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今月のアンケート
「私の大切にしているもの」
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やはり一番大切なものは自分の身体、健康ですね。今年のように暑さが厳し
く、熱中症の危険を感じるときは尚更健康の大事さを感じます。次には家
族、ことにお年寄りには可愛い孫が宝物のように大切ですね。思い出の記念
の品にはその方の歴史が感じられます。読者の皆様は大事なものを持って
いて本当に幸せだと思います。いつまでも大切にしていて下さい。

1

体の健康、家族、友人、思い出の品物

1

大切にしてほしいもの

千葉市花見川区柏井町800-1
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（桜 毎日の幸せを朝・夕神棚と 話でサギなどで因果応報
みたい（稲毛・川島正）。昔 堀内道子）。旅行のアルバム ています（食物、商品）
からの写真（アルバム）を大 と記録（問屋・高橋信彦）。 木・小野智子）。高級炊飯 仏様に感謝しています（花 知らない人です。たまし
切にしています。それと他 最高の涼しさ。猛暑の夏エ 器を大切に 使うことです 見川・文生）。時間です（稲 いを傷つけては来世不幸
人様から頂いた品物は大切 アコンの故障で最悪。修理 （朝日ヶ丘・横須賀和男）。 毛東・鈴木志穂）。真心と になります。必ずです（高
に保管しています（小仲台・ してから二日後に故障！ 仕事をやめ、始めた趣味が 誠実さ（小仲台・寺田純子）。 浜・高野江里）。ご先祖
（はずれた、こわれた）部品 ４年も続いているのでもっ 自分だけのオリジナル作品 様。。毎月お墓参りを欠か
本間京子）。
の交換をし てもらいまし と長く出来るようにと思っ （絵、習字など）ずっと大切 さず実行しています（小
近隣の人・友人
た。最高の涼しさを取り戻 ています（四街道・粟村道 にしていきたい（小倉台・
仲台・井上良太）。義理、
近隣の方との交流。自然
しました。大切にしたいと 生）。数年前、奥尻島大地 月舘光輝）。日々の生活（白
人情（稲毛東・槍目トク
災害も増えていて、お互い
思います（高洲・戸沢恵子）。 震において朝日新聞の現場 旗・佐々木英咲）。写真と
の助け合 いが必要ですね
子）。昔から残っている地
老後資金か、年金と合わせ でのインタビューに答えて か毎日の日記。自分史、ヒス
（稲毛の住人）。隣同士のお
域や家庭の行事（長沼・大
てうまく暮らしていきたい いた小学校の校長先生のお トリーをたてせつに残して
付き合いを大切にと守って
曾根孝子）。自然を大切に
（幸町・関義男）。団結力 名前が、主人の兄と同姓同 おきたいです（八千代・牧け
います。家の周りの植物「藤
守りましょう（中央・片山
（サッカーＷ杯）（長沼原・ 名で「内糸」が珍しい姓だ い子）。
の木、ぶどうの木、椿」を大
俊太郎）
。
金田小１の息子
原田敬子）。一日、一日の時 けに朝日新聞にその校長先
切にと（松波・中村勇）。
へ、「友達」「先生」
「こ
間（さつきが丘・新井郁子）。 生の学校の住所を問い合わ
人と人との絆（稲毛・森田
髪の毛。今背中の真ん中位 せ、校長先生に手紙を出し 大切にしてほしいものは れから関わる大人」等、人
美恵）。年をとってから近隣
の長さがありますが、医療 ました。そのあと招待され 「良心」です。政治家と官僚 とのコミュニケーション
の方々を大切にしたいと思
用のカツラ等に使用される て家系図を頂いたら、主人 の皆さんに。もしかしたら を大切にしてほしいと思
うようになりましたし子供
ヘアドネーションを行うた の曾おじいさんと校長先生 生まれてくる前に、天国で います（四街道・松井一
達にもそれぞれの住むとこ
めに大切に伸ばしていま の曾おじいさんが同じだっ 赤ちゃんの世話係の天使が 恵）。町に残っている自然
ろの方々を大切にしてほし
す。冬に切る予定です（千草 たことが判明してその後ず 「良心」を赤ちゃんの心に入 環境（白旗・佐々木英咲）。
い（あやめ台・一森万亀美）。
台・平澤津裕美）。物とは少 っと交流をしていました。 れわすれたのではと疑いた
人を思いやる気持ち（イ
人とのつながり、人とのご
し違うかもしれませんが… その家系図が大切にしてい くなるようなできごとが多 ヤな事件多いですネ）
（花
縁かな！（白旗・青坂美代
最近ダイエットをしており るものです（花見川・内糸み すぎます（小仲台・河内桃 見川・斉藤邦昭）。
子）。人とのコミュニケーシ
ますが内容によって食事を どり）。
子）。家族。年々子供や親を
以 上
ョンと笑顔（桜木・伊藤正
残さなければならないこと
殺める事件が多く起きてい
その他
子）。今一番大切にしてい
があります。丹精込めて作
ますが、もっと肉親を愛し
朱印帳。大切な旅の思い
るものは自分のまわりにい
った、限りある資源を無駄
てほしい（貝塚・金子政子）。
出です（花見川・相馬英治）。
る人達との絆です（長沼・片
にすることがどうしても抵
賞味期限切れの食材（小仲
感謝の気持ちです。いつも
桐洋子）。学生時代の友人
抗があり、残すことができ
台・寺阪）。国歌、日の丸
ありがとうと言える気持ち
及び社会人になった最初の
ません。これもある意味大
（長沼原・原田敬子）。今
を持ち続けたいです（幸町・
同僚（柏台・溝上芳史）。
切にしている事かなと思い
ある自然。生き物。環境の
細谷敏子）。 種類の資格
友達関係、何でも話し合え
ます（花見川・山下盛雄）。
変化を変えない様にして後
免許と会社でいただいた金
る友人は財産です。思いや
特にありませんが携帯電
世に伝えたい（みつわ台・
りの心を忘れずに（幸町・ば
杯（小仲台・富永政美）。
…（幸町・
話、眼鏡
宇都俊一）。動物などの生
あば）。友人です。うちとけ
人を思いやる心（小仲台・高
中村春雄）。大切にしている
きもの（真砂・渡辺秀紀）。
て何でも話せるし、思えば
木雅）。一日一日を楽しくい
もの。それは時間です。残り
大切にして欲しいものはお
思われる。友人の助言はた
きること！（真砂・関文子）。
少ない人生、有意義に過ご
嫁さん（千草台・佐々木勝
めになるので大切です。歌
芸能人のサインと写真。宝
したいと思います（真砂・工
枝）。長い人生を歩んで来ら
手の西條さんと野口さんの
物ですから捨てられないで
藤正生）。大島康徳氏の直筆
れた、人生豊富な老人を大
抱き合う姿に感動しました
す（みつわ台・吉川洋）。
のサインボール（高洲・一ノ
切にすること。日常生活
（東京・最上多恵）。他人
千葉市の自然です。いつま
瀬明訓）。ペットのチンチラ
で人と人との触れ合いを
を思いやる心（稲毛東・田﨑
でも緑が輝 いていますよ
（真砂・渡辺秀紀）。生活の
淑子）。心です。魂を傷つけ
う、願っています（千城台南 大切にする。挨拶、会釈位
中音楽がある、という暮ら
る事はせず善行を積むをモ
・河野麻美）。初めての海外 は大事にしたいものであ
しをしているので、昔から
ットーにしています（祐光・
旅行で買ったネックレスで る（浜野・柳澤範光）。動
聴き続けている音楽ＣＤを
す。安いけれど思い出がい 物の命です。殺処分され
坂本麻依）。
大切にしています。（もの、
っぱいです（小中台・川森文 る犬猫が多く、大切にし
感謝の気持ち
として）本当に大切にして
子）。本です。多くを学び得 て欲しいです（千城台南・
「ありがとう」の感謝の気 いるのは精神的なもの（み
ることができると思いま 堀井浩美）。両親は亡くな
持ち（作草部・立花裕司）。 つわ台・伊勢眞也）。どんな
す。子供との読書の時間も りましたが「天知る地知
人間の命。自尊心（高浜・ 物でも大切にするようにし
大切です（稲毛東・本の虫） る我知るの言葉です」電

20

大切にしているもの
都俊一）。目の中へ入れても みね子）。 年前の３月新
痛くない３人の孫（山王・山 婚旅行で沖縄へ行ったとき
身体・健康
本幸彦）。身体と家族（こて 各屋根に乗っている魔除け
体の健康（大日・森川シ
はし台・近藤美代子）。大切 の獅子を見て記念に対で買
ゲ子）。自分の体の健康（お
にしているものはお嫁さん ってきました。サイドボー
ゆみ野・遠山芙三子）。一番
（千草台・佐々木勝枝）。 ドの中で日々の生活を見守
大切にしているものは健康
勿論我が家の家族、家庭で ってくれています。脳トレ
です。 年前に痛風になっ
す（小深・北村勝）。家族 を兼ねて出したクイズに当
て以来発作の苦しみを年１
（稲毛・西村くみ）。自分の たり一石二鳥、良いと思う
回。それによる腎機能の低
身内、夫、息子、孫、嫁さん ことは続けていきたいと思
下による不調がありスポー
妹などの誕生日。亡くなっ います（稲毛海岸・長堀幸
ツジムで週３回頑張ってい
た父、母、兄などの命日は忘 子）。スヌーピーが大好きで
ます。家族に迷惑をかけな
れず何かをして行きたいと 家中ぬいぐるみであふれて
い事を心がけています（こ
思います（柏台・新見洋子）。 います。唯一、亡き夫からの
てはし台・近藤功）。物とい
家族友人（高浜・住村直希）。 スヌーピーのオルゴールと
うより自身の健康（身体）を
２月に生まれた一人息子を ネックレスが大切な大切な
大切にしたいし配偶者にも
なによりも大切にしていま プレゼントです（小中台・浅
大切にしてほしい（朝日ヶ
す（松波・熊倉里佳）。夫が 井綾子）。 年前に亡くなっ
丘・岡田仁子）。夫婦の健
一番大切です （天台・山 た父が大事にして育ててい
康です。健康にまさるもの
本富子）。私の大切なものは た松の盆栽 鉢とさつきの
はありません（六方・泉谷正
子供達です。私にはもう親、 盆栽 鉢を今年も２月と５
誼）。私は 年前に大手術
兄もいないので（小中台・安 月に植え替えをいて大切に
（ 時間）をしたので今は身
田美枝子）。もちろん、そう 育てている（畑町・鈴木克
体を大切にしています。リ
だよ、家族（小仲台・ちゃご 男）。子供達が、小学生、
ハビリ、ストレッチ、毎日散
ぼーい）。子供の命 （椿森 中学生の時に書いた絵、工
歩も、やってます。今では熱
・本間ユリア）。妻が一番大 作を今でも大切に飾ってい
中症にも気をつけています
切です（天台・山本信夫）。 ます。どんな高価な絵画よ
（小深・室賀とき子）。健
今の主人との生活（作草部・ りも愛着があります（朝日
康と生活に必要なものすべ
伊藤久美子）。妻です（園生 ヶ丘・福田和憲）。子供の
て （高洲・藤崎貞雄）。
・丸山宗男）。別々にくらし 学校生活のアルバムです
高齢者でいるため常に健康
ている家族との交流（高浜・ （高浜・高野千恵）。母の
不安が心配になる。医療保
古川さつ子）。家族と過ごす 形見の翡翠のペンダントで
険者証を忘れずに所持して
時間（高洲・藤本広樹）。 す。装身具を身に着ける機
いる（稲毛東・島津千代子）。
家族の健康と友情（稲毛東・
会がない私ですが、しまっ
家 族
槍目トク子）。
たままでは母ががっかりす
両親が亡くなり、還暦を
ると思い、時々身に着けて
思い出の品
過ぎた弟妹 人の絆を大切
出かけます（稲毛東・斉藤静
家族の写真（打瀬・子安晃
にしたい（小中台・高須絹
子）。孫が描いた私の似顔
子）。子供が幼い時に書いて
枝）。大切にしているものは
絵（花見川・斉藤邦昭）。
くれたお手紙や絵が宝物で
妻（天台・若林登）。家族、
友人からいただいた骨董
す。家族の思い出は大切に
友人との絆（みつわ台・宇
品。何でも鑑定団に出して
してほしいです（園生・野口
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の矛盾が激化し衰退暴落の
淵に立たされているという
ことなのだ。
貿易戦争はそのあがきの
表れであり、世界資本主義
体制が革命前夜にあるとい
うことなのだ。新聞には歴
史的観点が欠如している。
米国のトランプは気が狂
ったように高関税、高関税
と叫んでいるが、これはト
ランプの知的レベルの低さ
を露呈している。
そんなことで米国の経済
を起死回生することは出来
ないどころか米国経済をそ
して世界経済を破滅の淵へ
立たせることになる、なん
とも嘆かわしいことである
（宮野木町・藤本 豊）。

ショッピングセンターＰＩＡ3階
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自由研究の基礎

110
千葉市美浜区真砂4-

夏休みに自由研究を出す
学校は多い。研究と聞くと
「え！」と思うかもしれない
が、子どもの好きな、興味を
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貿易戦争は経済を破壊する

日本は税金の種類が多すぎル上、来年10月から
消費税が10になります。どう思いますか。

5
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ン戦争、対テロ戦争を続け
軍事力も経済力も疲弊して
いる。昔は世界の覇者とい
われた米国も今はその影も
ない。トランプが気狂いの
ように高関税、米国第一と
主張するようになったのに
はそういう経済的背景が存
在している。
しかし、そのトランプの
主張・政策には米国内から
も反発が増えている。貿易
戦争は米国にも大きな打撃
となっているからだ。
高関税によって米国内の
製品が高騰し事業者は苦境
に立たされている。
毎日新聞社説は「米国が
中国と貿易戦争」「戦後秩
序の重大な転換点」と書い
ているが、戦後秩序とは何
のことか、自由貿易体制の
事のようだが、事はそんな
低レベルのことではない。
世界資本主義体制が重大
な「転換点」ではなく、固有

白内障手術

8

!

主張しているということ
は、米国の経済を起死回生
させようということだ。
米国の経済がそれほどひ
どい状態になっているとい
うことだ。米国には５千万
人の貧困層が存在する。餓
死者も増えているというこ
とだ（国際ニュース解説者
田中宇のブログ）。ごく少数
の富裕者と大多数の貧困者
が存在している。貧困者た
ちによる抗議デモが絶えな
い。これを１％対 ％の対
立ともいわれている。 ％
の富裕者は億万長者だが、
％の貧困者の中には食う
に事欠く者も少なくない。
それに加えて米国は朝鮮
戦争、ベトナム戦争、湾岸
戦争、イラク戦争、アフガ

強行している火遊びの延長
で核戦争勃発の前奏曲と言
っている。昨年 月 日沖
縄に米ヘリが不時着炎上し
たが、毎回の事故で菅氏は
万全を尽くすと弁解の繰り
返しだ。米軍機の騒音で国
に 億 千万円を請求した
が日本は何故米軍に請求し
ないのか。
カナダでの主要国首脳会
議で採択したトランプ氏し
閉会後に認めないとひっく
り返し首相は米国に振り回
されないと言っている。ち
ゃぶ台返しは尾を引くだろ
う。トランプ氏はストレス
で精神が崩壊状態にあり、
症状は悪化傾向にあり大統
領に耐えられなくなるだろ
う。米国は中欧日にも原油
の禁輸を要求しており価格
は大幅に上昇し他国にまで
強制することは傲慢と思う
（花園町・岩井秀夫）。
【編集後記】
西日本豪雨災害は奇しく
も、オウム真理教の教祖、麻
原彰晃死刑囚の奇しくも処
刑の日であった。読者から
次のような電話が入った。
「天界には悪魔が住んで
いる。麻原は天魔の使いな
ので麻原の処刑は天魔が怒
って中国・四国地方に大水
害を発生させ甚大な被害を
与えた。残りのオウム死刑
囚全員の死刑執行の時は天
魔の力で台風 号が発生し
大きな被害を発生させたの
だ」というのだ。
世の中には不思議な現象
が起こるが、目には見えな
い出来事を神秘的に解釈す
る人もいるが、天界には善
の神も悪の神も共存してい
るしているようだ。天は宗
教の世界。様々な宗教を信
ずる信じないは個人の自由
だが、近頃の猛暑は一体何
が原因なのか天に聞いてみ
たいところだ。（編集子）

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

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック

新聞は貿易摩擦・貿易戦
争と書いている。米国大統
領のトランプが貿易に高関
税と言い出してからだ。
日本や欧州や中国やカナ
ダからの鉄鋼製品、アルミ
製品に ％など高関税を課
すると彼は言い出した。
それに対して中国などは
反発し、それならば米国か
らの農産物などに高関税を
課すると応じた。
高関税を課するというこ
とは、それによって輸入を
抑制し貿易赤字を無くすと
言うものだ。それを新聞は
貿易摩擦とか貿易戦争など
と書きたてている。その行
き着く先は経済の縮小・経
済の破壊であるからだ。
トランプが強引にそれを

「日本の税制」について
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※今月のアンケート
【クイズの応募方法】
「日本の税制」について
左記のクロスワードパズ
来年 月から消費税が
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ ％になります。日本は税
の順に文字を並べると言葉 金の種類が多すぎます。
になります。その言葉とア その日本の税制をどのよ
ンケートの質問内容をハガ うに思いますか。
キに書いて住所・氏名・年齢 締切・平成 年 月 日
・電話番号を明記。〒２６３ （当日消印有効）
‐００４３稲毛区小仲台２ 今月の賞金・賞品
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆特 賞＝１万円（ 名）
係」宛。なお、応募はメール ☆一等賞＝ 千円（ 名）
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
でも受付ＯＫです。
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今月のアンケート・テーマ
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持っているものをより深く に気温調べがある。温度を す。口が悪く年中パワハラ 中国からの輸入品に ％の
の棒 まがいの言動は当たり前で 関税を上乗せするがトラン
調べることや、工作（材料 しらべるのに
紙、布、木、針金、ねんど、 に板付温度計をとりつけて あり、千葉中央のミニクラ プ政権の制裁に世界で反発
ペットボトル他）と考えれ 測れるようにしたものを作 ブなどは行きつけでありミ が強まっている。北には核
ばよい。自分にとつて新し った。これを使って地図上 ニスカートの女性には、足 廃絶、欧日韓には多額の金
い経験（わかる・うみだす） に温度を記入した。校舎内 をタッチするなどは、当た を請求し温暖化対策でも対
立し、イラン核合意の離脱
が出来れば良いのだ。内容 の１階と４階では温度が３ り前の行動です。
度も違いこの点だけで考え 今回は中央区院内の店で で世界の国々から嫌われ者
は何でも可だ。
工作物に電池、磁石など れば一年生は１階より４階 その議員は友人 人でこの だ。金氏を褒めちぎった後
を組み合わせて今までにな の方が良いが、現在はクー 店をおとずれ、その後、その には必ず言う事を聞かない
い便利なものを、おもしろ ラーの時代だ。
議員は、フィリピン女性の と何か起こると脅し、カダ
いもの、楽しいものが出来 今はマンションで 階、 太ももに手を入れキスをし フイ政権は米国の軍事介入
れば立派な研究となる。家 階ではどれくらいの差が たり、さわりまくりセクハ で崩壊し、イラクの例でも
庭の生活用品のちょっとし あるかも調べられる。風向 ラを行っており、目撃者が 米国は信用できない。
た工夫、改善品が商品化さ きを調べるためには線香の 大勢おり、その中の何人か、 日本は親密な同盟国なの
の
れ売られている例は多い。 けむりが便利だがペットボ 写真を撮っており、気が付 に鉄鋼、アルミに
調べものの場合、身のま トルを使って風向計を作り くと、
「お願いだから消して 関税をかけられ北の非核化
わりのものに目を向けるこ 家での観測、自然（気象） くれ」とたのんで、相当あわ で米国には金を出さず日韓
で金を払えと、都合のいい
とが大切で、本で調べるこ に興味をもつ環境も大事 てていた様子でした。
とも良いがそれはあくまで だ。余談だが千葉市内
来年は市議会議員選挙で 時だけの同盟なら解消し、
も前に他人が調べたもの 校の先生方で風向調べをし あり、こういう人が議員を 米軍が撤退すれば防衛費も
で、それを活用、比較するこ たことがある（昭和 年７ して良いのか？と思いまし 節約でき、北は日本を攻撃
とが重要なのだ。
月）。そうしたら陸風、海 た（中央区・匿名）。
する理由はなくなる。
調べる時はどんな場所 風、団地でのビル風がある
トランプ氏の言いなりを
米国の傲慢
で、材料、道具は何が必要 ことがはっきりした。今は
喜んでいるのは安倍氏だけ
も米国で値をつけ
かとなる。参考までに、理科 気象予報士活躍の時代だ。 北への圧力で中国の支援 だ。
億円が千億円に
調査と言えば、県内いく が最も必要な時に米政府は 一基
つかの川を上流から下流ま 南シナ海問題や中国からの 値上げされたが文句を言え
年の防衛予
で歩いて川はば、流速、透 ５００億ドル相当の輸入品 ない。
明度、ＨＰ等を何人かで測 に追加関税を課すと脅かし 算は安倍内閣 年連続で最
億円だが米
喧嘩を吹きかけ連携の可能 大 兆
ったことがある。
川が透きとおっているか 性を損ね中国は北への制裁 国を援助するための費用と
らきれいと言う訳ではな を緩め来たの後ろ盾となっ なるためだ。 年度から国
い。花見川は水はきれいだ た。トランプ氏は開催国カ 際観光旅客税が出国の際一
ったけれど、当時は洗剤汚 ナダの首相をけなし喧嘩を 人千円、煙草は 本 円、
売り信用を失い緊密な同盟 所得税も値上げとなる。
染がひどかった。
現在はコンピュータの時 国の日本やその他諸国は協 コミ―氏は、トランプ氏
代だ。新しいゲームをつく 力を再考し来たとの取引き は嘘つきと皮肉るとトラン
れば大変なものだ。ロボッ が更に遠のくことになる。 プ氏はコミ―氏を嘘ばかり
ト作り等、テーマはいろい ７月６日、米国会は追加関 のゲス野郎と身内同士なの
ろある。自分で実際にやっ 税を５・ 兆円発動し７日 に何人も首にしている。
た体験（失敗も含めて）が大 には平壌を訪問し金労働委 米国内でも同盟国を脅し
事なのだ。それが基となり 員長との会談でポンペオ長 て成果を得ても米国は信頼
作品・論文すは出来上がる 官は同行の記者団に成果を を失い国益を損なうと懸念
（鎌ヶ谷・元稲毛小学校長 強調したが北は一方的な非 が出ている。
核化要求で遺憾極まりない トランプ氏は米韓の空軍
島津幸生）。
と発表し米韓の軍事演習取 訓練を独断で中止したが文
セクハラ議員
り消しを大きな譲歩と宣伝 氏は面目潰れと思う。
千葉市議会の現職議員の しているが、核実験場の爆 米国のマイケルグリーン
セクハラについてお話をし 破とは対比出来ないと批判 氏は北の核を認めろと言っ
たいと思います。
ている。北は米韓合同訓練
した。 日、米国は
その議員はお酒が好きで 品目、約 千ドル相当の で２３０機が参加し韓国で
1

☆１等賞・ 万円＝伊藤久
ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 美子（作草部）。
☆２等賞・５千円＝鈴木志
招待券（５組）
☆多田屋賞＝千円分の図書 穂（稲毛東）山本幸彦（山
王）。
カード（２名様）
☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ニクあほえん＝鈴木克男
ト無料券（５組様）
（畑町）、森川シゲ子（大日）、
月号の当選者
近藤美代子（こてはし台）、
月号の答えは「セミノ 伊藤正子（桜木）、宇都宮亮
ヌケガラ」でした。抽選の結 （高洲）。
果次の方が当選しました。 ☆千葉市動物公園賞・無料
【敬称略】 招待券 若林登（天台）、相
馬英治（花見川）、片桐洋子
（長沼）、浅井綾子（小中台）、
河野麻美（千城台南）。
☆多田屋小仲台店賞・図書
カード 高橋信彦（問屋）、
安田美枝子（小中台）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝平澤津裕美（千
草台）、熊倉絵里佳（松波）、
月舘光輝（小倉台）、渡辺秀
紀（真砂）、金子政子（貝塚）。
以 上
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→ヨコのかぎ
②サッカーなどで球を蹴ること。
④本心からでなく、見せかけの善行。
⑥鬼の頭にあるもの。
⑧おかず。一汁一○。
⑨地中から湧き出ている水。
⑩筋肉トレーニングの略語。
⑪陽⇔。
⑬打ち込んだ釘を抜く工具。
↓タテのかぎ
①川や海の波の打ち寄せる所。
②オリンピックの○○メダル。
③足の踵が痛いのは？
⑤国民が国や自治体に納めるお金。
⑦ぴょんぴょん跳ぶ、刺されると痒い虫。
⑨地中海方面に自生する針葉樹。イタリアン-サイプレス。
⑪ダイニングルーム。
⑫前もって推測すること。
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