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読者通信
私は海外でロックダウンに
遭い半年間のステイ。1日で帰国できる
国から3日かけてやっと帰りました。成田
でのPCR検査・自宅での2週間の隔離も
初めての経験でした。
（PN.カニ枝）

朝日新聞の「天声人語」を
毎日楽しみにしています。「その通り!!」
と共感する時もあれば、古今東西の出来
事に想いを馳せる時もあります。知識が
深まる事は言うまでもなく、涙したり、
感動したり、怒ったり…
色々な感情があふれます。
（PN.天声人語）

サンキャッチャーを作って
つるしました。窓からの光を受けて
キラキラ、虹が広がります。虹を追いか
け、猫もピョンピョン。私の心も
ポンポン弾みまーす♡
（PN.夢みのり）

暗いムードになりがちな世の中ですが、そんな時こそ新たな発見や
楽しみもあるものです。制限がある中でも楽しんで生活されている方
からのコメントは心が温まります。おたよりありがとうございます。
柚がたくさん手に入りました。
ゆずジャム、すずみそ、ゆずサワー、
ゆずの種で化粧水を作りました。楽しか
ったし、体に良いと思います。
よく出来ました。
（PN.ランタン）

コロナ禍で友人・子供にも
会えない中、暇が出来たので一念発起
してガラケーからスマホに買い替えてス
マホ教室に通い始めました。受講者は私
と同じ高齢者4人。若い女性社員が分かり
易く教えてくださり、有益な時間を
過ごしています。
（PN.ヒロリン）

一輪車…孫への一年前の
クリスマスプレゼント。たまにしか
練習出来なかったので一人で乗れるまで
一年かかりましたが、やっと乗る事が出
来ました。じいじとばあばで大喜び︕︕
30年前の娘が一人で乗れた時よりも
嬉しいです。
（PN.nappaちゃん）

娘の妊娠を知り、この時期
不安を覚えましたが順調におなかは大き
くなり3月に出産予定です。世界中の妊娠
している女性達にエールを送りたいです。
Hurray!
（PN.アユコング）

コロナで自粛中の過ごし方を新聞で
見付け「般若心経」の写経を始めてみま
した。気持が落ちつきます。
（PN.SKK）

去年プレゼントで頂いた
シャコバサボテンの花が今年もまた
見事な花を咲かせてくれました。一株だ
ったものを二株に分けて、二株とも立派
な花を咲かせてくれました。何回も楽し
ませてくれる花を頂けて、感謝感謝です。
（PN.ワイちゃん）

私は74歳ソーイング教室を開講
しています。押し入れからミシンを
出してマスクを作り始めた方々、そのう
ちに何か服作りをと新しい受講者が増え
ています。ソーイングを身につけたらス
テイホームは楽しい。日々しまい込んで
いるミシンを皆様出してみませんか︖
（PN.fumi fumi）

昨年は未曽有の危機に直面し、
今もなお先が見通せない。昔の人のよう
に自然に対する畏敬の念をもって日々謙
虚に暮らすことの意味を考える時期
なのかと思うこの頃です。
（PN.タロ）

息子家族（孫三人）が
春節で一時帰国しましたが、
コロナ禍で戻れず我が家に12月初めまで
長逗留していました。12月4日に漸く
上海へ一家で戻っていきました。
（PN.ジージ）

夫婦登山を始めて22年。
昨年は混雑を避け、平日近場だけに…
花や景色を楽しみながらゆっくりと食事
が出来る低山登山も魅力です。下山後は
地元「名勝」に。石割山からの帰路に立
寄った田原の滝柱状節理が見事でした。
今年は孫と3776mへ︕︕
（PN.孫三人）

一陽来復はいい熟語です。
とてもいやなことばかり続いた後には
いいことがめぐってくる。人生は山あり
谷あり、長い年月には運、不運もありま
しょう。色々な営みの中から倖せを得る
ことになるのですね。めったに思うこと
がなかった熟語を改めて知って嬉しく思
いました。そして喜びや悲しみの想い出
がよみがえって、まさに一陽来復
だったと思っております。
（PN.ふんちゃん）

コロナ禍の中、家に居る時間が
多くなり、「蒸しパン」作りをしています。
「レーズン」や「さつまいも」など中に
入れるものを工夫して楽しんでいます。
レンジの中でふくらんでいるのを
見ると幸せを感じます。
（PN.みんと）

大長編サバイバルシリーズ

ピラミッドのサバイバル４

定価１１００円（税込み）

子どもたちに大人気「科学漫画サバイバル」シリーズのきょうだいシリー
ズ「大長編サバイバル」。古代遺跡の中でもその壮大さ、精巧さで多くの人の
心をとらえて離さない「ピラミッド」をテーマにしたシリーズの最終巻です。
階段状につくられたピラミッドを史上初めて設計したとされる古代エジプトの偉人、イム
ホテプ。ピラミッドの謎を解くためエジプトを訪れていたウジュ父子とガイドのムハンマド
父子は砂漠で砂嵐に遭い、偶然にもイムホテプが建造したと思われる幻のピラミッドの入り
口に到達します。
エジプトの歴史を変えるような発見はあるのか、4人の探検が始まります。古代遺跡の魅力
が満載のシリーズ、ぜひ4冊まとめてお求めください。

ユリ根とタイの
炊き込みごはん

ニラといり卵の
サラダ
1人分241kcal

塩分1.5g ▷10分

1462kcal

塩分4.7g ▷10分
＊の時間は除く

●材料
（2 人分）
ニラ
トマト
サラダ油
塩
Ⓐ溶き卵
塩、コショウ
Ⓑ酢
塩
コショウ
料理・大庭英子

1束
（100g）
1/2個
大さじ2
少々
3個分
各少々
大さじ1
小さじ1/4
少々

［ 作り方 ］
❶ニラは長さ3cmに切る。トマトは1.5cm角に
切る。
❷フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱
し、混ぜ合わせたⒶを入れて大きくかき混ぜ、
半熟状になったらボウルに入れる。
❸②のフライパンに残りのサラダ油を強火で熱
し、ニラをさっと炒めて塩を振る。しんなりし
たら②のボウルに加える。トマトとⒷを加えて
混ぜる。

撮影・木村拓

料理・大庭英子

ページのパズル 解答

アサヒオリジナル

はじめてのスマホで困ったときに開く本
Paso 編集部／編

●材料
（作りやすい分量）
ユリ根
1個
タイ
（切り身）
2切れ
米
2合
ミツバ
少々
酒
大さじ1
塩
少々
Ⓐ酒
大さじ2
塩
小さじ2/3

定価990円（税込み）

シリーズ累計263万部の朝日の「困った」
シリーズ最新刊。今回はスマホデビューが
テ ー マ。基 本 操 作 や
LINEアプリの使い方、
設定 方 法 からセキュ
リティー対策まで、あ
らゆる「困った」を解
決。Android スマホ入
門書の決定版。
【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。2月28日
（日）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、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。

撮影・木村拓

［ 作り方 ］
❶ユリ根は1枚ずつはがし、黒い部分はそぎ取
る。大きなものは縦半分に切る。ミツバは長さ
1cmに切る。
❷タイは骨を取り、厚さ1cmのそぎ切りにす
る。酒と塩をまぶす。
❸米は洗ってざるに上げる。炊飯器に入れて2
合の目盛りまで水を加え、Ⓐを加えて混ぜる。
②をのせ、ユリ根を散らして炊く ＊ 。器に盛
り、ミツバを散らす。

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

3月1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。

前号の答えはこちら
▼郵便

初めて挑戦する方は参考にしてみてください

▼FAX

042-645-9169

〒192-0034

八王子市大谷町397-1

▼メール

ＡＳＡ八王子東
わくわくだより 係

info@asa-wakwak.jp
▼LINE

ID：@870fkcsc

応募・注文用紙
氏名
ペンネーム
（

住所

八王子市

）

パズル
の答え

町

☎（

）

コメントを是非！
掲載は4月号です

応募と同時に
(P2)
ご注文
できます！
ご注文のみもOK！

本誌掲載
商品の
ご注文

中学受験合格手帳2021
(P4) 天声人語書き写しノート脳トレ版
(P4) 水のように

冊

(P4) 石原プロモーション 58年の軌跡

冊

冊

(P6) ピラミッドのサバイバル

冊

冊

次回は4月18日発行の予定です。
お楽しみに！！
〈発行〉

八王子市大谷町397-1

八王子東

☎0120-42-4537

