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第７１５号

■伝 言 板

言い間違い
エピソード

※新型コロナウイルス感染症予防のた
め、イベントが中止または延期となる恐

有料の催しは１枠5,000円（税別）で掲載。
無料の催しは無料で掲載
（無料掲載応募多数の場合は抽選になります。）
投稿はメール mainichi@bunya.ne.jp
FAX 04・7146・7313 まで
東葛毎日新聞社のお問い合
わせコンタクトフォームよ
り、『掲載依頼』を選択し、
内容と連絡先を記入の上、
申し込み下さい。
※無料掲載の場合の掲載有無は、新聞発行前の
お答えが出来ません。お手数ですが、紙面でご
確認ください。

れがあります。詳細は、各主催者にお問
い合わせ下さい。

●認知症本人から聞く認知症講座

どんな病気？ 認知症の人の気持ちを
知り、心暖かさ伝わる「ことば」を学ぶ。
◆11月12日㈭13時～15時。野田市総合
福祉会館（野田市役所隣り）
◆11月25日㈬13時～15時。流山市
向小金福祉会館（向小金2-192-2）
◇各回先着15人（予約可）参加費500円
問☎090・5509・5398（介護・認知
症の家族と歩む会）

●ヌマベクラブin手賀沼

●女性だけのお囃子会
「おとひめ連」披露会

日時：11月21日㈯10時～
おとひめ連のご披露と屋台囃子の演奏
会場：初石公民館ホール
無料、定員100人
問☎04・7154・1362（おおたかの
森お囃子会 中村）

●Ｔoneunga今年で130歳パネル展

10月7日～31日。
会場：運河駅ギャラリー(東部野田線運
河駅自由通路)。入場無料。通水130年
を記念して、利根運河を知らない方にも
知っていただくため分かりやすいパネル
で解説。

10月31日、11月1、7、8日。地元市
民と東大が連携。手賀沼の水辺で様々な
アクティビティが楽しめる。カヌー体験、
おやこヨガ、クイズラリーなど。
会場：手賀沼フィッシングセンター周辺
問☎04・7193・0331
（手賀沼アグリビジネス
パーク事業推進協議会）

●初めての利根運河クイズさんぽ〜
今年130歳のToneungaの歴史を知ろう

10月31日10時～12時。集合：運河駅
ギャラリー（運河駅→ビリケンさん、歴
史的な建造物などをめぐり、クイズで利
根運河を知る)対象：小中学生、親子参
加可（小学１～4年生は保護者同伴）
参加費300円、20人先着順。

問☎04-7153-8555（月火休館） 利根運河交流館

●杜のアトリエ黎明
プリザーブド＆アートフラワー作品展

１１月６日㈮～１５日㈰９時～１７時
※最終日１５日㈰は１５時まで※９日㈪
は休館。会場：杜のアトリエ黎明（流山
市流山６丁目５６２－２/流鉄流山線平
和台駅より徒歩８分)。
入館無料。
問☎04-7150-5750
管理事務所

●バリアフリー演劇鑑賞会

１１月１５日㈰１３ 時３０分開演（開
場１３時）会場：流山市文化会館ホール
出演：千葉県立野田中央高校演劇部。タ
ブレット端末による字幕表示・FMラジ
オを用いた音声ガイドあり。
※要申込：電話、ＦＡＸ、メール
☎04・7158・3462
ＦＡＸ04・7158・3442
メール kouminkan@city.nagareyama.chiba.jp

学生の頃は無知でしたので、とんでもな
い言い間違いをクラスの中でして、笑われ
たものです。
↑携帯の場合は、東葛毎日
相撲のこ とを話し てて、年 寄を「ね んき」、
新聞社のお問い合わせコ
ンタクトフォームのプルダ
張出大関を「ちょうしゅつおおぜき」、江東
ウン『読者のお便り』を選
区を「えとうく」、毒舌も「どくじた」…大勢
択し、内容とペンネームを
に笑われたことで、そのあと勉強をしたので、 記入の上、お送り下さい。
まあ今となってはよかったのかも。
（松戸市 まことさん ５８歳）
医療系で働 いているの で、うっ
かり「さようなら」「ごちそうさま」の
時、「お大事に！」と言ってしまう。
音読み、訓読みあるので
日本語は難しいです！
悪い言葉で はないので 、笑ってご
まかします。（柏市 モコさん ５２歳）
聞き間違いですが 、来生たかお
学校の先生に
の｢夢の途中｣とい う歌で、何度聞
「お母さん！」と言ってしまった
いても、♪都会は病気ざみの慌ただ
経験があります。スタッフ（お）
しさ～♪と聞こえ、小学生の頃、
「病気ざみ」って何だろう？と思って
いました。秒刻みでした。
（流山市 PRINCOちゃん 50歳）
うちの父と母はコロナ禍を「ころ
なう ず」 と今 だに 言っ てま すが 、私
は最近まで「あたたかく見守って下
夕焼け小焼けの赤トンボ～
さい 」を 活字 にす る時 、「暖 かく 」と
「おわれて」みたのは～♪
していました。正確には「温かく」で
と言う歌詞を
「追われて」だと
とても恥ずかしく思いました。
思ってませんか？
（板橋区 シノヅカさん 49歳）

「手 もち ぶさ た」を 「手 もち ぶた さ」
と言い間違えてしまいます。
「ぶ た」じ ゃな かっ たっ け、 と
いつも自分でツッコミ入れています。
（柏市 伊藤さん ５４歳）
かわいい
間違いだと思います♪

Ａ 柏レイソル

３名様

マスクストラップ

当たった方は
SNSで掲載もOKです！
『＃東葛まいにち』を
つけてアップしてね♪

B

ヨロン島の塩

じねん 150㌘

ね♪
いい よ
する

コロナ禍
「コロナカ」って
なかなか使わないので
読めない人もいるかも？

シュミレーションなのか シミュレ
ーションなのかいつも惑う 。
（八千代市 ハイジさん ３９歳）

たくさんの投稿
ありがとうございました！

simulation
発音してみましょう♪

読者のお便りは下記プレゼントの宛先まで。

Ｃ 大人のための粉ミルク

３名様

ミルク生活プラス

５名様

お試し便 スティック5本

美しい珊瑚礁に囲まれた鹿児島の離島
ヨロン島で生まれた海水１００％の塩

高たんぱく、高カルシウム

マスクにつける、マスクストラップ。

育児用粉ミルクを大人が
自分の健康維持を目的に
飲んでいる人がいるとい
うご意見から生まれた大
人のための粉ミルク「ミル
ク生活プラス スティックタ
イプ」より、ポスト投函で､
直接受取不要のメール便
対応商品を発売中！

粒が細かく、しっかりとした塩味があり
ます。

もうマスクの置き場所に困りません!
マスクの耳紐をナスカンに通すだけで
簡単に取り付けできます。

商品提供：柏レイソル

Ｄ 第79回企画展

いのち育む ブナの森

←観光協会
オンラインショップ
こちらでも購入可能

柏レイソル
オンラインショップ
ホームページ

4名1組 ５ 組様
招待券

５組10名様

キネマ旬報シアター

問

2020年10月31日㈯～
2021年2月7日㈰

問 ☎04・7125・8480

３組6名様

※土・日・祝日と特別興行は利用できません。
野田市中根 36-1 イオンＮＯＡ店３Ｆ

入場制限や臨時の休館がある場合がございます。詳細は、映画館にお問い合わせください。

応募方法

９時30分～17時（入館16時30分まで）
休館日：毎週月曜日、年末年始（12月28日～
1月1日）※10月31日㈯は正午から公開予定。
※11月23日、1月11日は開館し、翌日は休館。
※1月2日、3日は開館
※混雑時には、入場制限を行う場合があり。
博物館
平日のご来館をおすすめいたします。
ホームページ

イオンスペースシネマ野田

☎0120・369・592

ミルク生活
ホームページ

☎04・7141・7238

あ て先

Ｆ 映画招待券

茨城県自然博物館

健康食品（通販専用食品）に関して
お申し込み お問い合わせ

※シアター２・３専用
髙島屋柏店 ステーションモールＳ館隣り
入場制限や臨時の休館がある場合がございます。詳細は、映画館にお問い合わせください。



〜森のぬくもり もりだくさん！〜

Ｅ 映画招待券

受付時間 9時〜20時

土・日・祝日も承ります。（年末年始を除く）

〒277－0843 柏市明原2ｰ3ｰ14ｰ203

「東葛毎日プレゼント係」
FAX：04-7146-7313 Eﾒｰﾙ tokupre@bunya.ne.jp
「東葛まいにち」ホームページからも応募可。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。

①希望賞品記号（第３希望まで）②氏名（ふりがな）③年齢④〒⑤住所⑥電話番号⑦読
者のお便り▷『テーマ：自由』または、『紙面へのご意見・ご感想』①～⑦までを記入して、
はがき、ＦＡＸ、メール、ホームページの応募フォーム、いずれかでご応募を。
※応募によって得られた個人情報は、賞品の発送と、『読者のお便り』のみに利用いたします。
※⑦の回答を紙面で紹介させていただくことがあります。匿名希望の場合はペンネームをご記入ください。

20２０年

11月１３日
必着

↑応募用
QRコード

