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お電話でお問い合わせください

第一部　狂言「因幡堂」（大蔵流）山本則重・則秀
たくましくわわしい女と、それに抵抗しきれない弱気な夫の、
離婚をめぐる策略が笑いを誘う。

第二部　狂言「二人大名」（大蔵流）山本則孝・則重・則秀
はじめ威張っていた大名が、後に立場が逆転して鳥や犬の真似を
させられる。大名たちが自分の置かれた状況を忘れてだんだん興
に乗って真似をする様子が見もの。

令和 2 年

3 月 20 日（祝）
開場 10：00
開演 10：30
会場 八王子市学園都市センター
　　 イベントホール
　　  （八王子スクエアビル 12F)

司会 ： 観世流シテ方能楽師 鈴木矜子
定員 ： 200 名
入場料 ： 2000 円
支払方法 ： （※複数名おまとめ可）
郵便局備え付けの 「払込取扱票」 をご使用ください
振込先口座番号 [00130-0-768155] 加入者名 [ 能を楽しむ会 ]

お申込み ・ お問い合わせ ： 090-3474-5444 （担当 高野）

< 前号の漢字ぐるぐるパズル >

６ページのパズル
前号の漢字ぐるぐるパズル 解答解答

大長編サバイバルシリーズ    古代遺跡のサバイバル２大長編サバイバルシリーズ    古代遺跡のサバイバル２

秦の始皇帝陵編２ 秦の始皇帝陵編２ 定価1100円（税込み）定価1100円（税込み）

　「科学漫画サバイバルシリーズ」の世界観が長編ストーリーで展開される

「大長編サバイバル」最新作、「古代遺跡のサバイバル」。アマチュア考古

学者のパパと息子のウジュが世界の古代遺跡の謎に体当たりで挑むシリーズの第２巻です。

　広大な中国を初めて統一した始皇帝の棺が納められているという地下宮殿。その謎を探る

べく始皇帝陵の周辺を探索していたパパとウジュ、ガイドのミナは突然の地割れに巻き込ま

れ、地下空間に落下。大量のガイコツ、落とし穴に弓矢の自動発射装置――さまざまな障壁

を乗り越え、鉄壁の防御を誇る地下宮殿に侵入をはかる３人。

　史実とファンタジーが入り混じる手に汗握るストーリーが展開されます。歴史の魅力に心

躍らされる1冊です！
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昨年1年も色々ありました。
人生の転機も経験したし、黒猫が家に

遊びに来るようになり、毎日はりあいが
出てきました。近所のワンちゃんたちとも
友達になることができて、とても楽しいで
す。八王子に引越して来て約9年。とても
住みやすく、静かで緑多く、理想の生活を

送れています。健康に気をつけて、
長くこの生活を続けたいです。

（PN. ワイチャン）

スポーツクラブにデビューして、
はや3ヶ月。ヨガ・ズンバ・筋トレと

色々挑戦しておりますが、私より2～３周
り上の方々に驚きです。キレッキレッで
ズンバを踊るおば様、100kg超えのバー
ベルを持ち上げるおじ様。あんなふうに

なりたいと憧れる三十路でした。
（PN. マリー）

　夏に毎年何輪もの花を咲かす
「月下美人」が、昨年は温かい日が

続いたせいか11月に入って、初めて一輪
のつぼみが付き、開花まで行くか心配して
いましたが、12月に入って寒さに負けず

きれいな花が咲いてくれました。
裏返せば、これも地球温暖化の

影響でしょうか。
（PN. シンバ）

2019年は長年の夢でした
「パッチワークキルト作品展」を

故郷で開催。同級生の皆様の支援を受け
大・大・大盛況 1,200名の来場者に感激
しました。同級生との企画は、2019年の

流行語大賞「ONE TEAM]そのもの。
記念の年になりました。

（PN. fumifumi）

孫たちへのXmas
プレゼントは昨年も自分の好きな

本を二冊。小学二年の男の子が選んだ本は
「コンピューターとプログラミング」

むずかしい専門用語も苦もなく理解する8才
の頭脳。説明されても理解できないじじたち…

ばばが一言「令和だね～」　納得。
（PN.  孫三人）

高校に入り、やっと自分の
好きな事を親に文句を言われずに
出来るようになった。最高︕︕

（PN. レイ）

夏祭りですくった金魚が
4ヶ月になりとても大きくなりました。

これからどのくらい成長するのか
楽しみです。

（PN. 金魚のチコ）

インフルエンザ予防にと、
家でも外出先でも必要以上に手洗いを

心がけているが、近頃出先での洗面台が
センサーで、自動に石けんや水が出てく
る所にイラッ︕︕とする。仕上げに濯い
でいても石けんが出て来るし、またその
逆もある。網に入って蛇口にぶら下がっ
ていた、あの黄色のヤツラは今はどこに

行ったら会えるのだろう。
（PN. KIYOSHI）

仕事を退職してから、体力
維持のため街道歩きをはじめました。

2019年は水戸街道と奥州街道を踏破する
つもりでしたが、奥州街道はあとすこしの
ところで、白河まで行けませんでした。
2020年は奥州街道を踏破し中山道を京都 
　からもどりはじめようかと思っています。

（PN. はるちゃんのジージ）

この時期になると、ベランダ
から富士山を見る日数が多くなり、

真っ白な存在感のある泰然自若とした富
士山に元気をもらっています。

（PN. SKK）

初めて地植えにした酔芙蓉が
全部で321個の花を咲かせました。

朝純白だった花が昼頃にピンク、夕方に
は赤になる直径13cm超の不思議な花を

今年も是非咲かせたいと思います。
（PN. 花いちもんめ）

暖冬とは言ってもやはり寒い日が続いていましたが、
そろそろ春の訪れを感じられる季節になってきました。
今年の目標や配達員への温かいお言葉をたくさん頂戴
しております。コメントありがとうございます！

後期高齢者になり、いつ何事が
起きても慌てふためく事のないよう、

終活ノートを作成。又、身の回りの整理を
と、大量の着物、帯、他を断捨離する事に。

現在着る物と、処理する物を仕分け、
迷いながら日々奮闘中︕︕

（PN. 迷いおばさん）

12月14~15日に
宇都宮・栃木に登山と

　　観光に行ってきました。　　　　
　登山道はやはり結構荒れていましたが、
地元の方の尽力で通れるようになってい

ました。翌日栃木市に入り観光していると、
散歩している人から橋の欄干に残っている
枯草、プラ容器等が台風時に水が来ていた
跡だと聞きました。巴波川の氾濫で一帯は
床上床下浸水で被害が大きかったようです。
大きな河川の氾濫被害の報道は聞くの
ですが、こういう情報は届かないのが
実態です。　　　　　　　　　　　　
観光客が戻ってきているというのを

よろこんでおられました。
（PN. ちゃむらび）

読者通信読者通信

先月から卓球の同好会に
今月からゴルフのレッスンスクールにと、
とにかく元気な高齢者を目指して足腰腕

を鍛えるべく頑張り中です。
上手になるかどうかはさておき、汗を流

すのはとても気持ちいいです。
（PN. びびコロ）

友人と会うために電車に
乗ったらすぐ近くに外国人の若い

男性がスマホと電車の路線図を見ながら
何やら困った様子。きっと何か聞かれる
かも、思っていたらやっぱり画面を見せ
られた行き先がちょうど私の行く方向と
途中まで一緒だったのでドキドキしなが
ら単語を並べて説明し、一度乗り換えな
がら目的の電車に乗りました。　　　　
私は一足先に降りてしまったのですが、
このまま乗っていれば大丈夫、と手ぶり

身振りとカタコトの英語で終わりました。
今は外国の方が沢山いらっしゃいますね。
言葉がわからないまでも。必要な時は何
かお手伝いできれば、と思いました。

（PN. コアラッコ）

一昨年生まれた初孫がもう
二才半。お話が上手になりました。
孫とあちこち一緒に出かけたいので

今年も健康で過ごしたいです。
（PN. マッツ）
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何事も上手に対応でき、頼りにされる場
面が増加。信頼度が高まり、今後の対人
関係にプラスになるので、なるべく引き
受けて。イメチェンは大吉。懸賞運あり。
全体運★★健康運★★金運★★★

タイミング良く必要なものが見つかりそ
う。不便を感じているものは買い替えを。
雑学や流行に触れると、対人面で役立ち
ます。日帰りで楽しめるスポットが吉。
全体運★★健康運★★金運★★

誤解やすれ違いが生じやすい時期。伝え
るときは口頭プラス文面で。見る目が鈍
るので高価な買い物は見送るのが吉。休
日はミュージカル映画や舞台鑑賞を。
全体運★健康運★★金運★

思うように進まないことが多く、いら立
ちがち。正しい意見でも強い口調は×。
時間をかけて説得を。買い物は価格では
なく、機能や使い心地を優先するように。
全体運★健康運★★金運★

レジャーやイベントが楽しめる好調運。
この季節ならではのものを探して。悩み
は同世代の人に相談すると解決が早いは
ず。ビジネスマン向けの雑誌にツキ。
全体運★★★健康運★★★金運★★

知識や技術を生かし、活躍できるとき。
長年続けたことで表彰される可能性も。
レジャーはグループで楽しめる人気プラ
ンを選べば間違いなし。筋トレが吉。
全体運★★★健康運★★★金運★★

疲れやすい暗示。栄養バランスと生活リ
ズムには注意を払って。仕事や学びにつ
ながることに幸運があります。博物館や
講演会に出かけて。リサイクルの活用を。
全体運★★健康運★金運★★

周囲とペースが合わず、お互いに困る事
態が発生。役割分担や仕事の期日を明確
にするなどの対策を。休日は自宅で友人
や家族と、食事やゲームを楽しんで。
全体運★★健康運★★金運★

クリエーティブな能力が高まるので、企
画を考えたり、芸術活動をしたりすると
高評価を得られそう。この時期知り合っ
た人は有益な情報をくれるので大切に。
全体運★★★健康運★★金運★★

要望を率直に伝えるとかないやすいと
き。意外な人と趣味が合うことがわかっ
て、交友関係が広がりそう。金銭面はネッ
トやキャッシュレスの活用が◎。
全体運★★★健康運★★★金運★★★

心身ともにスッキリしないことが増え、
集中力が欠けそう。人に任せられること
はお願いし、リラックスする時間を多く
取るように。懐かしいものにツキあり。
全体運★健康運★金運★★

放置していた問題が浮上。苦手な人との
接触も多いよう。慌てず冷静に対応すれ
ば解決できるはず。健康は冷えや凝りに
注意を。毎日のストレッチを心掛けて。
全体運★健康運★金運★★

「男はつらいよ」50周年記念作品「男はつらい 
よ50 お帰り 寅さん」が、2019年末に公開され 
た。16年夏に発行した「寅さんの向こうに」の 
増補改訂版として、シリーズ50作目の節目にあ 
わせ、新たなイメージで刊行。

　

週刊朝日ムック
増補改訂版　寅さんの向こうに　
男はつらいよ 50周年　わたしの寅さん

定価1100円（税込み）

はがきに〒住所、氏名、年齢、電話番号、書名を明記し、
〒104-8011（所番地不要）朝日新聞 出版宣伝プロモー
ション部宣伝課「ミニコミ」係へご応募ください。
2月29日（土）消印有効、3 月上旬発送。当選者の発表は
発送をもってかえさせていただきます。 
＊はがきをお送りいただいた皆さまの個人情報は、厳重な管理
の下、朝日新聞出版の商品紹介に利用させていただきます。

【応募方法】

［ 作り方 ］
❶ダイコンはピーラーでリボン状に削る。油揚
げは幅1cmに切る。
❷鍋にだしを入れて中火にかけ、煮立ったらⒶ
と①を加える。ふたをして4分ほどダイコンが
やわらかくなるまで煮る。器に盛り、ユズの皮
を飾る。

●材料（2人分）
　ダイコン   300g
　油揚げ   2枚
　だし   2カップ
　ユズの皮（せん切り）   少々
　Ⓐしょうゆ   小さじ1
　　みりん   大さじ2
　　塩   小さじ 1／2
料理・大庭英子 撮影・木村拓

ダイコンと
油揚げの煮もの
1人分200kcal　塩分2.2g  ▷10分

［ 作り方 ］
❶クレソンは穂先から4cmでひねり、根元の葉
を摘む。塩少々（分量外）を入れた熱湯で軸
を30秒ゆで、冷水にとって水けをしぼり、長さ
4cmに切る。穂先と摘んだ葉を10秒ゆで、冷水
にとって水けをしぼる。
❷シメジは石づきを取ってほぐし、①の熱湯で
5分ゆでてざるに上げ、粗熱をとる＊。
❸ボウルにⒶを入れて混ぜ、①と②を加えてあ
える。

クレソンと
きのこのゴマあえ

●材料（2人分）
　クレソン  　 100g
　シメジ   1袋
　Ⓐだし（または水）    大さじ1
　　白すりゴマ   大さじ3
　　砂糖   大さじ 1／2
　　しょうゆ   大さじ1
料理・大庭英子 撮影・木村拓

1人分111kcal　塩分1.3g  ▷10分
＊の時間は除く



　〒192-0034
八王子市大谷町397-1
ＡＳＡ八王子東 
 わくわくだより係

ＦＡＸでのご応募
042-645-9169
　

メールでのご応募
info@asa-wakwak.jp

住所

氏名

電話

八王子市

ペンネーム（  　　　　　　　　）

2月号漢字ぐるぐるパズルの答え

コメント
を是非！→

リストの漢字を白マスに入れて漢字しりとりを完成させてください。
リストに残った四つの漢字でできる熟語が答えです。

医一温画
会感機計
合子紙事
尺勝場食
人水生先
前足体中
柱長度道
内日品分
報八洋乱
流

リスト

パズル製作：マジックスタジオ（http://www.magic-studio. jp/）

難易度
★★★（上級）

真 冬 本 物 用
百 期 予 案

途 洋 菓 飛
不 気 科 行

算 負 心 氷
教 薬

時 必 手 不
排 活 学 事

（ペンネームは敬称略）
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〈 石 川 町 〉

〈宇津木町〉

〈 大 谷 町 〉

〈 暁 町 〉

〈 石 川 町 〉

〈宇津木町〉

〈 大 谷 町 〉
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◆郵便(葉書・封書）またはFAXでの
　ご応募は下の応募用紙をお送りください。

◆メールでのご応募は件名を「わくわく
　だより」とし、本文に応募用紙と同じ
　項目を必ずご記入ください。

◆賞品は締め切り後に発送をし、解答と
　当選者は次号に掲載いたします。

◆消せるタイプのペンは使わないでください

　応募締切　2月24日（月）必着

今年初の「わくわくだより」いかがでしたか。
とは言っても、すでに年明けからひと月半も
経過しています。隔月発行ゆえ、タイムリーな
話題が提供しづらく、ご迷惑をお掛けします。

もうすぐ出会いと別れの季節ですね。今回募集するコメント
のテーマは「○○からの卒業」「素敵な出会い」です。
もちろんそのほかの話題も大歓迎！お待ちしています♪

今年初の「わくわくだより」いかがでしたか。
とは言っても、すでに年明けからひと月半も
経過しています。隔月発行ゆえ、タイムリーな
話題が提供しづらく、ご迷惑をお掛けします。

もうすぐ出会いと別れの季節ですね。今回募集するコメント
のテーマは「○○からの卒業」「素敵な出会い」です。
もちろんそのほかの話題も大歓迎！お待ちしています♪
次回は４月１９日発行の予定です。お楽しみに！！次回は４月１９日発行の予定です。お楽しみに！！


