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今月のアンケート
「今年の桜について」

6

身近にあるお花見人気スポット

1

の桜が夜ライトアップされ たえのある桜でした（あやめ ・黒沢博子）。千葉公園で散 光）。千鳥ヶ淵の桜、水面す は週末が雨で花見ができな
てきれいでした（作草部・藤 台・一森万亀美）。千葉城の 歩しながらたくさんみまし れすれに咲き誇る満開の桜 かったので来年はしたい（天
田典子）。コンフォール稲毛 桜を見に行きました。さくら た（作草部・喜田よう）。次 にうっとり（千草台・熊切美 台・山本信夫）。桜を見て酒
今回は桜について、たくさんの方からご意見を頂きありがとうございました。
祭りをやっていて屋台が出
々に河津桜、そめい吉野、山
敷地内の大島桜（小仲台・竹
恵子）。芝増上寺の桜（高浜 を日本は平和だ（幸町・関義
鶴岡市長の時、「花の都ちば」と言われたこともありますが、千葉市内には身
ていました。とても綺麗でし
桜、里桜、
しだれ桜が満開（弁 ・遠藤郁夫）。明治通りのア 男）。出かけないでテレビの
蓋三江子）。身近な所（トヨ
近にたくさんのお花見スポットがあることが分かりました。
た（園生・金子進市）（あや
天・牧野和子）。千葉公園の ーチもしくは播磨坂トンネル 夜桜を見ました（椿森・上田
ペット）で癒される（稲毛・
満開の桜を眺めながら、仲間や家族と一緒に、飲み食い雑談に興じて、短い春
ボートに乗りながら桜を見 になっていて見応え十分（磯 晃之）。咲く桜、散る桜、満
宮原勝子）。稲毛東公園で見 め台・原吉範子）。
を満喫出来るのは最高です。読者の今年の桜についてのご意見を紹介します。
ました（園生・川瀬恵）。平 辺・尾ノ口史子）。埼玉県吉 開の桜、花吹雪。すべて春爛
ました（稲毛東・吉村涼子）
青葉の森公園
和公園の桜きれいでした（仁 川の桜川ぞいに約３キロ、桜 漫（高洲・藤崎貞雄）。雨に
（稲毛・富山善弘）。自宅近
青葉の森へ４月７日は雨
戸名・高澤総子）。花島公園 が満開です。お店もトイレも 濡れて元気な満開の桜もい
くの神社の桜を鑑賞しまし
でまだ５分咲きでした。今年
の桜（六方・泉谷愛子）。泉 ありませんが住民の皆さん いものでした（六方・阿部ち
た。神社の桜はムードがあっ
は遅いと感じました（道場・
洲・田中正江）（高洲・藤本 賀和男）。花見川区の桜並木 て良い（小深・北村勝）。車
公園、 月 日早すぎてだめ がボランティアでとてもき い）。４月の６日までベルリン
近所の桜
中野恵子）。青葉の森公園の
広樹）。団地内の桜をチョッ 素晴らしかった（柏台・小沼 で連れて行ってもらって窓
でした（小仲台・富永政美）。 れ い に 管 理 さ れ て い ま し に行って来ました。街並みに
家の目の前の桜をベラン
桜がきれい（白旗・大工園義
ト見回り（高浜・古川さつ 信子）。千草台団地の家の前 から見ました（小中台・山本
常盤平（商店街）の桜並木が た。お花見の大穴場と思いま は思いがけなく桜の樹が多く
ダで見ました（高浜・槌谷智
治）（都町・山田隆志）。青
子）。越してきたマンション
重子）。老人ホームの２階の
した（高浜・大塚猛彦）。東
素晴らしい。まるで桜のトン
満開でした（小仲台・菅野啓
の桜が一番（千草台・熊切敏
敦）（花見川・斎藤邦昭）。
葉の森は散策路が沢山あり
の目の前の公園に桜がたく 雄）。家の前の一本の桜で満 ベランダから見える２本の
ネルの様でみごたえがありま 京「六義園」の桜は４月に入 子）。
以 上
住宅近辺の桜も満開でし
桜はダイナミックで何回見
さん植えられていた（打瀬・ 足（あやめ台・後藤貞子）。 桜、来年も見られることを念
す（花見川・儀藤晴夫）。 ったばかりで早咲きの桜が
た。日本の桜はどこへいって
てもあきない（長作・大里頼
井上めぐみ）。海浜幕張のパ 稲毛海岸のトヨタの前（稲毛 じています（辺田・小澤義
きれい。ピンクに癒され楽し
もきれい（幸町・中村春雄）
子）。青葉の森公園の桜の広
県内の名所
ティオスの中の桜並木夜桜 ・森田美恵）（稲毛・富山厚 明）。手術のため国立千葉病
かった（幕張西・茅森麻利
今住んでいる団地内の桜
場は見栄え最高（浜田・北野 館山城の桜、館山湾の青と
見物しました（磯辺・尾ノ口 子）。自宅前の公園です。外 院に行きました。入口正面近
子）。東京上野の不忍池の桜
は、幹が太く枝いっぱいの花
敦）。今年行った所で一番素 のコントラストが最高（小深
昭三）。幕張ベイタウンの大 灯が設置されていて夜桜も くの１本だけの大きな桜の
を見ました満開の桜と人の
を咲かせます。我がさくら団
敵だと思ったのは青葉の森 ・山戸佑貴）。茂原公園、池
島ざくらが満開、子供連れの
樹、本当に美しかった（小仲
多さにびっくり（柏台・新見
楽しんでいます（園生・加藤
地の花が最高（高洲・藤谷ト
公園です。桜の種類が多く長 に掛かる弁天橋と桜のコン
奥さんグループがシートを敷 富明）。近くの公園で手作り 台・松本麻由子）。モノレー
洋子）。上野公園の桜とパン
シ）。特にきれいなのは千葉
期間何度も楽しめる（宮野木 トラストがキレイでした（椿
いて歓談する姿、幸せを分け ランチでお花見しました（園 ル葭川駅の周辺の桜、心落ち
ダの顔を見てきます（小仲台
トヨペットの隣の桜並木（真
・楠田典子）。
森・加藤久美子）。四街道、
てもらった（打瀬・境収）。 生・野口みね子）。家の近く 着く感じ（東千葉・高木弘
・高木雅）。上野公園のよう
砂・榊原功）。団地内中央道
福星寺のしだれさくら、大輪
千葉公園の桜
孫の幼稚園の入園式があり
子）。母校の校庭の大きな桜
な満開の桜が一番見ごたえ
の公園で。今年は天気が荒れ
の桜並木、４階から見ると最
のしだれ桜を見ると心が和
桜が今年は満開で感動しま て木の下で鍋が囲めなかっ を（椿森・本間聖也）。みつ 今年は千葉公園の桜を一
があり家族みんなで楽しみた
高（磯辺・喜代田きよみ）。
みます（四街道・粟村道生）
した（高洲・北原文子）。駅 た（小仲台・菅野啓子）。パ わ台の桜まつりに孫と行っ 人で見に行きました（長沼・
い（稲毛東・伊賀健夫）。浅
近郊の団地へ散歩がてら、満
（四街道・佐々木則子）。東
までの途中の桜でじゅうぶ ークハウス前で６階の廊下 てきました（千草台・高橋マ 佐賀煕）。車で千葉公園の桜
草隅田川にお花見に風で花
開でした（高浜・住村直希）
金の八鶴湖の桜（白旗・青坂
ん堪能（高洲・一ノ瀬明訓）。 から見た（園生・吉野栄春）。 ツ子）。遠出をせず近くの公園 を見に連れて行ってもらい
びらがいっぱい散りきれい
千葉歯科大の隣の公園が満
美代子）。佐倉城址公園の馬
花見川団地の桜（本田和代）。 園生団地にも染井吉野が満 で見ました（四街道・永野 ました（作草部・林田静江）。
でした（宮野木・奥山悦子）。
開で綺麗（幸町・古川喜久）。
出し空堀からの風景が良い
地元の桜を見て感謝してい 開（園生・匿名）。雨の中母 章）。四街道運動公園の桜は 主人と桜満開の千葉公園に
大田区の洗足池の周りの桜
幸町団地内の桜とてもきれ
（四街道・田中紘一）。永福
ます（花見川・文生）。今年
毎年キレイ （四街道・石山 行きました（長沼・吉田友
（園生・足立恵美）。南伊豆
を乗せてマイカーでお花見
いです（幸町・舘岡千恵子）。
寺のしだれ桜丁度満開でと
の桜は雨が降っても強風で （山王・白倉恵子）。子ども 裕子）。市営霊園の桜（四街 子）。満開で最高でした（小
町の土手べりの桜、人出が少
団地の前の小学校の桜が綺
てもきれいでした（轟町・石
も頑張って咲いていると思 の母校の小中台小学校（小仲 道・松戸健夫）。八千代市新 仲台・富永政美）。千葉公園
なく駐車場も空いている（高
麗でした（幸町・醍醐吉子）。
鍋清光）。長生郡白子町の河
（作
う （花見川・角田友美）。 台・木村美樹夫）。中小深公 川の桜（八千代・牧けい子）。 の桜（天台・滝川まち子）
浜・渡辺晴夫）。箱根湯本天
家の前後で満開でした（幸町
津桜（稲毛・西村くみ）。成
草部・立花裕司）（小仲台・
団地の２階から桜を眺めてビ
成園の桜（白旗・青坂美代
本の桜がありますの
園に
・雙田明美）。小学校のオオ
スポーツセンター
田山公園の桜を見ました。桜
服部充子）（園生・丸山宗男）
ールを飲み最高でした（花見 で楽しみました（小深・寺崎
子）。石和温泉へ両親と三人
シマ桜と染井吉野がきれい
花見なら天台スポーツセ
が散り、葉桜の手前でした
（稲毛・富山訓）（園生・古
川・橋本進）。娘が入園する 加代）。草野用水路沿いの桜
で行って来ました川沿いに
です（打瀬・橋本裕美）。毎
ンターかな…？（園生・高張
（青葉・村山舞華）。泉自然
矢クミヱ）（稲毛・富山輝章）。
幼稚園で見ました。入園の喜
ライトアップされた夜桜が
を見た（園生・和仁利之）
（
園
年近くの稲岸公園でお花見
実）。スポーツセンターがお
公園８分咲きから満開にな
千葉公園の桜を見にいきま
びと共にきれいだなと初めて 生・吉野栄春）。園生町稲毛
とても美しかった（朝日ヶ丘
をしてます（稲毛海岸・大井
すすめです（園生・松本基秀）
る頃が一番見ごたえがある
した。綿打池に映る桜は風情
感じました（畑町・堤麻耶）。 パークハウス前の川沿いの
・福田幹子）。甲府市の勝沼
久美子）。毎年マリンピア前
（園生・堀内みのり）
（稲毛の
（浜野・柳澤範光）。花島観
があり素敵でした（みつわ台
花園町のグリーンベルトで、 桜並木は圧巻（幸町・須藤勝
ぶどう郷駅の旧ホームの甚
の桜を楽しみにしている（高
住人）（園生・小林通子）
（天
音の付近の桜（花見川・田﨑
町全体がピンク色に染まり
六桜、満開のトンネル状で素
美）（長沼・大坂光世）。小
台・滝川まち子）（柏台・小
紀代美）。中山法華経寺の桜
ます（さつきが丘・飯島とも 仲台にある創価学会の桜。こ
晴らしかったです（朝日ヶ丘
林稔）（園生・植草妙）。県
のトンネル（黒砂台・岡本和
え）。検見川のグリーンベル の時だけでもライトアップ
・岡田仁子）。水戸市の桜山
スポーツセンター内宿舎横
美）。
ト、人出が多く楽しかった
公園で花見をしました（園生
してくれたらと毎年思いま
の桜（長沼原・原田敬子）。
県外の名所
（小仲台・寺田純子）。団地 す（稲毛・市野明子）。創価
・足立恵美）。
スポーツセンターの桜、モノ
千鳥ヶ淵の桜はいつ見て
の３階の窓を開けると満開 学会の庭（小中台・安田美枝
その他
レールと桜が最高（あやめ台・
も美しい久しぶりに来たが
の桜を見られる（さつきが丘 子・千津子）。稲毛ファミー
今年も桜がきれいでし
位田美恵子）。スポーツセン
遊歩道に外国の観光客が多
・新井郁子）。今は団地前の ルハイツ内の桜（長沼・桜井
た。あと 年花見がしたいで
コープ園生、
ター、草野水路、
いのに驚いた（真砂・神崎俊
桜だけです（朝日ヶ丘・横須 郁男）。マンションの敷地内
パークハウスとそれは見ご
す（天台・山本富子）。今年

千葉市花見川区柏井町800-1
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日本は世界最大の純資産国

043-270-0777

ばならない。借金駄目とい
うのは共産主義である。
日本は世界一の純資産国
だから新幹線、リニア新幹
線、高速道路、ダム、大規
模防潮堤、核融合施設（平
成 年世界が公式認定した
第
番目の元素「ニホ
ニウム」）、重イオン加速
器、ＪＡＸＡ宇宙航空開発
のロケット技術に投資すれ
ば円高は解消し技術大国、
経済大国になり世界経済が
牽引出来る。それなのに、
車保有台数当たりは韓国の
半分、欧米の 分の ～
分の しかないのに、朝日
新聞と法政大学教授は道路
王国だと公共投資を否定す
る本を岩波から出版した。
日銀が円を発行できるの
は日本国家が存在し、勤勉
な日本人がいるからで、円
の信用が担保でき円高なの
だ。国家を否定するのが戦

ショッピングセンターＰＩＡ3階

中国に移転して中国人の雇
用を増やし、製品を人民元
安で売りさばき貿易黒字を
続け、ＧＤＰを 年で 倍
に伸ばした。米国でさえ
倍に伸ばしたのに日本は内
需を中国に奪われ、デフレ
を 年も続けている。無知
無能な政治家やキャリア官
僚こそ構造改革すべきだ。
日銀は財務大臣が ％の
株を持ち、政府の子会社で
ある。アベノミクスで
兆円も日銀は日本国債を
兆円の
買い取り、
兆円に減り、
借金は
返済された現金が銀行にあ
るが、銀行は円高デフレで
貸出し先なく日銀の当座預
金口座に預けるので、市場
に金が回らない。だから
％の物価上昇も達成出来な
い。企業が借りて投資出来
ないのなら、政府が国債を
発行し、公共投資しなけれ

千葉市美浜区真砂4-1-10

る。ちなみに世界最大の対
外負債国はアメリカであ
る。日本は 年近く貿易経
常黒字を続けているが、黒
字額は為替相場で激 変す
円と 円
る。 ドル
では 倍の差が出る。
例えば 兆ドルは
円で評価すると
兆
兆円
円で、 円なら
である。中国は自国優先の
グローバル経済で為替は共
産党が管理する固定相場で
ある。
貿易黒字を続けている中
国の人民元は ～ 倍に高
騰すべきなのに、後進国と
称し人民元安にして世界中
から利益を奪っている。
さらに、工場を日米とも

↓タテのカギ

中央区弁天の千葉公園の桜

国の借金が
兆円
もあり、国民は 人当たり
万円も借金を抱えて
いるとは大嘘である。
兆円は国ではな
く政府の借金である。政府
は国債を発行し国民が買っ
万円
ている。国民が
の借金を抱えているのでは
万円を政府に
なく、
貸している。この金をデフ
レ脱却で公共投資に使わな
い安倍政権は無能である。
国の借金と言うなら対外
兆円の負
負債で、約
債がある。しかし対外資産
兆円もあり、差
が約
兆円の純資産
し引き
がある。中国の ・ 倍で
世界最大の純資産国であ

白内障手術
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千葉城と亥鼻公園の桜

いと送り返されるとのこと ることもありません。
地域内外問わず、今後こ
でした。
恐らくＨさんは、お礼は のようなことが行われない
不要という気持ちなのかも よう、地元メディアから、人
知れません。送っていただ 権侵害などの問題を取り上
いた財布と一緒に、Ｈさん げ、声をあげていただけた
からお手紙も入っていまし ら幸いと存じます（匿名）。
た。Ｈさんの優しさに、家
戦争は止めろ
族みんなで感激しました。
個人情報保護法の件もあ 米国は戦争をしている。
り、これ以上調べるのもＨ 気に入らない国を攻撃し学
さんに迷惑かと思ったので 校のいじめと同じだ。北朝
すが、それでも何とか感謝 鮮を目の敵にし、日米韓で
の気持ちを伝えたくこちら 合同演習をまた始めた。
の稲毛新聞というのがある さらに、日米で東シナ海
のを知り、メールした次第 で中・北朝鮮にいやがらせ
です（桐生市・柴野）。
で軍事演習をしたので、北
朝鮮は反発しミサイルを発
不審な行動
射した。中国の李氏は自分
最近、稲毛地区を中心に、 の家の前で騒ぎが続くこと
特定個人に関する不審な話 は誰も望まないと対北圧力
や地域住民の不信な行為を を強めている米・韓に自制
を求め対話での解決を主張
見聞きしております。
地域のコミュニティ、職 している。
場、ネット等から、特定個人 北朝鮮は核開発に金を使
に関するデマが流布され、 い、日本は米国のために金
虚偽の情報や公権力を騙っ を使っている。北朝鮮は潜
てデマの信用付けが行われ 水艦から打ち上げたり直角
ています。情報の発信元や に曲がれるミサイルを作り
流説の内容はまちまちのよ 今度は一度に 発も打ち上
うですが、特定個人を監視 げ米国まで届くと言う。
したり、心理的圧力をかけ 北朝鮮は在日米軍を攻撃
るような言葉によって、他 すると主張しているが罪も
人を傷つけるよう差し向け ない日本人が巻き添えにさ
るという 点においては共 れるので、東京・沖縄・山
通しています。
口等の米軍基地をなくせば
これらの迷惑行為に理由 攻撃される理由はなくな
をつけて正当化し、他人を る。トランプ氏が一国主義
誹謗中傷、差別すること、そ 復活でＷＴＯにも従わず中
れらを助長することは人権 ・露なども不満に思ってい
侵害であります。
る。中国は北朝鮮を批判し
当局に確認を行いました ているが腹と口は違うと思
が、地域内で問題になるよ う。トランプ氏は原子力空
うな事案や不審者は確認さ 母を北に向けて北朝鮮を脅
れないとの回答でした。 かしにかかっているが、北
業者か特定の思想をもつ 朝鮮は強がりを言っても勝
団体による風評操作が目的 敗は決まっており、大勢の
と思われます。また、行政機 人間が犠牲になるだけで戦
関、捜査機関、弁護士、政 争は止めた方がよい。日米
治関係者などが、特定個人 同盟の理由で日本は巻き添
に関する情報を流布させた えにされたくない（花園町・
り、流説り信用度を評価す 岩井秀夫）。
以 上

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

診療時間

眼科診療・全般
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①冷たくて不親切。
②海が荒れること。
③○○○がけ。○○○乞い。
④桃太郎に退治された。
⑤法外な利得。
⑨お酒を飲むとき出すちょっとした料理。
⑩瀑布。
⑪真ん中⇔。

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック

1 28
1
3

1

緑区にある泉自然公園の桜

後体制のＮＨＫ、朝日新聞 すごかったかがわかった。 大変な時期を迎えているの
などマスコミとキャリア官 石巻では大川小を見た。 に、この発言を理由に国会
僚及び政治家である。彼ら 東経、緯度、海抜が記して 審議が止まってしまったこ
こそ構造改革の対象である あり河北町大川第一小学校 とだ。国会議員たちはいっ
（穴川・入野守雄）。
とある石碑が校庭のはしに たい、何を考えているんだ
ろうか。私にはさっぱりわ
横倒しになっていた。
大川小の悲劇問題
児童 人、教職員 人死 からない。官僚諸君はぶざ
早いもので東北大震災 亡・不明、教育行政史上最 まな国会をしり目に着々と
（津波）より 年が過ぎる。 大の惨事と言われている大 対応策を進めていよう。こ
運転できない私が友達にた 川小。たしかにそばに山が れでは議員がますます馬鹿
のんで現地を巡れたのは一 ある。なぜ裏山に登らせな にされるだけだ。失言を問
年半後の平成 年 月 ・ かったのだろうと最初はだ 題視することは構わない。
日であった。
れもが思う。しかし、多分先 だが、いま、そんなことを理
釜石では唐丹（とうに） 生方はどう対応するかで話 由に国会を止める状態では
駅そばのトイレ、高台にあ し合いを持ち、最前を考え ないよ（中央区・ＴＩ）。
るのにまわりに何もなく便 た上での決断だったに違い
稲毛のＨさんに感謝
器だけがそのままだった。 ないし、そう信じたい。
陸前高田の一本松は根本 市のハザードマップには 私は群馬県桐生市在住の
から切られた状態で囲いが 大川小は海抜１メートル 柴野と申します。
されていた。気仙沼では大 （石碑）にもかかわらず浸水 実は先日、大学生の息子
型漁船「第 共徳丸」が内 地域ではなく学校自体が避 が幕張に用があり、稲毛区
陸へ 百メートル流された 難場所に指定されていたと の友人宅に泊まりました。
まんま。南三陸町の町役場 言う。まさかの津波の偉力、 その夜どこかで財布をおと
は骨組みだけで、さすがに 考えたくはないが、もしき したらしく、気付いたのが
これを見ると津波がいかに められている場所へ避難し 翌朝で交番にも届け出、心
ていなかった場合のその後 当たりを必死に探しました
の先生方への責任等…。先 が見つかりませんでした。
はスマホ
生方の無知だけでかたづけ 幸い
に入れていたので、自宅に
て良いのだろうか。
教育委員会を含む県市の 帰ってくることはできまし
防災行政当事者の対策に対 たが、息子も人生で一番落
する責任、落ち度の指摘が ち込んでいました。
仙台地裁ではなく賠償義務 翌朝、自宅の電話に稲毛
だけと言うのでは死んだ先 区の方から財布を拾ったと
生（学校）方はうかばれな 連絡がありました。中に入
い。原発事故に対し前橋地 っていた免許証からわざわ
裁は国・東電に責任がある ざ１０４で電話番号を調べ
と判決を出している（鎌ヶ て、連絡してくださったの
谷市・島津幸生）。
です。
息子があいにく不在だっ
失言と空転国会
たので、電話を受けた私か
今村前復興大臣の発言に らお礼の言葉は伝えたので
は驚いた。歴代の復興大臣 すが、それ以外に何かお礼
の中では最も被災地に足を がしたいので財布を送って
運んでいるとの評価もあっ いただく宅配便に住所をき
たが、記者会見での激高や、 ちんと書いてくださいと申
「東北でよかった」発言は、 し上げたのですが、送られ
その意図とは別に、被災者 てきた送付書には電話番号
を深く傷つけてしまった。 も住所の番地も書いてあり
極めて残念な発言であっ ませんでした。
た。それよりももっと重大 郵便局員の方に確認した
なことがある。日本はいま、 ら、電話と番地が分からな
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子（仁戸名）大里頼子（長
について。他市町村と比較 カード（２名様）
【クイズ応募方法】
左記のクロスワードパズ して、千葉市に足りないも ☆アクアリンク賞＝スケー 作）。
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ のは何でしょうか。一言お ト無料券（５組様）
の順に文字を並べると言葉 願いします 。
☆吉本イオンモール劇場賞 ニクあほえん＝市野明子
になります。その言葉とア 締切・平成 年 月 日
＝無料観劇招待券（ 組様）（稲毛）田中紘一（四街道）吉
野榮春（園生）小澤義明（辺
ンケートの質問内容をハガ （当日消印有効）
月号の当選者
田）山田隆志（都町）。
キに書いて住所・氏名・年齢 今月の賞金・賞品
月号の答えは「シンニ ☆千葉市動物公園賞・無料
・電話番号を明記。〒２６３ ☆特 賞＝１万円（ 名）
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆一等賞＝ 千円（ 名） ュウセイ」でした。抽選の結 招待券＝西村くみ（稲毛）相
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 果次の方が当選しました。 馬英治（花見川）尾ノ口昭三
（磯辺）大井久美子（稲毛海
係」宛。なお、応募はメール ニクあほえん（５名様） 【敬称略】
☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆特賞・ 万円＝北野敦（浜 岸）須藤勝美（幸町）。
でも受付ＯＫです。
田）。
☆多田屋稲毛店賞・図書カ
※今月のアンケート
招待券（５組）
「千葉市に足りない物」 ☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆ 等賞・ 千円＝高澤総 ード＝大工園義治（白旗）渡
辺晴夫（高浜）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝山戸佑貴（小深）
木村美樹夫（小仲台）堤麻耶
（畑町）橋本裕美（打瀬）茅森
麻利子（幕張西）。
☆吉本イオン劇場賞・無料
招待券＝北原文子（高洲）安
田美枝子（小中台）榊原功
（真砂）西澤正弘（さつきが
丘）古川喜久（幸町）。
以 上
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①レジスターの略。
④元大相撲の横綱、今はプロレスラー。
⑥病人やけが人を運ぶ道具。
⑦外⇔。
⑧余分に支払って返してもらうお金。
⑩低い谷の部分。
⑫呼吸。
⑬地図の下の部分。
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→ヨコのかぎ
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他市町村と比較して千葉市に足りないと
思っていることをあげて下さい。
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今月のアンケート・テーマ
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「千葉市に足りないもの」
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