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さわインちゃん
会場

ケア
プラザ
駐車場

催し物
■模擬店

時

焼きそば・カレーライス・
炊き込みご飯・焼き鳥・
白玉あずき・かき氷・
ジュース・ポップコーン・
綿菓子 ほか

〜

13

パン・クッキー︑
お菓子︑
とうふ

12

■販売

10

交流
ロビー

■体験教室

■健康フェア
〜 時︑

骨密度測定はありません

会場
催し物
■地区センター
利用団体の展示・体験

★さくら書の会
﹁書作体験﹂

☆洋裁倶楽部

中小会議室

☆グループリーフ
☆土筆の会 ☆まつのき会
☆アトリエ今宿
☆布あそび ☆さくら句会
☆フラワーアレンジメント
サークルらん

■地区センター
利用団体の展示・体験

★エンジョイキルト
﹁
ペットボトルのふたで
ピンクッション作り﹂
★グラスアートかがやき
﹁
ミラーキーホルダーとオー
ナメント﹂☆あみあみ教室

−

http://sawa-info.net/

プレゼント応募や、イベント情報等々多数更新中！

■ 未就 学児 のミ ニ縁日

ホームページ「さわやかマイタウン」も見てネ！

たこ 焼き ・ヨ ーヨ ー・
輪投げ・お菓子つり

希望ケ丘駅

多目
的室

15

２ 階 （地区センター）
和室 工芸室
娯楽コーナー
■ お茶 席体 験コ ーナー
★ほたるの会

至二俣川

・紙芝居 ・マジック

交番
横浜銀行

その他

プレイ
ルーム

■お楽しみ企画

美容 院

■地区センター
利用団体の展示

相鉄ローゼン

13 12 12 11 11 11
40 40 00 40 20 00

ケアプラザ
■地区センター
利用団体の発表

■
鳥正

14
00

階

本日２日目。本日まで。
皆さんでお越しください！
８月19日(日)10時〜15時
︻図書コーナー︼
☆ファンタジー ☆峯の会
︻工芸室前廊下︼
☆さくら書の会
︻中会議室前廊下︼
☆小柿会

【住所】中希望が丘101−21
【TEL/FAX】
３６４-３２７７
【定休日】日曜、休・祝日
(夏休み ８/10〜16)
【ホームページアドレス】
http://www.we21japan.org

１
地区センター
体育室

: オキカフラサークル
: ＳｔｅｐＴｗｉｒｌｅｒｓ
: 太極拳 黄河の会
: あさがお連
: 旭 Ｒｉｓｉｇ Ｓｕｎ
: 今宿合同
ボイストレーニング
ラ・ヴィオレッタ
フリューゲル
: 旭音っ鼓

精肉店 ＷＥショップ旭

ＷＥ21ジャパン・旭の店

■地区センター
利用団体の展示・体験

キボ･カフェ 伊藤

特定非営利活動法人

２ 階
地区センター
フリースペース
☆新婦人めーぷる
☆新婦人リフォームくん
☆今宿絵手紙友の会
☆ローズガーデン
☆アトリエ﹁
ローズ﹂
☆なにはづ
★今宿写経の会
﹁写経ミニ体験﹂

11

11

※ 内容・時間などは変更になる場合もございます︒ご了承ください︒
問< 合せ先 今> 宿地域ケアプラザ地域交流 ３９２ ０３０９

11

毎月 日
東日本大震災復興応援Ｄａｙ

お買い物に来てください！
毎月 日売り上げを左記プロジェ
クトに寄付します︒︵次回９／ ︶
１．オーガニックコットン
プロジェクト
︵ＮＰＯ法人 ザ・
ピープル
／福島県いわき市︶
野菜の植え付けができない畑や
耕作放棄された土地でオーガニッ
クコットンの栽培をします︒
大勢の手で育てて︑来年は製品に︒
２．つぼみ保育所事業
︵ＮＰＯ法人 国際ボランティア
センター山形／宮城県気仙沼市︶
被災 地で の生活 を支 える ため に
は︑小さな子供がいるお母さ んも
働く必要があります︒
お母 さん を支え るた めの 保育 所
運営 費を支援します︒︵子供 たち
の人 生の つぼみ の時 期に 関わ る
ので﹁つぼみ﹂と命名︶

☆ Ｗ Ｅシ ョ ッ プ旭 からお知らせ ☆

◆さ しあ げま す◆

（先着順）
プレゼント応募と一緒にお書き下さい

ど
応 募 んど ん
して
ね！

①「ドラえもんスクラップブック」
朝日新聞に毎日掲載の「しつもん！
ドラえもん」を切り取って貼ってね｡
(朝日新聞購読の方のみ)

②「天声人語ワークブック」
文章が苦手な人も楽しく書けるように
なる（高校生向け）
※「天声人語書き写しノート」630円で販売中!

チケットは基本２枚1組です。
＜前号のプレゼント応募倍率＞
応募総数は533通(当選数/応募数)
１位:LEDﾗﾝﾀﾝ(3/57)19倍
２位:書籍(横浜ｾｯﾄ）(1/12)12倍
３位:東急系映画ﾁｹｯﾄ（10/108）11倍

１５

･美術

１７

１６

べイスターズ
VS

ヤクルト

9/11 (火) , 12 (水) , 13 (木)

べイスターズ
VS

中
広

各18時〜

日 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2
9/21(金)18時 ~,22 (土)14時~,23(日)13時~

べイスターズ
VS

9/4 (火) , 5 (水) , 6 (木) 各18時〜,
横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

島 横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ 内野自由席 いずれか1日(注2

１

東急 系映画 館
共通 鑑賞券

８〜9月末迄有効券｡109ｼﾈﾏｽﾞMM横浜,ムービル
等、東急系映画館で1名様1作品に限り有効。

１０組 １８ 横浜Ｆ･マリノス V S 9/15(土)19時ｷｯｸｵﾌ 日産スタジアム

２

新橋演舞場
応募ハガキ

10/３〜24｡『錦秋十月大歌舞伎』３階席応募
申込ハガキ｡出演:尾上松緑，市川染五郎他 (注1

１５組 １９

３

10/8〜10/12迄。ミュージカル『ジェーン・エア』
日生劇場
応募ハガキ ご招待申込ハガキ｡出演:松たか子他 (注1

〜9/30迄｡ｻﾝｼｬ ｲﾝｼﾃｨ･ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏ ｰﾄ内(池袋)
ナムコ・
ナンジャタウン 入場無料+お好きなアトラクション1つ体験

７

〜9/30迄｡箱根湯本駅より無料送迎バス有り
箱 根
ひめしゃらの湯 平日券。敷地内にある2本の自家源泉を使用。

８

江の島セット

９

〜9/30迄｡ 新横浜駅歩5分｡滑走券(貸靴代別)
新 横浜
スケートセンター お休みもあるのでHP又はお電話で確認を。

〜9/28迄。片瀬江ノ島駅徒歩20分 平日のみ
江の島エスカー,ｻﾑｴﾙ･ ｺｯｷﾝｸﾞ 苑,展望灯台利用券

１２組
１７組
８組

浦和レッズ Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ1〔第25節〕自由席 (注2

１５組 ２０

横浜ＦＣ

VS

栃 木Ｓ Ｃ

世界遺産
ビデオセット
２０組 ２４ レスキュー
シート
１０組 ２３

9/2(日)18時ｷｯｸｵﾌ ﾆｯﾊﾟﾂ三ッ沢球技場(注2
Ｊﾘｰｸﾞﾃﾞｨﾋﾞｼﾞ ｮﾝ2〔第32節〕自由席 至急

朝日クッキング
A5判17頁､毎月発行の小冊子
サークル 9月号「コウケンテツのごはん」

八景島駅徒歩｡アクアリゾーツ(水族
４ 八景島シーパラダイス 〜9/30迄｡
５組 ２１ 神 奈 川 セ ッ ト
館３施設)パス｡大人､子供１枚ずつのセットで
。
親子セット
〜9/30迄 ｡ 多摩センター駅徒歩5分。サンリオ
サンリオ
５
１０組 ２２ Ａ Ｋ Ｂ4 8 新聞
ピューロランド ハートフル パレード ビリーヴ大好評上演中!

６

１２組

５組
３０名

『かながわシネマ風土記』『かながわの地酒』
『かながわレールの旅』の３冊セット (注3

１名

日刊スポーツ新聞社｡毎月第3金曜発行｡
７月号オールカラー32面 (注3

４名

日本通信教育連盟。ユネスコ世界遺産ビデオ
10巻と鑑賞ガイド本。木箱付き (注3

１名

ｻｲｽﾞ:213×137㎝。素材:アルミ蒸着PET
風や雨をしのぐので1枚あると安心｡２枚ｾｯﾄで

１５名

１０組
１０組

１０ 横浜マリンタワー

〜9/30迄｡元町･中華街駅徒歩１分。お食事注文
の方 １ 階「THE BUND｣にてスイ ーツ１品サービス

１０組

１１ 国立科学博物館

〜10/8迄｡上野駅歩5分｡特別展『元素のふしぎ』
「科学の遊園地」のような展覧会

５組

１２ ブリヂストン
美 術 館

〜9/28迄。東京駅徒歩5分｡印象派と象徴派の
あいだで 『ドビュッシー、音楽と美術』

プレゼントは

１０組

１３ 箱根 ガラ ス の森 〜11/25迄｡仙石原(箱根湯本駅バス25分)
１５組
『煌めくヴェネチアンビーズ展』アドリア海の雫
横浜髙島屋
9/5〜9/10迄。会期にご注意！横浜髙島屋８階。
１４
５０組
ギ ャラ リー 『ヨコハマ･かながわ 昭和の記憶展』写真展
（注1）プレゼントに当選されますと、観 劇応募用の往復ハガキが届きます 。ハガキに記載さ
れ た希望日に○ 印をつけ、郵送 しますと、 抽選結果(当落)が記さ れた返信ハ ガキが届
くことになります。お間違いの無い様ご応募下さい。
（注２）満員の際はご入場できない場合があります。お早めにご来場下さい。
（注３）経年の傷みや汚れがあります事をご了承ください。

終了しています

旭ふれあいコール

電話

月・水・木曜日（月4週）祝祭日・年末年始を除く
私達は次のような活動をしています。

☆9:30〜12:00
（1）お元気ですかコール

特集：

古新聞活用法
（2）ふれあいコール

※研修を受けたリスナーが守秘義務をもってお聴
きします。
なお、この活動に興味をもち、リスナーとして
活動したいとお考えの方は、上記の電話番号ま
でご連絡ください。現場の見学や研修会も予定
しております。

上記活動は、旭区のホームページに掲載されています。
（旭区 > 各課業務案内 > 高齢障害支援課 ）
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杯程入れる︶ ⑤とけた砂糖の水分がな
くなったらあら熱をさまし︑ザルにキッ
チンペーパーを敷き︑その上に並べる︒
⑥天 気の良い 日なら半日 程干し︑ 裏が
えし てもう半 日︒まだべ とつくよ うな
ら翌日半日干し︑夕方冷めたらグラニ
ュー糖をまぶす︒
■ゴーヤチップス
①種 と白い部 分を取り除 き︑塩を して
５分 位おく ②水気をふ きとり薄 くス
ライ スする ③塩︑コシ ョウ︑小 麦粉
をまぶす︵ビニール袋を使っても良い︶
④ま ぶしたら すぐ︑少し ずつ︑ふ ちが
こんがりする位まで油で揚げる︒
※カレー粉や青のりをまぶしても美味

おしえて！

涼める場所

■ど こへ行っ ても暑い時 期なので おす
すめの涼める場所の情報がほしいです︒
ちな みに私は 四季の森の 木陰で涼 むの
が好きです︒
︵中沢のＫさん︶

あげます！

① すず虫

今年もすず虫が孵化しました︒か わ
いがって頂ける方︑雄雌で 匹ず つ
人程に差し上げます︒養育箱を 用
意して下さい︒
︵東希望が丘のＨさん︶

20

９月休刊日 ９
: 月 日 月( )
次号発行日 ９
: 月 日 日( )
毎(月第３日曜の発行

ご応募掲載期間は１カ月です︒当 店
からお申し出者さまにお知らせし︵ 当
店の仲介はここまで︶お申し出者さ ま
から︑ご連絡とお引渡しとなります ︒
ご連絡がない場合は︑選考漏れとご 解
釈ください︒

ピンクのうさぎの形をしたデザイ ン
のものです︒ちょっと汚れていま す
が︑工夫してカバーをつけていた だ
ければ︑まだまだ使えます︒
ご自宅までお届けします︒
︵中沢のＴさん︶

④小学生用チャイルドシート

１００㎝まで対応︒ブルー︒
車に取り付けるシート︒どちらも ま
だ綺麗です︒取りに来て下さる方に︒
︵東希望が丘のＫさん︶

③チャイルドシート

乳児用シート︒茶色︒パッド付き

② ベビーシート

10

プ︑ 梅干し︑し ょうがの 甘酢漬け など
をつ くることか と思いま す︒冷や し中
華に しょうが︑ お弁当に 梅干しや ゆか
り︑ 梅シロップ の炭酸割 りで休憩 ⁝案
外効果があるように思います︒
︵中尾のＯさん︶
■ゴ ーヤジュー ス：ゴー ヤとハチ ミツ
︵好みで︶で元気が出ます︒
︵金が谷のＴさん︶
※バナナと合わせミキサーにかけても
飲みやすくなるようです︒又︑緑のカー
テンで出来たゴーヤが余ったらこんな
食べ方はいかがでしょう︒
■ゴーヤのピール︵砂糖漬け︶
①横 半分に切り ︑スプー ンで種を 取り
除く︒ ②斜 めでもまっすぐでも良いか
ら５ ㎜幅に切っ て鍋に水 から入れ ︑沸
騰したら 分程ゆでる︒ ③水を替えな
がら ３回︵苦み の好きな 人は２回 でも
良い︶繰り返しザルにあけ︑水を絞る︒
︵押 し蓋のある 一夜漬器 を使って も良
い︶ ④その 時点で目方を測り︑半分の
量の 砂糖と一緒 に鍋に入 れて煮ま す︒
︵水 分が足りな かったら 酢を大さ じ一

30 20 18

10

れる 方は帽子 ・日傘 ︑飲物は 必須で す
︵中沢のＮさん︶
■ 鉄道模型 館ができ ました ︒そこの 入 よ︒
※９ ／ ま での会期 中︵月 曜休館︶ ︑
場券はないでしょうか︒
︵笹野台のＩさん︶ ８月 日ま では通常 ９時半〜 時ま で
のと ころ︑ 時半ま で開館 延長︑毎 週
※原 鉄 道 模 型 博 物 館
原信太郎 氏が製作 ・所蔵 する膨大 な 金曜 日は︑ 時まで 延長し ています の
鉄 道模型が 展示され ており ︑﹁本物 の で 入
( 室は 分前ま で ︑)夕 方からが 狙
技 術 ﹂で 忠実 に 再現 さ れた 迫力 の 走 い目 と思いま す︒公 式ウエブ サイト ︑
り が 見ら れま す︒ １ ／ の 鉄道 模 型 トッ プに﹁た だいま の待ち時 間﹂と 過
が ︑ 巨大 なジ オ ラマ の 中を パン タ グ 去の混雑状況が掲載されています︒
一 般１６０ ０円︑ 学生１３ ００円 ︑
ラ フ を通 して 動 き︑ 本 物と 同じ サ ウ
ン ド を聞 くこ と がで き ます ︒チ ケ ッ 高校 生８００ 円︑ 歳以上 ９００円 ︑
ト の提供 に関しま しては ︑未定 です︒ 中学生以下は無料です︒
住 所 西: 区高 島一 丁 目１ 番２ 号 横 浜
三 井 ビル ディ ン グ２ 階 ︵横 浜駅 東 口
■二俣川試験場ウラのイタリア
ポ ル タ右 手奥 ︑ 回転 ず し店 近く の 階
ン料理店﹃ピッコロマディア﹄
段を上がり︑橋を渡ってすぐのビル︶
開館時間 :〜 時︵最終入館 時半︶ に行って来ました︒ボリューム
たっぷりで︑おいしかったです︒
休館日 火:曜日 今(年８月は無休 )
ランチも有名だとか︒︵中尾のＳさん︶
入館料 大:人 １０００円︑中学 高･校生
７００円︑小人︵４歳以上︶５００円
※ラ ンチコー スは︑ 前菜︑ス ープ︑ パ
スタ ︑飲物付 きで１ ４００円 ︒プラ ス
■ 先月号で 頂いた招 待券︑ 東京都美 術 千円 で肉や魚 料理︑ プラス３ ００円 で
デザートが食せます︒火曜ランチのみ︑
館 のマウリ ッツハイ ス美術 館展に早 速
水曜定休︵８／ 〜９／５ 夏休み︶
行 ってきま した︒フ ェルメ ールはも ち ※中 沢２ ９ ２︵ニ ュータ ウン第２ バ
- ろ ん︑レン ブラント など名 作ぞろい で ス停そば︶駐車２台まで︒
大満足です︒しかし︑大人気で大混雑︒
℡ ０:５０ ３-４８４ ７-１９３
予約された方がよろしいでしょう︒
当店ホームページの﹁おすすめショッ
プ情報﹂でもご紹介しています︒

みんなのこえ

こ の暑さの 中で入場 待ちが 分︒フ ェ
ル メールの 絵を最前 列で見 るためま た
行 列︒体力 勝負でし た︒こ れから行 か
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教えてあげる

まつや 緊急信号と しても使え ます︒ま
た︑体に巻いてその上から服を着たり︑
床に敷 いて上に寝 れば防寒対 策にもな
暑さを乗り切る料理
ります ︒さらに︑ 水洗ではな い︑いわ
ゆる﹁ ポットン便 所﹂タイプ の非常用 ■さ っぱりした ものなら ﹁シラス ﹂と
トイレ では︑トイ レットペー パーの代 ﹁大 葉﹂を買っ てきて︑ ﹁大葉﹂ をみ
じん 切りにして ﹁シラス ﹂と混ぜ てゴ
わりになりますね︒
読み 終えた新聞 紙はごみで はありま ハン にかけて食 べます︒ ﹁シラス ﹂の
せん︒ いざという ときに本当 に役立ち 塩分 で︑しょう ゆをかけ なくても いい
ます︒ 最低でも１ ヶ月分ぐら いは各家 と思 いますが︑ 足りなか ったらち ょっ
庭で保存しておきましょう！
とかけてください︒︵笹野台のＴさん︶
※次回の特集ですが﹁夏の思い出﹂ ■何 かとカレー 粉︵Ｓ＆ Ｂの缶入 り︶
はいか がでしょう ︒今年の夏 経験した を使 います︒サ バも通常 はみそ煮 とか
こと︑緑のカーテンで涼しく過ごした︑ 塩焼 きする所は ︑小麦粉 にカレー 粉と
昔は蚊 帳を吊って いた︑テレ ビのオリ 味塩 少々で︑ま ぶして︑ フライパ ンで
ンピッ ク観戦で寝 不足になっ た等々︑ 焼き ます︒子供 は小さい 頃からよ く食
自由に お書きくだ さい︒お待 ちしてい べて くれました ︒今は孫 達の大好 きな
ます︒
料理 との事です ︒あっさ りしたも のば
から に︑ついな りがちで すが︑暑 い時
こそ ︑しっかり 栄養を取 りたいも ので
︵中尾のＫさん︶
■ 丸子茅ヶ 崎線︵ 中原街道 ︶下川 井の すね︒
三 嶋神社︵ 下川井 町３３４ ︶前に 野菜 ■暑さを乗り切るには︑６月に梅シロッ
の販売ボックスがあり︑重宝している︒
今 美味なの が採り たてのト ウモロ コシ
︵ １本１０ ０円︶ ︒柔らか で甘味 があ
り 置いてあ る日は 必ず買っ てくる ︒又
都 岡幼稚園 裏の畑 で直販し ている トマ
ト ︑キュウ リ︑ナ ス等毎朝 ウォー キン
グ 途中に立 ち寄っ て新鮮夏 野菜を いた
だ き自家 製のゴ ーヤと共 に毎日 の食
卓 を にぎ わ して い る ︒近 隣 に畑 地
や 市 民の 森 が多 く ︑ 散策 に 適し た
環境がありがたい︒
︵今宿のＦさん︶
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◎誰かと話がしたい、なんとなく不安で、ひとり
ぼっちで寂しい、悩みを聴いてほしい（介護、
看病、子育てなど）･･･こんな時お電話をください。
じっくりとお聴きします。

!!

◎月2回定期的にこちらから電話をおかけする
サービスです（無料）。
電話で楽しくお話しています。
◎希望者は上記の電話番号までお申し込みください。

■三角コーナーに溜まった生ゴミを軽
く水気を切り︑古新聞紙にくるんでか
ら棄てています︒新聞紙２︑３枚くら
いがベスト！生ゴミ用ごみ箱の臭いが
劇的に減りました︒今の季節絶対お勧
めです︒
︵今宿のＫさん︶他
■押し入れの 除湿に活用 しています ︒
古新聞を数枚 重ねて丸め ︑押し入れ の
隙間に入れています︒以前は 除湿剤を
使っていたの ですが︑古 新聞で代用 出
来︑経済的です︒
︵今宿のＫさん︶
■ ①白 菜など 野菜 を包ん で保 存︒②
天 ぷらを 揚げる 時︑揚 がった 天ぷら
を 新聞紙 の上に キッチ ンペー パーを
敷いてその上で油を切る︒
︵今宿のＴさん︶
■ １／８ に切っ て台所 に常備 してお
く ︒フラ イパン や鍋︑ 皿の油 よごれ
を ふく︒ 台所の 床にと んだ汚 れも︑
こ の新聞 でふい てから 雑巾を 使う︒
揚 げ物を したと き︑温 めかえ したと
き ︑新聞 紙でく るんで 余計な 油を吸
い とる︒ 流しガ スレン ジのよ ごれも
こ の新聞 でふき とるよ うに習 慣づけ
る︒
︵笹野台のＫさん︶
※７／ 付 神奈川新聞の 記事︵一部 抜
粋︶をご紹介します︒
■新聞紙は﹃かみ様﹄
非常時やサ バイバル状 況下では新 聞
紙は実に役立つ素材になってくれます︒
例えば︑新 聞紙をロー ル状に固く 巻
き︑針金で留 め﹁新聞紙 のまき﹂に す
れば︑驚くほ ど火力が強 く︑長く燃 え
る燃料になり ます︒この 新聞紙のま き
は︑片方を燃 やして︑風 にも強いた い

■ ウ ルト ラ マン が 好 きな 男 の子 に
オ ス スメ な のが ︑ ラ ゾー ナ 川崎 内
に あ るウ ル トラ マ ン ベー ス です ︒
遊 具 の他 に 至近 距 離 でミ ニ ウル ト
ラ マ ンシ ョ ーを 見 た り︑ ウ ルト ラ
マンと一緒に体操したりできます︒
︵中尾のＮさん︶
※ ナムコワ ンダー パーク ヒーロ ーズ
ベ ースは︑ ラゾー ナ川崎︵ ＪＲ川 崎駅
西口直結︶プラザ４階にあります︒
その中の ウルト ラマンベ ースは ︑ウ
ル トラ隊員 養成の 訓練基地 という 設定
のお子様を対象としたキッズアスレチッ
ク です︒料 金は︑ 保護者︵ 歳以 上︶
３ ００円︑ こども ︵２歳以 上１４ ０㎝
以 下︶ 分まで５ ００円︑ 以降 分ご
とに２００円です︒
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070‑6984‑1200

■読み終わった新聞は︑実用︵ハウツー︶・
教養・趣味等の記事を切り取りスクラッ
プ・ブックに︒ ︵東希望が丘のＭさん︶
※お子様には﹁しつもん！ドラえもん﹂
のスクラップが楽しいです︒
■保育 士をしてい ます︒そこ で︑子ど
も達に 人気の遊び を紹介しま す︒準備
するも のは︑﹁新聞 紙﹂のみ この新
聞紙を とにかく細か く破くだけ ･･･
︒雪
のよう に降らせる のも良し︑ 布団のよ
うに体 に掛けるの も良し︑雨 天時はも
ちろん 猛暑で外遊 びが出来な い日にお
すすめです︒ただし︑部屋中が新聞
紙だらけになるのは︑目をつぶりま
しょう ･･･
︒ ︵今宿のＫさん︶他
※笹野台のＭさんは︑﹃丸めてボー
ルにして遊んだり︑かぶと
や剣を折ってあげるのにも
ぴったり︒﹄
今宿町のＳさんは︑お子
さんのために丸めた新聞紙を何十本
も使って秘密基地を作ったそうです︒
■猫ボランティアの人に１㎝幅にち
ぎって差し上げています︒保護猫の
トイレなどに使うそうです︒ちぎる
のは大変 ですが︑今のところ 喜んで
もらっ ているよう で３ヶ月に 一度位届
けています︒
︵中尾のＩさん︶
■﹁窓 ふきの仕上 げ﹂に使い ます︒古
新聞紙 を濡らして 拭いてもよ いのです
が︑乾 いたままの 古新聞紙を まるめて
柔らか くし︑洗剤 などで洗っ たガラス
面をふ き取ります ︒布のよう に繊維の
ゴミが つかず︑又 インクでコ ーティン
グされるためか︑ピカピカになります︒
︵笹野台のＳさん︶他
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