来たばかりなので近県の桜
については不明ですが、お
薦めしたいのは熊本県阿蘇
「一心行大桜」です。 本の
桜が見事に咲いて菜の花と
マッチしてきれいです
（匿名）。

◎その他

青森県の弘前城公園のしだ
れ桜がなんとも言えない位
きれいでした。羊山公園の
近くの小さな公園の枝垂桜
がとてもスバラシかったで
す（あやめ台・本間京子）。

◎弘前城公園

1

!
!

お気に入りのお花見スポッ
トは我が家のベランダで
す。団地の裏には 本以上
の桜が咲き、 階のベラン
ダから一面 の桜が見れま
す。 人ゆっくりお花見出
来ます（高洲・匿名）。毎日、
朝歩く道なりに桜の木が並
んでいます。それを見るの
が楽しみです。コロナで心
が沈んでいる 所、桜が咲
いたら心も明るくなるよう
な気がします（花見川・山下
英子）。自宅の隣りの公園の
サクラ（作新台・福本みよ）。
我が家のベランダから見え
る桜並木（小仲台・高木雅
美）。リビングの窓から見え
る桜を見るのが毎年の楽し
みです。子供の成長と共に
歩む桜の木。今年もゆっく
り楽しみたい と思 い ます
（花見川・山浦瑞穂）。住ん
でいるマンションの周りに
沢山桜の木がありますので
特に場所を定めてお花見に
行くと言う事はないのです
が、この時期散歩の度に咲
き乱れる桜を観られるのは
ありがたいです。皆さんの
花見スポットを伺えば新し
い発見が楽しみですね（小
仲台・田渕良子）。
以上。
3
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１
０
もあり、ギリシャは１
７倍 ３
万円と低い上に手間暇や
だから日本は最低の国であ 時間がかかるため、あきらめ
ると発言。ギリシャは破綻し る人も出てくるのではない
たが、日本は破綻していな か。
０
年以 ちなみに登録確認機関で
い。日本が経常黒字を５
上続けていて、世界一の金持 ある商工会など各機関の会
ちの国だから１ドル３６０ 員になっている場合や契約
円が１０５円の円高。円が信 し て い る 税 理 士 等 が い れ
認されないのなら１ドル１ ば、帳簿書類等の確認が省略
千円になる。
でき、電話での質疑応答のみ
円は基軸通貨になれるの での対応が可能とのことだ
に、９条で軍隊がないので世 が、当店のような個人事業主
界通貨になれない。資本主義 で所属機関もなく契約税理
経済は借金によって経済成 士もいないとかなり面倒だ。
長するのに借金を否定され 気になったのが事前確認
た日本は共産主義国家であ の費用。無料になるのは商工
る。中国は南シナ海埋め立 会や一部の税理士事務所な
０
ど登録確認機関だけで、それ
て、一帯一路の公共工事で３
年間にＧＤＰ即ち人民の所 以外では５千円～数万円程
０
倍に伸ばした。核保有 度の費用がかかる。調べてみ
得を２
国なので人民元は世界通貨 ると５万円というところも
になれる。中国は共産党独裁 あった。詐欺事件を防ぐため
であり右翼国家である。（穴 には手順を複雑化するしか
川 入野守雄）
ないのだろうが、規模の小さ
い事業主にはハ―ドルが高
一時支援金申請
飲食店への休業要請や緊 く な っ て し ま っ た と 感 じ
急事態宣言の影響で今年１ た。（中央区 個人店の主）
月から３月の売上が半減し
た中小企業、個人事業主に支
払われる一時支援金。昨年の
持続化給付金では、実際には
事業を行っていない者が、書
類を偽造し給付金をだまし
取る詐欺が横行したことを
受け防止対策を講じたよう
だ。今回は申請する前に登録
確認機関による事前確認が
必須で、必要資料を用意し商
工会や税理士事務所などに
予約を取り事前確認を受け
るというもの。一時支援金に
ついて理解しているか、本当
に事業を継続してきたのか
など、確定申告書の控えや売
り上げ台帳、通帳など、証拠
書類と照らし合わせながら
確認するそうだ。
この事前確認をクリアし
なければ、申請に進むことが
できない仕組みであり持続
化給付金と比べ、給付額は最
０
万円、個人事業主は最高
高６

?

千葉公園・青葉の森公園・花島公園

3

は数パーセントである。大企
業が５倍に増やした配当金
は外資と持ち合いの大企業
に行く。デフレが続くので大
企業は正規社員を非正規社
員にし、ベースアップもしな
い
経団連の榊原前会長（東レ
会長）は１千兆円の国の借金
を消費増税で返却せよと主
張。だから政府は国を守る国
防費を増やさない。東大卒片
山さつき議員は自衛隊員を
減らした。憲法９条があって
財政法を作ったと財務省東
大卒の文書課長は述べる。国
防費は５兆円でソ連でさえ
廃止した共産主義真髄の男
０
兆
女共同参画法の費用は １
円もある。
尖閣列島を日本領とする
地図を中国は発行していた
が、近海に石油が埋蔵されて
いることが判明すると地図
を廃棄し自国領土と言い出
した。尖閣は中国の軍艦が囲
い込み、政府は沖縄漁民に漁
をするなと言う。沖縄の役人
は正月、北京に向かって参拝
九拝する。習近平主席を国賓
として招くのが政府。財政法
４条５条は国家予算を税金
と決め、国債発行を否定す
る。
世界各国で国債を発行し
ない国はない。軍隊のない国
もない。憲法９条を押し付け
たマッカーサーは日本を国
家として認めず、隷属させ東
大などに共産主義者を入れ
て経済を破壊した。日本は国
債を発行して大東亜戦争（米
は太平洋戦争）を戦った。戦
後は物価が年間５倍程度の
インフレであった。民主党野
田佳彦前々首相は戦後ハイ
パーインフレになったと言
う。
ハイパーインフレとは年
間１３０倍に物価が上がる
事。野田首相は１千兆円の国
の借金がＧＤＰの２ ２倍
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今月のアンケートテーマ「お気に入りのお花見スポット」

桜。楽しませてくれます（高 のサクラ（園生・丸山宗男）。 があります（高洲・髙橋幸 稔）。若い頃は花見は車、
洲・大井久子）。
◎稲毛パークハウス 子）（宮野木・鈴木当子）。 電車で名前の通った遠い所
に行ってましたが、年令と
◎稲毛海岸 丁目
◎平和公園
前
緊急事態宣言が解除されたものの、不要不急の外出はまだ控えたほうがよいとされ
近場で稲毛海岸 丁目トヨ 稲毛パークハウス前の桜並 平和公園に行きます。大き 共に近場でも充分楽しめる
ています。以前のように桜の下に集まって、お酒を飲んだり美味しいものを食べた
タ自動車入口両サイドの遊 木（小中台・大原奈津江）。 い広場がいくつもあり、道 近所の公園（河津桜はもう
り、にぎやかなお花見は今年もできませんが、お散歩をしながら桜を楽しんでいる方
歩道でも桜と社屋の共演も 稲毛区パークハウス前。草 の両側には桜の木がびっし 終わり）これからは団地の
も多いようです。自転車やランニングなど、運動しながら美しい桜を見ることができ
楽しめます。今年はいつも 野排水路の両側に桜並木が りと並び風が吹くと花びら 中にもそめいよしのの見事
るのも、この時期ならではですよね。今回のアンケートでは、桜の有名どころから穴
以上に桜のパワーにあやか あり、見頃になるとお花見 が散る様子がとってもきれ な大木の桜が楽しめます。
場まで、千葉にもたくさんのお花見スポットがあることがわかりました。
りたい（稲毛海岸・長堀幸 スポットで多くの人が訪れ いで大好きです。自転車を 今から待ち遠しいです（高
子）。
ます（小仲台・森田一雄）。 借りて泉公園までサイクリ 洲・横山由美子）。身近な
◎京成稲毛駅線路沿 ◎稲毛ファミールハ ングが出来て 日遊ぶこと 公園の花見もいいんじゃな
が出来ます（六方・阿部ち いでしょうか。私の見た千
い
イツ
のコースをお 花見スポットです。都内に
す。 周
◎千葉公園
葉公園や千葉城の桜もとて
い）。
京成稲毛駅まで坂を下りて
稲毛ファミールハイツ内の
昨年は自粛。今年も自粛に 花見を兼ねてゆっくりジョ は沢山のお花見スポット
もきれいでした（稲毛東・鎗
稲毛駅西 「桜公園」。京成バスの「フ ◎泉自然公園
行く線路脇（
なると思いますが、私は稲 ギングするのが大好きです や名所がありますが、近場
口側）。毎年とてもきれいに ァミール折り返し場」そば （みつわ台・ぼくちゃん） 目トク子）。
毛から便のいい千葉公園が （貝塚・佐藤宏樹）（真砂・ で素敵な場所も色々あり
咲いています。コロナ禍で にあり、規模は小さいので （真砂・中村春雄）。千葉 ◎真間川沿い
大好きです。立ち止ま らず 中村春雄）（小仲台・尾沼亜 ます。団地内の桜も見て歩
も密にならずゆっくり見物 すが満開時は見事です（柏 市若葉区泉自然公園はさく 市川市の真間川です。真間
くととてもキレイです（花
歩きながらなら今年も行け 梨沙）。
ができる事と思います（高 台・溝上芳史）。
ら百選に選ばれ、 月中旬 川沿いの桜並木がとっても
見川・西村亜希子）。花島
そうかなぁ。穴川中央公園 ◎亥鼻公園
洲・福原千代子）。
◎新検見川グリーン にはヒガンバナ科のキツネ キレイです（花見川・斎藤俊
もいいかも（小中台・小田由 近場では亥鼻公園（真砂・中 公園と千葉公園がステキ
ノカミソリの 群落が見ら 江）。
◎こじま公園通り
ベルト
博）。東京から越して来て、 村春雄）。千葉城の桜まつり です。青葉の森公園もすば
歩道が広いので自転車でも 新検見川のグリーンベルト れ、秋は紅葉と多くの人の ◎井の頭公園
回目の桜のシーズン。昨 がお気に入りです（西都賀・ らしいです（柏台・金乗
にぎわいがあります。広大 私のお気に入りの花見スポ
柱）。私のお花見のお気に 歩いても良 いと思います の長～い桜並木はとてもき
年は千葉公園に初めて行 小林正和）。
（幸町・髙坂尊義）。
れいです（宮野木台・能勢恵 な谷津を渡り、野呂不動尊 ットは井の頭公園です。以
き、池の周りのライトアッ ◎スポーツセンター 入りスポットです。広い公
◎高洲 ・ 丁目第 美子）（高洲・椙村慎子）。 まで足をのばすのもよいで 前は三鷹に住んでおり、い
プに感動
今年はコロナ スポーツセンターの桜。気 園に色々な桜が咲き、歩き
しょう（東千葉・会沢福子）。 つも公園で散歩したり、と
団地
◎みつわ台桜通り
禍でもあるので自転車で穴 楽にふらりと行けるのがい 回るだけでも良い運動に
（高洲・鈴木隆）。高洲集 （宮野木・鈴木当子）。近 コロナ禍でも密を避けて花 ても懐かしいです（小仲台・
川公園での散策を予定して い（あやめ台・藤原健次）。 なります。毎年家族で訪れ
合住宅間の歩行者通路（高 場はみつわ台の道路脇。遠 見を満喫できる花見スポッ 山内富士子）。
います（小中台・小田昭子）。 ◎花見川千本桜緑地 るのが楽しみです（作新台
洲・吉沢徳成）。
方は清水公園（小仲台・富 トは泉自然公園と青葉の森 ◎千鳥ヶ淵
近くでとても桜がきれいな （幕張・志村豊）（磯辺・上 ・長谷川康子）。花島公園
永政美）。みつわ台駅周辺の 公園です。毎年家族で散歩 千鳥ヶ淵の桜は絶景です
のさくら。お花見広場（作 ◎高洲公園
場所です（幸町・松山純子）。 林昭一）。
桜はキレイですね 残念な がてら行ってます（千城台 （高洲・一ノ瀬明訓）。①
新台・宍倉純子）（花見川 （高洲・永松和子）。
千葉公園を散歩しながら見 ◎花見川団地
千鳥ヶ淵の桜②靖国神社の
のはコロナで桜まつりが行 南・豊田京子）。
る桜 （小仲台・服部明日 花見川団地内のサクラはき ・長谷恵喜）。家の近くの ◎磯辺公園
◎佐倉城址公園
桜③目黒川の両岸の桜（高
美）。歩いて 分の千葉公 れいです（花見川・相馬英 花島公園が花見に良いで 月末には磯辺公園から磯 われない事です（みつわ台・
佐倉歴史博物館の広大な敷 洲・宇都宮亮）。
す（花見川・儀藤晴夫）。 辺高校へ向かう桜並木がお 吉川洋）。
園です（東千葉・高木一也）。 治）。
すすめ（高洲・大内健司）。 ◎海浜幕張ホテルス 地に咲く桜です。その時孫 ◎目黒川の桜
千葉公園が花見エリアです ◎花見川しらさぎ公 ◎マリンピア周辺
が迷子になり、花見どころ 目黒川の桜と幸手堤の桜
プリングス
マリンピア周辺の河津桜 ◎動物公園
（天台・山本富子）（黒砂 園
ではない。青くなって探し （磯辺・宮崎五六子）。
は 月中旬頃から咲き始 私のお気に入りのお花見ス 近場の海浜幕張ホテルスプ
台・中村博之）。千葉公園 （幕張・志村泰）。
まわった事思い出します ◎鎌倉
の桜が私のお気に入りで ◎花見川サイクリン め、観ていると心が癒され ポットは動物公園の駐車場 リングスの河津桜（打瀬・播
（千城台東・佐藤礼子）佐 神社やお寺、小路など海と
（高 に咲く桜です。友人の家の 摩公一）。
す。お花見をしながら池の グロード（幕張・瑞穂 ます（高浜・赤木健秀）
近くで今年も楽しみにして ◎習志野市のさくら 倉市の国立歴史博物館近辺 桜が素敵なところがたくさ
洲・大内健司）。
周りを散歩するのが好きで 周辺）
がとてもきれいで気に入っ んで癒されます（打瀬・匿
す（貝塚・匿名）。花壇も春 散歩がてらに花見川サイク ◎稲毛海岸稲岸公園 います（高洲・鞍橋環）。千 広場
ています（神明・加藤美代 名）。
のお花が見事に咲いていて リングロード桜並木がきれ （通称・汽車ぽっぽ公 葉市動物公園内の家畜ゾー 習志野市のさくら広場で
ンに数本植えられていた す。桜の下にはチューリッ 子）（花見川・三橋寿子）。 ◎展勝地
桜と花壇、両方楽しむこと いです（宮野木台・田中友 園）
◎佐久間ダム湖親水
岩手県の展勝地（地名）の
ができます（みつわ台・みつ 子）（幕張・志村幸江）。自 汽車ぽっぽ公園で毎年花 『紅しだれ桜』が大のお気 プなどの花が咲いていて、
桜が素晴らしいです。主人
わプリン）（東千葉・佐久間 転車でお天気の良い日は最 見をしています（高洲・横 に入りでした。しかしこの とても和みます（打瀬・松原 公園
の実家のある花巻市の近く
『紅しだれ桜』はライオン 保司）（高浜・住村直希）。 （幸町・渡部誠）。
亮）。
谷百合子）。
（匿名）。
高
にあり、まだ 回しか行っ
舎の新設に伴い切られてし ①新習志野とイオンモール ◎印西小林牧場
◎青葉の森公園
◎稲毛公園
◎花島公園
（花見川・三橋寿子）。 た事がありませんがとにか
まいました。もう愛でる事
の間にある桜公園②千葉城
稲毛公園とトヨペット周
く美しいです（小仲台・平賀
は出来ません。痛恨の極み の夜桜③千葉公園④千葉商 ◎近所の公園
辺（高洲・鈴木隆）。
です（千城台北・小室茂雄）。 業高校へ向かう途中の桜並 例年なら出店もある千葉公 桃子）。
◎稲岸公園
◎グリーンプラザ園 木（高洲・丸井佐智枝）。 園ですが、今年は人出が無 ◎熊本阿曽「一心行
近場で稲岸公園に行きま
幕張新都心のイオン進行方 い近所の公園（打瀬の花見 大桜」
す。団地内でもあちらこち 生
のグリーンプラザ園生 向新習志野より「桜の名所」 川緑地あたり）（真砂・八木 昨年九州の方から転居して
ら見事に咲かせてくれる

青葉の森公園の桜です。桜 花見川区の花島公園です。
の樹も多い。幹も太く一斉 近くて散 策 に 適 し て い ま
に咲き、満開になる頃は見 す。毎年花見をしています
事である（浜野・柳澤範光）。 （六方・泉谷正誼）。近所の
私のお気に入りのお花見ス 花島公園がお気に入りのお
ポットは青葉の森公園で

読 者 の 声
ールである。私も市長と話し
男女平等
政治家は口と腹と同じこ 合いの時２分と制限があっ
とを言うことと金で一生を たが制限時間を作ればと思
失う人がいるが気をつけて う。
いても飲酒時やストレスや 森氏も腹の中は不明だが
欲に目が眩んだ時に負けて 謝罪しており水に流してと
しまう。
思う。小池氏は困惑と表現に
河井氏も実刑となり議員 とどめたが厳しい世論を見
辞職に追い込まれ金で失敗 て批判をしたほうが得だと
した。今回森氏も女性がたく 判断し、絶句しあってはいか
さん入っている理事会は時 んとかじを切ったが政権に
間がかかるとの失言で国際 体力ある時はすり寄り弱る
的な大問題に発展したが、読 と攻撃して世渡りが二手で
売新聞に女性達が食事が終 ある。
わっても夢中で話をしてい 森氏が発言した際出席者
ると店長から注意され反省 から異論が出ず、安倍氏も森
したとあったが、女性は話し 擁護で関係者も大きな問題
好きで私の家の近所でも長 にしていなかったのでＩＯ
い間おしゃべりをしている Ｃも森氏の謝罪で終結した
が男性は見たことがないが、 と言っていたが、海外からの
私は女性を蔑視していると 批判があい次ぎ誓約に反す
思っていない。
るとの声明を発表した。
男はだまってサッポロビ 森氏が川淵氏を後任に指
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2

4

4

!
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1

定したが菅氏が待ったをか 球、相撲、サッ カー、ラク 態、アメリカ騒乱に動揺しな 入れ墨対策
けたので、首相周辺は首相の ビー、大工、ペンキ屋などは がらも中国の世界支配は進 オリンピックまで数か月
意を汲んで組織委に後任は 男性で地球上には一夫多妻 む。書いているのは副島隆 余りに迫っているが会長交
彦。世界はアメリカの世界か 代や失言者などがありコロ
女性が望ましいと伝え橋本 の国もある。
氏になり後任は女性だがこ 同じことをすることが男 ら中国の世界になりつつあ ナの対策も完全でなく不安
れは問題にならないのか。 女平等で日本の男性優位の る。ということは世界の社会 定だが入れ墨をした外国選
菅氏が議会で女性議員か 社会はまだそこまできてい 主義化が進んでいると言う 手が来日するとどの様に取
ら総理を止めた方がよいと ないので、長い国の習慣を急 ことでもある。中国の発展が り扱うか疑問に思うが日本
言うような発言を受け失礼 にかえることは難しいから 社会主義の優位性を世界に 人が駄目なら外国人も同じ
だと怒っていたテレビを見 事を荒立てることなくめく 示している。めちゃくちゃ競 にすることである。
たが、これは男性だったら問 じらを立てず心を広くもっ 争経済の資本主義経済社会 日本では入れ墨はヤクザ
題になったかも知れない。 て行動することである。（花 から計画経済社会へと脱皮 など特別な人間がやってお
私の若い頃は男尊女卑で 園町 岩井秀夫）
しつつあるわけだ。中国がそ り温泉などでは入浴禁止の
の道程を照らしている。もは 注意書きがある。
地震雷火事おやじ、おじいさ 中国の躍進
んは山へ芝刈りにおばあさ ３月９日、朝日新聞第一面 や、米国が逆立ちをしても中 外国では問題ないが日本
んは川へ洗濯にと修身で教 トップは官僚の汚職、次の段 国には及ばない。
では子供達に与える影響も
育され、私の家庭でも妻は私 は中国、太陽光パネル、温室 アメリカは５千万人と言 考える必要があるし入れ墨
に従っている。戦時中煙草の ガスゼロへ加速。日本が地を う大量失業者を抱えて七転 を理解してくれる人は殆ど
配給は男性だけで三つ子の 這うような状態であるのに 八倒している。経済成長はも いない。泥棒捕まえてなわを
魂百までもと共稼ぎもなく 対 し て 中 国 は 天 駆 け る 勢 ちろん停止している。世界は なうことは止め来日する入
赤紙一枚で戦争にかり出さ い。中国は世界で唯一経済が 着実に社会主義に向かって れ墨外国選手をどの様に扱
３
年に車の免許、
れた。昭和２
成長していると言うのだ。
突き進んでいる。それを如実 うことを決めておく必要が
５
中国は社会主義で、計画経 に示しているのが中国であ あると思うがシャツを着せ
２ 年に大学に入学したが女
性は皆無だった。
済の国だが、その優位性を世 る。そのような世界の動き、 るかテープをはることを義
事務所の移転の時女性は 界に示している形だ。下の欄 新しい世界の台頭を新聞は 務付けたら如何だろう。時代
荷物を箱に入れ茶を出し、男 の本の広告を見ると、冷徹に 注目しなければならない。 の流れを考え入れ墨をＯＫ
は荷物を担いで運んだ。野 派 遣を 狙 う 中 華 帝 国 の 実 （千葉市 藤本 豊）
としたら問題は解決する。医
学が進んでいるのになぜ入
ノツボミでした。抽選の結 れ墨が消せないのかと疑問
ルでも受付ＯＫです。
効）
果次の方が当選しました。 に思っている。（花園町 岩
※今月のアンケート
テーマ「あなたの 今月の賞金・賞品 【敬称略】
井秀夫）
☆一等賞＝１万円（ 名） ☆一等賞・ 万円＝森田一 貸借対照表
好きなお茶うけ」
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
めの食べ物を教えてくださ
い。
締切・令和 年４
日（当日消印有
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☆二等賞＝ 千円（ 名） 雄（小仲台）
国の借金は１千兆円を超
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン ☆二等賞・５千円＝大なぎ えているが、貸借対照表で示
眞理子（加曾利）大原奈津
ニクあほえん（５名様）
すと貸し方に１千兆円の借
江（小中台）
☆図書カード（ 名様）
金と書き、借方に１千兆円の
☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン 現金と書く。国は手に入れた
ニクあほえん＝広瀬幹生 現金で公共投資して国民に
トリンク滑走券（ 組）
（稲毛東）志村幸江（幕張） 現金が入る。政治家や国家公
宮崎五六子・上林昭一（磯 務員にも給料を払う。財務省
月号の当選者
月号の答えはサクラ 辺）本間京子（あやめ台） は国の予算が国債発行の借
☆図書カード賞・千円の図 金であり、ハイパーインフレ
書カード＝鈴木隆（高洲） にもならないと認めている
山浦瑞穂（花見川）山本信 のに、公共投資をすれば財政
夫（天台）
破綻と主張する。
☆アクアリンクちば賞・ペ
借金否定の共産主義なの
ア滑走券＝住村直希・北村 で経済成長が止まる。安倍前
けい子（高浜）宇都俊一（み 首相は消費税で収奪した現
つわ台）播摩公一（打瀬）佐 金を大企業の法人税減税に
久間亮（東千葉）。
使い、内部留保金が５百兆円
以上。 も溜まった。株主は外資と大
企業の持ち合いで、個人株主

.
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【クイズの応募方法】

あなたの好きなお茶うけ

3

3

3

①椎茸、まつたけ、なめこ。
②ローズ。
③足にはくもの。
⑤運動会で頭にまくもの。
⑦暑い季節
⑨戦がなくおだやかなこと。
⑪海が荒れること。
⑫かまどの内側に貼り付けて焼くインドなどの平焼きパン。

!
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今月のアンケート・テーマ
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↓タテのカギ
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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

→ヨコのカギ

20

②銀行
④花や草が生えている原っぱ。
⑥缶詰のまぐろ。
⑧東風。ひらがなで読んで下さい。
⑨湿気が多い。
⑩食材を切る時使う。
⑪春夏秋冬。
⑬集まっている人が別れる。
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