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和菓子・洋菓子・チョコレート・漬物
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先月のアンケートテーマ「あなたの好きなお茶うけ」

・中村保）。みたらし団子 コーヒーは 毎 日 飲みます も大好きです（小中台・小田 らさらと食べるのがおいし ・小池みどり）。日本茶には
（みつわ台・みつわっこ）。 が、一緒に食べたいのは洋 由博）。
いです。長いもわさび味を 桜もちなどの和菓子。時間
豆大福（高洲・平木文司） 菓子ですね。チョコレート ◎焼き菓子
３切れで〆にします（高洲・ 的に小腹がすいた時のティ
４月号のアンケートは「みなさんはお茶やコーヒーを飲みながらお茶うけに何を召
（西都賀・中里節子）。無 系のケーキだったら最高で マドレーヌやフィナンシェ 萩原貴美子）。なんたって、 ータイムなので紅茶に小さ
し上がりますか？定番から珍しい逸品まで、ティータイムにおすすめの食べ物を教え
糖コーヒーと大福（花見川・ す 煎餅も好きなので食べ など焼き菓子が多いです 我が家の糠漬けに優るもの めのパンケーキ、ポテトも
てください」でした。参加しやすいテーマだったのか、いつもよりたくさんの方から
長谷恵喜）。甘い物。特に るなら緑茶がいいですね （松波・熊倉絵里佳）。私 はなし（打瀬・森本忠）。 の。最近のお気に入りはホ
お葉書やメールをいただきました。ありがとうございました。やはり和菓子が人気の
あんこが大好きです（花見 （南花園・室井千寿）。夫 は甘い物をティータイムに 自分で漬けた（ヌカミソ漬 ット・ビスケット（冷凍）と
ようです。
川・山下盛雄）。お茶うけ の実家は宮城県なので、お 食べる事が好きなのです け）キュウリ、ナス、大根、 いうＫＦＣのビスキュイの
カブが最高です。美味しい ような物。あたためてハチ
にいつも頂いてるのは「柏 茶うけは漬物です。びっく
が、
その中でも特に
『焼き菓
日本茶に漬物。本当に心が ミツやメープルシロップで
屋のまんじゅう」か成田の りしました。私は千葉県で 子』が大大大好きです
（打
お茶うけはせんべいとチョ 村加津）。定番「大福」
◎お煎餅など
「黒まんじゅう」です。やは 生まれ育ったので甘いお菓 パウンドケーキやマドレー ほっこりします（小仲台・池 いただきます（小仲台・田渕
私の好きなお茶うけは「ば コレートです（天台・山本富 瀬・播摩公一）。お茶うけ
りお茶には和菓子が合いま 子。特にいちごのショート ヌ、フィナンシェなどなど、 田陽菜子）。タクアン、チー 良子）。日本茶の時はずんだ
かうけ」です（南花園・金田 子）。①せんべい②チョコレ は何と言っても甘い物。最
すね（六方・泉谷正誼）。好 ケーキは大好きです。お茶 お茶や紅茶、コーヒー全て ズ、にんにく（高洲・竹内忠 餅。コーヒー、紅茶の時はア
哲晴）（ちはら台・塩谷千 ート（朝日ヶ丘・舘野勝敏）。 中か茶まんじゅうかよもぎ
きなお茶うけはカステラと うけにぴったり（みつわ台・ に合うのでおススメです 雄）。干し梅干。チーズ類 ップルパイ（みつわ台・黒沢
壽子）。かき餅（幕張・志村 せんべいをパリパリ。発散 まんじゅう。だから太る
チーズ、カマンベー 博子）。和菓子が大好きで
どら焼きです。文明堂です。 みつわプリン）。バナナケー （幸町・大浦穂乃香）。子 （
（幕張西・小杉京子）。
豊）。以前はカステラを食べ と快感。お茶党です（東千葉 （笑）
ル、チータラなど）
（小中台 す。でもチョコレート（アー
舟和の芋ようかんも好きな キ・チーズケーキ（高浜・竹
どもと一緒に作ったパウン
ながら、お茶かコーヒーを ・会沢福子）。コーヒーには 大 の 甘 い 物 大 好 き な 主
物の一つ（幸町・古川喜久）。 内ひろ子）。外出先ではイチ ドケーキ。
で初め ・小坂藍子）。お茶うけは モンド、ナッツの入った物）
飲んでいました。とても美 せんべい、スナックなど。緑 婦。毎日のデザートはかか
和菓子（これに勝る物はな ゴショートケーキ モンブ てお菓子作りに参加しまし 菓子ではなく梅干を頂きま も好きです。くいしんぼう
味しかったです。今はハッ 茶には竹の子や芋の煮物な せません。今はアイスクリ
ラン。家庭では毎食後に一 た。それ以来ホットケーキ す（高洲・吉沢徳成）。お茶： なので。でもこの頃は年令
い ですね ） 大 好 き
ピーターン（煎餅）を食べな どがよい（若松台・塩入まち ームにはまってますが、お
（花見川・浅井和恵）。和 杯ドライフルーツかカステ の半分を使って子どもとお 梅干、コーヒー：カステラ もあって高血圧だったりす
がら飲むと味がとろけて美 子）。お茶にはおせんべい、 茶うけだと大福が 番か
菓子です。コーヒー、もちろ ラ（稲毛海岸・長堀幸子）。 菓子作りを楽しんでいます （四街道・伊丹富美子）。 るので少し控えめにしてい
味しいです（みつわ台・吉川 コーヒーにはクッキー（宮 な。でもケーキもチョコも
んお茶にも合いますのでは ケーキ、クッキー、チョコレ
朝起きたら必ず梅干でお茶 ます（高洲・砂田和子）。団
（高洲・藤本広樹）。
洋）（瑞穂・畑野淳子）。 野木・吉岡保廣）。定番：煎 ナッツも捨てがたい（打瀬
まってます（高洲・石田やす ートなどの洋菓子です（神 ◎チョコレート
を飲みます（梅干は 日の 子や駄菓子、ケーキなどで
お煎餅。お茶でもコーヒー 餅。逸品・和三盆（真砂・内 ・田原純子）。羊羹（宮野
子）。カステラ（花見川・瑞 明・加藤美代子）。①クッ チョコレートです。種類も 難逃れ）と聞き、ずっと続け す。珍しいものだと、沖縄名
木・田中和紘）（高洲・富
でも日本人の味覚にマッチ 山草一）。
山文政）。つぶあんがたっ キー②ビスケット③ドーナ たくさんあるので飽きませ ています（高洲・大井久子）。 物ミミガーをお茶と一緒に
塚登）（松波・前山敏雄）。
するから（真砂・八木稔）。 ◎和菓子
ぷり入った高級どら焼きに ツ（高洲・宇都宮亮）。レ ん（松波・橋本恵梨香）。 お茶うけはお漬物（キュウ 楽しむのも好きです（小中
時間がある時はリンゴを焼 既に閉店していますが、か 栗マンとかせんべい類（朝
普通の番茶で頂く時間は至 ーズンウイッチが好きで余 麦チョコとかアーモンド小 リ、なす）コーヒーには柿ピ 台・匿名）。
いて食べています。子供が つて市川市で営業していた 日ヶ丘・石原清）。おやつ
福です（南花園・匿名）。や 裕のある時は買って食べま 魚です（花見川・儀藤晴夫）。 ーが合うと思います。美味 ◎その他
小さい頃はパイを焼いたり 老舗和菓子『島村』の「桃の は普段取らないが月 回
っぱり今川焼でしょ（真砂・ す（あやめ台・一森万亀美）。
しい和菓子に濃い抹茶も
黒糖と肉味噌です（カステ
ロイズのポテトチップチョ
していましたが…（東千葉 ようかん」と「継橋」です くらい甘いのとみたらし
藤代拓冶）。甘い物大好き。 コーヒーに東京大丸で販売 コレートがブラックコーヒ （あやめ台・本間京子）。 ラや玉子入りのおやき）
（千
・伊藤恵子）。「栗煎餅」 （千城台北・小室茂雄）。ド 団子とせんべい。和菓子が
しょっぱい物も大好きなの されている“ニューヨーク ーにぴったり 厚めのポテ ◎和菓子も洋菓子も 城台東・渡弘子）。沢山食べ
です。口に合って美味です ラヤキ又はもなか（検見川・ 好き。孫たちはイチゴ大福
で何でもいいのですが、和 キャラメルサンド”が絶品 トチップスの片面にロイズ 和菓子・洋菓子と何でも好 たいものあります。でも健
（浜野・柳澤範光）。せんべ 湯浅好子）。甘納豆（小仲台 が大好き（高洲・鈴木米
菓子があればハッピーで の組み合わせです（花園・齋 のチョコレートがコーティ きですが、 で観た「ホッ 康診断で悪い数値が出てし
い、スナック菓子、生菓子、 ・古野恵美子）。お茶にもコ 子）。お菓子なら何でもＯ
す。あんこは自分でも煮る 藤やす子）。昔（実家）は必 ングされて、気を付けない トケーキ
」で作るお まい、今は悲しいかな食べ
チーズなど（朝日ヶ丘・横須 ーヒーにも合うカステラを Ｋですが、お茶にピッタリ
ほど大好きです（高洲・匿 ず漬物、今ケーキ（真砂・工
菓子にハマっています。先 る習慣がないです。お茶、コ
袋があっという間にカ
と
賀和男）。せんべいが必須で 食べます（花見川・辻弘美）。 なのは、みたらし団子で決
名）。ピーナツ、つぶあんの 藤正生）。ヨックモックの ラッポに
（小中台町・ 日玉子焼き器で芯にバナナ ーヒーはたくさん飲んでい
す（検見川・荒木昭治）。 （東千葉・高木一也）。みた まりでしょう （花見川・
大福餅（小仲台・富永政美）。 クッキーです（真砂・垣谷二 小田昭子）。ナッツ、チョコ を入れたバームクーヘンを ます（千城台・佐藤礼子）。
「おせんべい」しょうゆ味。 らし団子。甘じょっぱい感 斎藤俊江）。大福（豆大福、
ドラヤキ（高洲・菰田和也）。 三子）。ケーキ・生菓子（さ
作り写メで子供、友人に送 私はお茶うけより茶葉の味
レート、
和菓子など
（朝日ヶ
ぜったいかた焼き（幕張・田 じがお茶とよくマッチしま 草もち、粒あん）やしょう
大の甘党なので甘い物は何 つきが丘・阿部喜代子）。
ったら好評でした。簡単で を楽しみたい方です（小仲
丘・福田幹子）。
（黒 ゆせんべいなど。今食べた
中悦子）。歌舞伎揚げ（小 す （花園・望月彩花）
でも。例えばカステラ、おま コーヒーでしたら六花亭の ◎漬物
美味しいので色々作ってい 台・服部朋子）。コーヒーを
砂・菅田絢香）（打瀬・松原 いのは茨城県の「水戸の
倉・峰岸仁）。
んじゅう、羊羹等（小仲台 バターレーズン、日本茶で 祖母が宮城の出身でした。 ます（千草台・西川みゆき）。 飲みながらチーズを食べる
「羊 梅」です（鎌取・松本礼子）。
おせんべいが大好きで、緑 有希）。「よもぎ大福」
・山内富士子）。黒糖かりん したら大福餅、みたらし団 お茶の時間はいつも祖母が 和菓子、洋菓子なんでもこ （ブラックコーヒーとチー
茶と共に「かた焼き」を食べ かん」（西小中台・松浦隆）。 あんこ系の甘い物が好き
とう・チーズアーモンド（あ 子（幕張西・小島實紀子）。 緑茶を入れて、かりんとう いです（高洲・一ノ瀬明訓）。 ズ単品）（花園・藤本信博）。
ます（小仲台・匿名）。私の ダンゴか大福（瑞穂・勝目久 です。赤福とかもみじまん
カステラ（小 などの甘いものと、ぬか漬 コーヒーを飲む時は「クッ アーモンド・干し柿（小仲台
やめ台・吉村久枝）。今の時 クッキー
好きなお茶うけはおせんべ 雄）。豆大福又和菓子類です じゅうとかおいしいですね
期なら、もちろん桜まんじ 中台・平松建三）。東京ば けキュウリや小ナスの漬 キー」を 枚食べます。毎朝 ・寺阪和久）。カラムーチ
（打瀬 （貝塚・佐藤宏樹）。あん
いです。特に「田吾作せんべ （四街道・粟村道生）
ゅうか桜道明寺。特に小仲 な奈と温かいレモンティー 物、枝豆などが並んでいま 杯のコーヒーは習慣化し ョ。定番はポテトチップス
い」が大好きです（作新台・ ・匿名）。虎屋の羊かん（小 こが好きなので、ようかん
台の和菓子屋タカシマさん を一緒に召しあがると美味 した。とても懐かしく大好 ています。至福の時です。午 のりしおです。珍しいのは
長谷川康子）。お茶うけは 仲台・高木雅美）。年に一度 ・串だんご。おせんべいは
のねりきりの桜は目にもう しいです（花園・北原秀純）。 きなお茶うけです（稲丘・小 後は日本茶を入れて「よう 仙台の喜久水庵の生クリー
「おかき」です（高洲・上野 だけ「虎屋の羊かん」贅沢な いつも食べています（寒川
れしく、おいしさばつぐん。 北海道出身の私にとってコ 川文）。好きなお茶うけは、 かん」を きれ。疲れがとれ ム大福です。 種の味があ
吉子）。お茶うけはお煎餅 気分 もちろん渋い日本茶 ・田中秀子）（さつきが丘
安いお茶でもおいしく感じ ーヒー・紅茶には定番です きざみしば漬けです。あた ます。というわけで好きな ってちょうどよい甘さでお
を頂いています（小仲台・森 で。紅茶の時はクッキーや ・前田利春）。カステラ・
ます（小仲台・菅野啓子）。 が「白い恋人」日本茶には たかい御飯にたっぷりの お茶うけは「クッキー」と いしいですよ（花見川・昼八
田一雄）（天台・山本信夫） ナッツ類です（朝日ヶ丘・志 おまんじゅう（さつきが丘
ロイズの「バトンクッキー」 せ、熱いほうじ茶を入れ、さ 「ようかん」です（千城台東 マユミ）。
◎洋菓子

読者の 声
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での脅迫

献を元に描かれているので
しょうか？同性婚が少子化
を助長する、というような学
術的根拠がもし有れば拝見
したく存じます。（匿名）

もツイッターで悪質な中傷 ところでは、ヒロシ叔父はこ
を繰り返した人が書類送検 の数日後、鹿児島県鹿屋の特
されましたが、稲毛新聞さん 攻隊基地から出撃する予定
も警察に届けたほうがいい だった。隣県熊本の八代市に
のではと思います。炎上の原 住む彼の実母や私たちに最
因は何であれ、誹謗中傷や脅 後の別れを告げるための飛
迫が許されてしまうと木村 来だったのだ。幸い、出撃直
花さんのような痛ましい出 前に終戦となり叔父は七十
来事につながってしまうの 歳の人生を全うすることが
ではないでしょうか。それが できた。あの夏から七十五年
もしも家族の身に起こった の今日、実家の上空を数回旋
回後、別れの合図に両翼を上
らと思うと恐怖です。
０
年ちか 下に振りながら遠ざかって
私は稲毛新聞を ２
く愛読しています。地域の情 ゆく機影に思いを馳せてい
報や読者アンケートを読む るうちに熱いものがこみ上
のが毎月楽しみです。稲毛新 げてきた。
聞 は 今 回 反 省 し て い た だ 先の戦争を美化するつも
き、またがんばってほしいと りはない。しかし、最期の最
思います。以前取り上げた宝 期まで祖国を愛し、国や家族
くじの事件のように、庶民が を守りたい一心で散ってい
泣き寝入りしないために味 ったであろうＳさん。彼は決
方してくれる地域メディア して戦争の犠牲者ではなく
であってほしいです。（稲毛 勇者だったのだ。その純粋な
愛国心を、かけがえない尊い
区 住民）
純粋な愛国心は尊い ものに感じるのは、あながち
先 日 の 新 聞 記 事 に よ る 年のせいだけではない。（四
と、房総の大多喜町で、昭和 街道市 松岡浩史）
０
５
２ 年８月 １ の終戦日に撃墜
されたゼロ戦の一部とみら
れる機銃やエンジン、そして
人骨らしきものが見つかっ
たという。このゼロ戦のパイ
ロットは当時の海軍予科練
習生（予科練）出身の さん
０
歳）ではないかと言
（当時２
われている。この記事を見
て、母の従弟（ヒロシ叔父）
０
歳で
も当時予科練出身の ２
あったことを思い出した。
さんと同期だった可能性も
ある。
終戦も迫ったある日の午
後、青空の中を一粒の黒点が
我が家に向かってくるのが
見えた。ごう音とともに姿を
現したのは一機のゼロ戦で
あった。傍らで眺めていた祖
母が突然、
「あれはヒロシだ。
ヒロシが別れの挨拶に来た
よ」と大声で私に叫んだ。当
時５歳の私には何のことか
わからなかった。後で聞いた
S

危険な歩道橋
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先日、４月号の漫画が性同
一性障害者に対して差別的
な内容だと
で拡散さ
れているのを知りました。私
もその漫画を読んだ時、内容
はひどいと感じました。ただ
稲毛新聞は言論の自由を重
んじる新聞で、とがった意見
を掲載していることで有名
ですから、その流れと言えば
それまでですが、あの漫画で
傷つく人がいるのは、やはり
問題だと思いました。その
を見てみ
後、稲毛新聞の
たら謝罪文が掲載されてい
ましたので、今後は再発防止
に努めてくれることと信じ
ています。
同性婚については私は賛
成です。親しい友人に性同一
性障害の男性がいるので、心
と体が一致せずに生まれた
方のつらさも少しはわかっ
ているつもりです。ですか
ら、今回の漫画が炎上したの
は仕方ないことだと思いま
す。ジェンダー差別をなくす
ために真剣に取り組んでい
る方たちや、性同一性障害で
苦しんでいる方たちからの
抗議や批判は当然だと思い
ますが、私が問題だと感じて
いるのは、面白半分に稲毛新
聞をつるし上げているよう
な投稿があることです。なか
に自身の意見を
には
全く述べず、ただ「殺せ」
「殺
す」「死ね」などと投稿され
ていて、これはもう脅迫罪で
はないでしょうか。調べてみ
では誹謗中傷を
たら、
書き込んだ時点で犯罪が成
立するそうです。
女子プロレスラーの木村
での誹謗中
花さんが
傷が原因で自殺した問題で

S

かりませんが、とても危険な
状況なのは確かです。
稲毛区の穴川十字路に架
かる歩道橋も修繕工事が始
まりました。西千葉駅前の歩
道橋は劣化が進んで危険だ
ったので最近撤去されまし
た。この浅間神社前の歩道橋
は交通量や利便性を考える
と撤去してしまうのは難し
いと思いますが、歩行者が安
心して渡ることができるよ
うに修繕して欲しいと思い
ます。（稲毛・茶子）

左記のクロスワードパズ
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ
の順に文字を並べると言葉
になります。
その言葉とアンケートの
質問内容をハガキに書いて
住所・氏名・年齢・電話番号
を明記。〒２６３‐００４
３稲毛区小仲台２～５～２
～１００１「稲毛新聞クイ
ズ係」宛。なお、応募はメー
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→タテのカギ
①会社を運営する。
②花の王と言われるけどトゲがある。
③外国から移り住む
④断念
⑤○○○があがらない。出世できない。
⑨赤。
⑩餅つきで使う。
⑪竹や梅より上。
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【クイズの応募方法】

あなたの生きがいは？

!

!
!

!

&
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のままの感染状況であれば ただきました。読者の声窓口 いうところで１家族という
コロナ禍のプロ野球
新型コロナウイルスが蔓 昨年同様の結果になってし が準備中となっていたので 認識を受けます。しかし、子
延しだして１年以上が経っ まうのではないか。ペナント こちらにて失礼いたします。 ども、家族、の在り方って、
たが、感染者数は増えたり減 レースの完走すら懸念され 令和３年４月２日の新聞に 本 当 に そ う な の で し ょ う
ったりの繰り返し、緊急事態 る。私は例年マリンスタジア て掲載の４コマ漫画につい か？結婚して出産する。まで
宣 言 に も 振 り 回 さ れ て い ムに足を運び、ご贔屓チーム てです。
が家族なのですか？漫画を
る。そんな中、昨年は３カ月 （千葉在住だがマリーンズで 同性婚って何？というタ 読んで、悲しく、苦しいな、
遅 れ で 始 ま り 試 合 数 も 削 はない）を年に数試合応援し イトルの漫画ですが、こちら と思ってしまいました。
減、無観客試合も経験したプ ていたが、コロナ禍以降は一 に つ い て 疑 問 に 思 い ま し 事情があって、子供を待て
ロ野球。今年はどうなるのだ 度も行っていない。
た。作中の表現からは、「同 ない男性と女性のカップル
ろうか。
プロ野球は昔から今に至 性同士の結婚を認める＝同 と、身寄りのない子どもの家
日程的には通常通りに開 るまで国民にとっては最大 性では子どもが産めないか 族。また、異性同士でも、同
幕したが、収容人員には相変 の娯楽スポーツ。時代は変わ ら少子化が進む」というよう 性同士でも、互いに大切な、
わらず上限が設けられてお れどプロ野球は愛され続け な認識を受けましたがこち かけがえのない存在だと思
り、地元千葉ロッテマリーン てきた。このコロナ禍による らは本当にそうなのでしょ いあい支え合い、ふたりで生
活していく家族。ほかにも、
ズの本拠地ＺＯＺＯマリン 経営不振などで撤退や身売 うか？
スタジアムも１万５千人に りのような事態が起こった わたしの知り合いは、女性 さまざまな家族を知ってい
制限されている。更には巨人 り、プロ野球の存在そのもの 同士でパートナーとなり、ふ ます。個々人の幸せを尊重す
の丸選手や中島選手などコ に影響がでるようなことに たりで片方の女性の連れ子 ることで、必ずしも、少子化
ロナ陽性者も出てきたり、ヤ はなってほしくないと切に を育てています。また、国内 に繋がるのでしょうか。
クルトは濃厚接触者を含め 願うばかりだ。（穴川・古澤） にも、海外にも、技術の力を わたしは、身寄りのない子
借りて同性同士で子どもを どもたちの受け皿が広がっ
た１、２軍での大量の選手入
コマ漫画に疑問
替えにより２軍の選手が手 先ほど、インターネットに つくり、育てている方々がい たら、子どもを育てたいと思
薄になり試合が中止になっ て御社の発刊されている新 らっしゃいます。御社の新聞 う様々な家族が安心して子
聞を拝見し、疑問に思ったこ にて表現されている内容だ どもを育てられる環境にな
たケースも。
昨年は 球団とも大きな とがあったのと、お伝えした と、１人の男性と１人の女性 ったら、自ずと少子化も問題
赤字だったと聞く。今年もこ いことがあり連絡させてい が結婚し、子どもを作る。と にならなくなるのでは、と思
います。なぜなら、子どもは
れませんね。
ルでも受付ＯＫです。
４月号の当選者
生まれたら終わりではない
※今月のアンケート
締切・令和 年５
４月号の答えはナノハ 為です。
テーマ「あなたの 月 日（当日消印有 ナバタケでした。抽選の結
子
ど もを 望 ま な い 家 族
果次の方が当選しました。
生きがいはなんです 効）
も、
様々な事情があると思い
【敬称略】
か？」
今月の賞金・賞品
ます。経済的な事情、子ども
日々の楽しみや、幸せを ☆一等賞＝１万円（ 名） ☆一等賞・ 万円＝小島實 を育てることが精神的負担
感じる瞬間など、みなさん ☆二等賞＝ 千円（ 名） 紀子（幕張西）
である、など…事情が悪く重
の生きがいを教えてくださ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン ☆二等賞・５千円＝梅田敏 なり、身寄りのない子どもが
紀（花見川）山本富子（天 増えてしまうことも、避けた
い。美味しいものを食べる ニクあほえん（５名様）
台）
こと、お友達と過ごす時間、 ☆図書カード（ 名様）
いです。
仕事後の一杯のビール、趣 ☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン 子どもについて、家族にな
ニクあほえん＝伊丹富美 ることについて、生きていく
味、お仕事が生きがいとい トリンク滑走券（ 組）
子（四街道）金田哲晴（南花 ことについて。わたしもまだ
う方もいらっしゃるかもし
園）辻弘美（花見川）森本忠 まだしっかり考えますが、御
（打瀬）橋本恵梨香（松波） 社でも是非もう１度深く考
☆図書カード賞・千円の図 え て い た だ き た く 存 じ ま
書カード＝金子哲子（花 す。もし、何かお考えのこと
園）上野吉子（高洲）松原有 があったり、この記事等のわ
希（打瀬）
たしの解釈が間違っている
☆アクアリンクちば賞・ペ のでしたら、是非公式サイト
ア滑走券＝菰田和也 （高 にてご意見を拝見したく存
洲）内山草一（真砂）大木康 じます。
利（小仲台）佐藤宏樹（貝 また、こちらの漫画を描か
塚）北原秀純（花園）。以上。 れた方はどのような参考文
→ヨコのカギ

①今日の朝。
④波の荒い海。
⑥何かをやる気力○○○を養う。
⑦はしご○○。階○○。
⑧連ねて並べる。
⑩今評判の○○○のやいば。
⑫山の峰つづき
⑬国の名前漢字では独逸。
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今月のアンケート・テーマ

国道 号線の稲毛浅間神
社前の交差点に架かる歩道
橋の劣化が激しくて大変危
険です。この交差点は 号線
の道幅が非常に広く、千葉市
街地方面側に自転車のため
の横断通路はあるが、横断歩
道が無いため歩行者が自転
車の横断通路を歩いて渡る
光景が目につきます。
本来安全を考えれば歩道
橋を渡るべきですが、階段を
昇り降りするのが大変なの
でしょうか。でもそのような
歩行者が歩道橋を渡らず、自
転車用の通路を横断する気
持ちもわかります。特に稲毛
海岸側の階段部分は錆が酷
く、穴が開いてしまっている
箇所もあります。いつ頃架け
られ、どのようなメンテナン
スが行われてきたのかはわ
14
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