難易度

難易度
★☆☆（初級）
1～9の数字を白マスに入れて、表を完成させてください。
二重線で囲まれたマスの値を足した数が答えです。
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リ キ ン カ ラ ア イ

解き方
① タテ、ヨコのすべて
の列と、太線で囲ま
れた3×3のブロック
に、それぞれ1から
9までのすべての数
字が一つずつ入り
ます。

② すでにある数字をヒ
ントに、1から9まで
の数字で白マスを
埋めていきます。

③ タテ、ヨコの列と、

2

7

ナ シ ハ ウ フ ミ ザ

② 上から下、下から上、左から
右、右から左、上から斜め下、
下から斜め上と言葉を拾うこ
とができます。
同じ文字を2回以上拾う場合
もあります。

キ フ チ イ ト ホ タ
ユ ヨ キ ヤ グ イ ワ

③ 残った文字を上段から下段、

ウ ヤ カ ン ワ ル シ

左から右へとつなげた言葉が
答えです。

ス タ ト ス ポ ン ジ
テーマ

リスト

台所用品

アルミホイル
カンキリ(缶切り)
キユウス（急須）
クシ (串)

チヤワン (茶わん)
サラ (皿)
ザル
トイシ ( 砥石 )
シルワン (汁わん) トング
スポンジ
ハカリ(はかり)
ハシ
タワシ

フキン (布巾)
フルイ (ふるい)
ホウチヨウ (包丁)
ムシキ (蒸し器)
ヤカン

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

砂漠で五輪が開けませんか？

朝日新聞論説委員
西山 良太郎

1万人以上が参加。終わって

競技場などのインフラ整備

年前

中東の国カタールが2032

や大会の運営には建設労働者、

新聞の小さな記事に

年以降の五輪招致を目指すと

巨大イベント経験者など国外

14

みれば驚きの成功でした。

報じていました。ああ、この

の人材を積極的に招き、先端

の記憶がよみがえりました。

国はあきらめていなかったん

技術も迷わず導入。もてなし

も含め多様な工夫に感心しま

16

だな、と。

秋田県ほどの国土の大半を

した。スポーツに親しむ環境

が少ないイスラム女性への影

年、

年大会に続けて立候補して、

響もありました。「次は五輪

20

砂漠が占めるこの国は

いずれも1次選考で脱落。理

を」と関係者がこぞって口に

した姿が記憶に残ります。

由は単純ではないけれど、日

度を超える7月

い五輪をどう改革するのか。

中は気温が

近年の開催地選びは巨額の

考えるべきはテレビ依存の収

40

肥大化が限界まで進み、ご

放映権料を支払う米国のテレ

益構造を変え、より多くの都

や8月に開催できないことは

ビ局に配慮し、プロスポーツ

市に開催の可能性を広げる手

く一部の大都市でしか開けな

の閑散期となるこの時期が優

法。カタールの再挑戦は、五

大きな理由の一つでした。

先されてきたのが現実。落選

けています。

輪開催の意義を改めて問いか

年のアジア大会です。

は門前払いの印象すらありま

した。

万人の小国で中東諸国

06

この国が五輪を深く意識し

たのは

人口

月の開催

の政治的な対立やテロの不安

を超える国と地域から選手

も指摘されながら、

に

12

ナナメ、一直線で文字を探し
ながら文字を消してください。

＝

80

解き方
ヨコ、
① リストを見ながら、タテ、

ク カ ム サ ホ ル マ

3×3のブロックに同
じ数字は重複して
入りません。

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

40

★☆☆（初級）

読者通信

沢山の配達員への労いのお言葉に励まされております。
また、新型コロナへの不安や不満、終息を願う声が多く
届いています。早く平穏な日々を取り戻したいですね。

自粛中の5月、近所のスーパーで
買った百日草の種。どうも切り花用だっ
たらしく、7月まではどんどん大きくなり
背たけほどになっても花は咲きませんで
した。8月になって、たくさんの大きな花
を咲かせるようになりました。切り花に
して部屋にかざっています。
（PN.はるちゃんのじいじ）

今年は誕生日プレゼントとして
自転車（クロスバイク）をもらった。
丁度コロナ禍で体育館での筋トレもでき
なくなり、仕方なくもっぱら多摩川の土
手をサイクリングしている。羽村の堰、
府中郷土の森さらに二子玉川などにも
足を伸ばしてエンジョイしている。
（PN.Qチャン）

7月の雨降り、8月の猛暑
で畑や庭の野菜も大変でした。
でも庭のブルーベリーが がんばって今、
ジャム作りにはげんでいます。果物が苦
手な息子もジャムならヨーグルトに入れ
て喜んで食べています。
（PN.海ちゃん大好き︕）

今夏はコロナと熱中症の
ダブルパンチで外出が思う様にでき
ませんでした。日頃できなかったパッチ
ワークに挑戦。やりかけの物が多々あり
仕上った時の喜びは想像以上でした。
”継続は力なり”を実感しました。
（PN.ヒマワリ）

おばのお墓参りに行くと
不思議と他のおばやおじも同じ時間に
お墓で会います。おばが天国から、皆を
ひきあわせてくれているのでしょうか。
皆の元気な様子を確認できて安心できま
す。もうしばらく元気でいられるよう
おばに見守ってもらいたいです。
（PN.ワイチャン）

一輪車乗れるよ～
在宅時間の増えたパパと多摩川堤を
夕暮れまで元気に遊んでいる小三と小二
の自慢顔です。木立の中からは「せみ、
いっぱい獲れたよ～」女の子（年長組）
のかわいい弾んだ声も。日々進化を続け
る孫達三人。仲良くコロナに負けず
いっぱい遊べ～
（PN.孫三人）

5才の孫が来て、花火をしました。
去年までこわがっていた孫が楽しく、き
れいと言って喜んでしました。来年は少
し大きい花火と思いますが近所にけむり
など行くので無理でしょうね。コロナで
自粛している時の楽しい夜でした。
（PN.星ちゃん）

コロナがなければ今頃は
選抜高校野球、オリンピック
の応援で盛り上ってたと思います。
今の楽しみは長女の1才の男の子（孫）。
かわいいしぐさに癒されています。
後テレビの野球観戦でご贔屓のチームを
声を上げて応援してます。
（PN.なっちゃんママ）

前回のプレゼントに当選した者です。
ピンク色の素敵なお花をありがとうござ
いました。思った以上に大きな鉢で送ら
れてきたのでとても驚きました。
（プレゼントに本気を感じました）
Asahi WeeklyのSay It Rightのいつ使う
かわからない英文のセンスが
面白くて好きです笑
（PN.ももにこ）
ステイホームの下、無聊の
毎日ですが、気付けば新聞を大変
丁寧に読んでます。新聞は、あらゆる知
識の宝庫であり、私にとって、一日も
欠かせぬ貴重な長編読物です。
（PN.R子さん）
埼玉に3才と1才の孫がいます。
コロナの影響でお正月以来会えません。
時々写メールが届きますが、やっぱり
直接会って抱きしめたいな︕︕
（PN.えこちゃん）
庭でプールと花火を堪能した孫が帰り
ジジババのおくれ盆です
（PN.エイチャン）

パズルを待ってました。
ワクチンも待ってます。
（PN.ミロマルチ）

科学探偵

謎野真実シリーズ

科学探偵VS.暴走するＡＩ〔前編〕

い

”コロナ去ね
穏やか欲しき
卒寿なる”
コロナの居座りで子供にも孫にも逢う
ことが出来ません。早く治まってくれる
ことを願っています。
（PN.ワコタン）

定価９７９円（税込み）

累計15万部の子ども向け本格科学トリック小説「科学探偵 謎野真実」シ
リーズに、最新刊が登場しました。今回の相手は、進化した知能をもつ「ＡＩ
（人工知能）」。シリーズ初の前後編で、謎野真実が最強の敵に挑みます。
真実たちの住む花森町が「ＡＩモデル特区」に指定され、花森小の児童や住人は1人1台タ
ブレットが支給されます。そこに搭載された次世代ＡＩ「ゼウス」により、町の人たちの生
活は一変。ＡＩの便利さに子どもたちも大喜びしますが、謎野真実は1人距離を置きます。そ
んな真実の周りで奇妙な出来事が起こりはじめ、やがて町中の人が真実を狙うように――。
登場人物と一緒に謎解きを楽しみながら、ＡＩについても詳しくなれる1冊です。

５ページのパズル 解答

週刊朝日ムック
突然死んでも死なれても困らない
もっと知って、ずっと安心

新・死後の手続き 完全ガイド

定価1000円（税込み）

誰にでも死は唐突に

10.1～
10.31

感情の起伏が激しいとき。運動したり友
人と食事をしたり、こまめに気分転換す
ること。節約しようと頑張りすぎると逆
効果。たまには自分にプチご褒美を。
全体運★健康運★★金運★

様々なことに私情を挟みやすいので要注
意。苦手な相手でもいいところは認めて。
体力向上を意識して、筋トレとスタミナ
料理を。クチコミ情報は◎
全体運★健康運★★金運★★

行動で自分の意志を示すように。間違っ
てもやり直せば OK。生活習慣をしっか
り見直さないと、大きく体調を崩す恐れ。
ずっと欲しかった物が入手できそう。
全体運★★健康運★金運★★

鋭い観察力で周囲を的確にフォローで
き、感謝されそう。やりがいのある仕事
を任される場面も増加。休日は歌やダン
スを楽しんで。買い物は個人経営の店で。
全体運★★★健康運★★★金運★★

交友関係が活性化。こまめに連絡を取り
合い、様々な情報を入手して。正しい姿
勢と歩き方を意識すると、ボディーライ
ンに好影響。趣味に散財しすぎる傾向が。
全体運★★★健康運★★★金運★

集中力に欠け、重要なことを忘れて慌
てる恐れあり。 確認作業は二重三重に。
内臓が疲れ気味なので食事メニューの見
直しを。新しい節約術は効果が高め。
全体運★健康運★金運★★

あいまいな返事は自分を窮地に追い込む
ことに。イエス・ノーは明確に。ずっと
同じ姿勢でいたり目を酷使したりしがち
なので注意。チャリティーグッズにツキ。
全体運★健康運★金運★★

状況が変化しやすく緊張感が続くこと
に。人に頼めることは任せてしまったほ
うが安全。間違った健康法をしていない
か確認を。高額の買い物は後悔の元。
全体運★健康運★金運★

芸術に触れる時間を増やすと充実。オリ
ジナル作品を応募すると入選の可能性あ
り。ネットでずっと探していた商品を入
手できそう。ダンスにツキあり。
全体運★★★健康運★★★金運★★★

復活チャンスに恵まれるとき。心残りが
あることに向き合うと、今度は達成でき
そう。運動時間を増やすと、体がより動
くように。リサイクルやフリマにツキ。
全体運★★★健康運★★★金運★★★

目標をしっかり設定して行動すると、メ
リハリがついて達成しやすくなります。
持病が悪化しそうですが、徹底的に向き
合うと全快するはず。くじや懸賞にツキ。
全体運★★★健康運★★金運★★★

実力を示すことができ評価が上昇。希望
部署に異動する好機にも恵まれそう。運
動不足が不調の原因に。こまめに体を動
かせば OK。金運は低調。計画を立てて。
全体運★★★健康運★★金運★

訪れます。そして死に
は必ず煩雑な手続きが
伴います。本書はそれ
をわかりやすく徹底解
説。自分の死後、愛す
る肉親を困らせないた
めのエンディングノー
トつきです。
【応募方法】

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。10月31日
（土）消印有効、11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、朝日新聞出版が厳重
に管理のうえ、当選者への発送のほかに、朝日新聞出版の商品のご紹介
に利用させていただきます。

何が
届く
か

み♪
し
お楽

クイズ正解者の中から
クイズ正解者の中から

抽選で25名様に
抽選で25名様に

〝季節のお花″
プレゼント
郵便 (葉書・封書）・FAXでのご応募
✿下の応募用紙を下記宛先に送る
✿消せるタイプのペンは使用禁止
✿切手代は 葉書63円 定型封筒84円
メール・LINEでのご応募
LINEは
✿件名は「わくわくだより○月号」にする(文頭に
)
✿応募用紙と同じ項目を必ず全て記入

応募締切

10月26日（月）必着

厳正なる抽選を行い、当選者を決定します。当選者の
発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
▼FAX

▼郵便

〒192-0034

八王子市大谷町397-1

ＡＳＡ八王子東

わくわくだより係

042-645-9169

前号の答えはこちら

初めて挑戦する方は参考にしてみてください

▼メール

info@asa-wakwak.jp
▼LINE

ID：@870fkcsc

住所

八王子市
氏名
電話
10月号漢字ぐるぐるパズルの答え

（

コメントを是非！
ペンネーム
掲載は12月号です

）

なんと今年も残すところ2か月余りです。
2020年は日本だけでなく世界各国において激
動の年になってしまいました。近年の天災は
今までの常識では通用しないことが増えてき
ていますが、感染症の恐ろしさも身近な脅威
として感じられたことと思います。こういう
時にこそ「あたりまえ」だったことの有り難
さがわかりますね。日々の何気な
い出来事に感謝したいと思います。

次回は12月20日発行の予定です。お楽しみに！！
〈発行〉

八王子東

八王子市大谷町397-1

☎0120-42-4537

