● あげます！
①ピー ス タ ー 圧 力鍋 ４

じゃ んぷ 第５〜６歳の本とキッ
ズワーク各一年 分とＣＤ７枚 ︒
すて っぷ ４〜５ 歳の本 とキ ッ
ズワーク各一年分とＣＤ６枚
ほっ ぷ ３ 〜４歳 の本一 年分 と
ＶＨＳ５枚とＣＤ１枚
ぽけ っと ２〜３ 歳の本 一年 分

③しまじろうの本

第一 次世界 大戦で ドイツ 機と 戦
う英国 空
軍を扱 っ
た 映画 で︑
複葉機 全
盛︒
︵笹野台のＭさん︶

②ビデオテープ﹁スカイエース﹂

取扱 い説明 書︑料 理マニ ュア ル
書付き ︒余り 使って ません ︒取 り
に来て頂ける方に︒
︵今宿のＩさん︶

５.㍑

震

対

策

として︑ 大阪のお ばあさんが ﹃あ
んたはだ れだんね ん﹄との一 喝が
効果的と か︒実際 に出来るか どう
かは別と して︑良 い見本だと 思い
ました︒
︵今宿のＩさん︶
※銀行での振り込みも高額です
と︑身分証明が必要になってい
ますね︒
ナニワのおばちゃんパワーを見
習って大声出してみましょうか︒
﹁自分のお金を動かすのに︑何
でこんなに面倒なの〜 ﹂

地

■能登半島の地震︑人ごとでは
ないですよね︒﹁備えあれば憂
い なし﹂ もう 一度 非常 袋の点 検
を！
︵笹野台のＮさん︶
※防災グッズを定
期的にプレゼント
に入れてゆきたい
と思います︒

日まで

)

■締切 後１週 間以 内︵今 回は５ 月
４日頃 まで︶ にご 連絡が ない場 合
は︑選 考漏れ とご 解釈く ださい ︒
特別に 連絡は 差し 上げま せん︒ 以
上︑ご 理解い ただ けた方 は︑ご 住
所・氏 名・品 物の 番号と 品物名 ・
連絡可 能時間 ・方 法等を 書いて ︑
当店までお申込し込みください︒

■投稿者さまに︑選んでいただき︑
ご連絡が入ります︒

締切後︑一括で︑お申込者の氏名・
住所・ 電話番 号等 をお知 らせし ま
す︒︵当店の仲介作業はここまで︶

今(回は︑４月

■プレ ゼント 応募 と一緒 で結構 で
す︒受 付期間 もプ レゼン ト応募 期
間に準じます︒

とＶＨＳ６本
年〜 2003
年度版です︒
2006
︵東希望が丘のＡさん︶

あげます・くださいコーナー

作り方

■ 先日ある講 習会での 講義の中 で
未 だに続く振 り込め詐 欺の対策 案

みんなのこえ

11
1人 当り184kcal
塩分1.2g 20分

︵金が谷のＳさん︶

■ 縁｢ 起 ﹂と は ︑物 事 の始 ま りや
縁の 起こり を言いま すが﹁ 縁起が
良い﹂とい われる言い伝えに︑
﹁茶 柱が立 つ﹂とか ﹁初物 を食べ
ると寿命 が 日延び
る﹂﹁朝のクモは吉﹂
﹁末広が り﹂﹁初夢
に一富士 二鷹三茄子
の夢を見 る﹂などあ
ります︒
﹁縁起﹂ や﹁ゲン﹂
かつ ぎで実 行してい ること ありま
すか？

﹁こいつぁ春から縁起がいいわぇ﹂
とい う台詞 は︑歌舞 伎の演 目﹁三
人吉 三廓初 買﹂より ︑お嬢 吉三の
﹁月 も朧に 白魚の・ ・﹂で 始まる
台詞 ︒思わ ぬところ から大 金を手
に し た 盗 人 と同 じ ﹁吉 三 ﹂の
名 をもつ 盗人 ２人が
か らんで︑お話は︑
どんどん複雑に・・・︒
河 竹 黙 阿 弥 原作 の
芝居だそうです︒

こしょう･･･少々
Ａ赤ワイン大さじ２
バルサミコ酢大さ
じ２，しょうゆ大
さじ１

?!

こ んなアレンジも
ア ンディ ーブが ないときは ごぼう
を使って。 ごぼ うは薄 い短 冊切り
に し、サッといため てからうなぎを
加える。
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■正月早 々︑な かなか 見つけ よう
として見 つから なかっ た探し 物が
出てきた 時︒﹁ こいつ ぁ〜﹂ の気
分ですね︒
︵笹野台のＴさん︶
※忘れた 頃に見 つかる んです よ
ね〜︒あるある︒

■厄年に 男の子 を出産 すると 厄が
落ちると ききま した︒ その厄 年に
生まれた のが長 男です ︒生ま れた
当初祖父祖母に﹁縁起者ねぇ〜！﹂
ととても喜ばれました
体験講座は２巡目に入りまし
た︒新しい方もどんどんご参加
ください︒

︻ポーセラーツ︼

︵陶磁器人形︶

①うなぎは一口大に切る。
②アンディーブは幅1.5
〜2cmに切る。
③ボウルにＡを合わせる。
④フライパンにオリーブ油を熱し、う
なぎの 両面をサッと焼いて③を入れ、
アンディー ブを加えてからめ、こしょ
うで味を調える。
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５月のポーセラーツ作品は︑シュ
ガーベ ア かわい らしい くま さ
(
んの男 の子 の
) ㎝プ レート で
す︒今回は絵の具を使います︒

有田ありりん

︻７月︼新聞紙で作る
ブローチ
︻８月︼お料理
︻９月︼ロマンドール
︵紙粘土︶のお人形
などです︒お楽しみに！

０９０- １２５５- ２３９１

☆日時：５月 日 水( )
︻午前の部︼ ９時〜 時
︻午後の部︼
時〜 時
定員は︑午前︑午後とも５名
で先着順とさせて頂きます︒
☆持ち物 エプロン
☆体験費 ２︐０００円
ご都合の悪い方は︑毎月第１︑
第３ 火( ) :〜
:まで︑
体験出来ます︒
※体験は地域の多くの皆さん
に楽しんで頂きたく︑一講座
に付き一回限りとさせて頂き
ます︒

問い合わせ・お申し込み：

◆材料(4人分)
うなぎのかば焼き
(市販品)･･･２串
アンディーブ
（チコリ）･･･１個
オリーブ油･･･
大さじ１

75

(２階になります。
白いらせん階段を上がって下さい。）

16 12

︻これから予定の講座︼

アトリエ亜理

10

︻６月︼ポルセレーヌ

場所：旭区金が谷２-１０-１０

!!

12
00

13

16

16

10
30

教えてあげる
ストッキングの有効利用

木の枝 をと める︒ コード をま とめ
る︒輪 ゴム ・ひも 代わり に使 いま
す︒
︵東希望が丘のＷさん︶

えた所ですね︒

おし えて ！
藍染 のれ ん

笹野台のＴさんからは︑
﹁ 夜遅く まで 開いて いる三 ツ境 周
辺 の飲食 店を 知って いたら 教え て
下さい︒﹂とのことですが︑
居 酒屋で はな く︑食 事中心 の店 と
考 えます とー 時間 営業 のデニ ー
ズ やマク ドナ ルド︵ 三ツ境 駅南 口
出 て厚木 街道 沿い瀬 谷署先 ︶が あ
ります︒

■ 相鉄沿 線で 隠れレ ストラ ンを 知
りたい︒
︵中尾のＭさん︶
※ インタ ーネ ットで も相模 鉄道 の
運 営する ﹁相 鉄Ｓｔ ｙｌｅ ︵ス タ
イ ル︶﹂ とい うサイ トで駅 ごと の
色々な情報が検索できます︒

隠れ家レストラン

︵金が谷のＳさん︶

■ 三ツ境 ︑希 望が丘 あたり で幼 児
に 空手を 教え ている ところ はな い
でしょうか？

空 手 教 室

■ ４〜５ 年前 位の朝 日新聞 ひ と
歯 医者 さん
と き に 手作 りの五 月節句 の藍 染
■私は ダイ エー近 くの相 沢歯 科に
の れんを 孫に 送って 娘に大 変喜 ば
通っていました︒女医さんですが ︑
れ たと書 いて あった 記憶が ある の
説明がとても親切です︒
で すが︑ どな たかご 存知の 方︑ 又
︵金が谷のＡさん︶
作 って染 めて 下さる 方がい らし た
ら お知ら せ下 さい︒ 出来れ ば︑ 孫
この歌知ってる？
の名前を入れてあげたいのですが・・・︒
︵笹野台のＩさん︶
※ インタ ーネ ットシ ョッピ ング で
オ リジナ ルの れんを 作成し てく れ
る店もある様ですよ︒
﹁朝だ 朝だ 〜よ〜 ♪朝日 がの ぼ〜
る♪・ ・﹂ という 歌は︑ ﹁朝 日新
聞の歌？﹂というお便りに
■ＮＨ Ｋの ﹁国民 歌謡﹂ でレ コー
ドは昭 和 年 月ビク ターよ り発
売︒戦 時色 の薄い はずん だ曲 調が
戦勝に 沸く 戦争初 期の気 分に マッ
チして 広く 親しま れヒッ トし たと
のこと ︒歌 詞は３ 番まで あり ます
が︑戦 後は 何箇所 か書き 換え られ
ています︒ ー参考 野: ばら社 の﹁日
本の歌﹂第２集より
︵金が谷のＫさん︶
※今宿 のＣ ・Ｎさ んもお 便り あり
がとう ござ いまし た︒朝 日新 聞の
歌ではありませんでしたね︒
︻戦前の歌詞より︼
朝だ朝だよ 朝陽がのぼる
燃ゆる大空 陽がのぼる
みんな元気で 元気で起てよ
朝はこころを きりりとしめて
あなたもわたしも 君らも僕も
ひとり残らず そら起て朝だ

２) 時 分頃
３) 時 分頃
４) 時 分頃
７) 時過ぎ頃

毎 月プレ ゼント の内
容に 悩みま すが︑ なる
べく 新しい 場所や 内容
の品 をご提 供して ゆき
たいと思います︒
さ て︑春 ですし ︑近
場で どこか に行き たい
けど ︑どこ か良い 場所
はな いです か？と いう
質問も多いので今回は︑

とっておきのお散歩コー
スを教えてください︒
お勧 めの ル ート や時
間 帯︑ 美味 し いお 店屋
さ んに 寄っ た り︑ 子連
れ もＯ Ｋな ど ︒ス トー
リ ー立 てて 教 えて 下さ
る と尚 嬉し い です ︒お
待ちしております︒

とっておきの散歩コース
聞かせて下さい！

希望商品を選んで
いただく所定の用
紙 プレ ゼ ン トカ
(
タログ で
) ご 応募
ください︒お手元
にない方は︑ご連
絡いただければお
届け致します︒ハッ
ピー券のプレゼン
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花見とザリガニ採り
■お花 は︑ つつじ がきれ いな 場所
ですが ︑今 川公園 はどう でし ょう
か︒最 寄駅 は二俣 川です が︑ ロー
ラーす べり 台の近 くで２ 〜３ 年前
ですが糸の先に裂きイカをつけて ︑
ザリガニを捕まえました︒
︵中尾のＡさん︶
※今川公園︵今川町 ２-︶
保 土 ヶ 谷 バ イ パ ス を越

さて︑今月の問題です︒

96

Ｑ ﹁
: ９日の統一地方選
挙の翌日︑店に︵朝日︶
新聞が届いた時間は？﹂

Ａ(
Ｂ(
Ｃ(
Ｄ(

kg

前号クイズの問題文の後の︑
﹃所長がタバコを
やめようと思った動機は？﹄ ﹁エエ感 じ﹂がヒン トでした ︒簡単
すぎでしたか？
正解は︑
Ａ( 何) となく でした︒
飲みす ぎた日の翌 日︑気持 ち悪い
２０５件の回答中︑正解された方は︑ 中で吸っ たタバコで 更に気分 を悪く
１０２名いらっしゃいました︒おめ した所長 さんは︑何 となくま ずいと
でとうございます︒尚︑正解されて
思
い決心しました︒
いても︑締切後に到着した方には︑
ただ今も禁煙を守って余裕の様子︒
ハッピー券は発行いたしておりませ
飴やガム もカ
ん︒ご了承下さい︒
ロリー控 えめ
ハッピー券が５枚集まったら♪ の も の を 選 ん
でいるの で︑
体重も４ 増
で落ち着 いて
﹁デブ止まり﹂
だそうです︒
飴のカ ロリーまで 考えたこ とがな
かった私 も︑袋のカ ロリー表 示を見
てから買おう・・と思ったのでした︒
トの発送は月一回
です︒毎月 日を
締切りとし︑それ
までに届いた分を
日迄にお手元に
届くようにしてお
ります︒お待ち下
さいね︒

10

■台所周りに
○何 枚かに 切っ て台所 の排 水溝の
ゴ ミとり カゴ のカバ ーに ︒捨て
るのが楽だし水切り に便利です︒
○水 道の蛇 口周 りの掃 除に ︒水垢
が取れてピカビカになります︒
■くつ磨きに
○く つの仕 上げ に丸め て使 用︵こ
れ で磨く とピ カビカ にな ります
ヨ！︶
■たまねぎの保存用に
○ス トッキ ング の両足 を切 り︑足
の 部分に １ケ 入れ︑ ２ケ 目の間
を ひもで 結び ます︒ 更に ３ケ〜
５ ケ位同 様に 入れ︑ スト ッキン
グ の切っ た上 部は輪 を作 り下げ
て おきま す︒ 食べる 時は 結んだ
下 をハサ ミで 切って 上の たまね
ぎが落ちない様にします︒ビニー
ル 袋に入 れて おくと 腐る ことが
あ ります が︑ この方 法は 風通し
もよく︑い つ迄も
新鮮に食べ られま
す︒可愛い リボン
で結ぶと台 所の飾
りにもなりますよ︒
■洗顔用に
○我が家では これが
ないと朝の 洗顔は
出来ないようです︒
ウ ェスト のと ころは 伸縮 がある
の でおで こに ぴった り︒ 髪がぬ
れません︒
︵中尾のＡさん・金が谷のＮさん
笹野台のＳさん・今宿のＹさん
東希望が丘のＳさん︶
※色 々な利 用方 法を伝 授あ りがと
うございます︒

パンの針金再利用

ＡＳＡ三ツ境北部が︑地 元

の 商店 や人 物等 を知ってい
ただこうと︑ある事柄を取り上
げ︑毎号１問クイズを出します︒
正解の方にハッピー券を送付し
ます︒ハッピー券５枚と引き換
えに素敵なプレゼントをもれな
く差し上げます︒クイズの解答
は︑⑤のご意見 ご
･ 感想の次に
⑥｢ 答{え と
}｣記入して下さい︒

50

24

12

50 50 50

Ｂ
20

17

締切後の到着はプレゼントと同 ※普段の店着時間は︑１時 分
じく正解していても無効ですの 頃です︒選挙の時は︑紙面製作
でご注意下さい︒一家族一つの や輸送に特別体制をとります︒
日も同じく︑配達時間が遅
れますことをご了承ください︒
回答でお願い致します︒尚︑ハッ

ピー券の再発行は致しませんの

でなくさないで下さいね︒

23

■草 花を支 柱に くくり つけ る︑植

朝 日 新 聞 読 者 専 用 さ わ イン ペ ー ジ

