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（令３元年）３月３１日（水）（６）

第７２０号

西洋占星術と四柱推命をベースにした占いで
あなたの困りごとにお答えします。

新連載

ホームページ

柏レイソル
オンラインショップ
ホームページ

Ｂ ニューオークボ

５名様

パスタの詰め合わせ

低温でゆっくり乾
燥、熟成させてい
るのでデュラム小
麦の豊かな風味
と旨味が、おいし
さの秘密です。

Q

主人（1956年1月28生まれ）が個人事業を始めて5年目
です。やっと安定した収入が得られるようにな
りましたが、後継ぎもいないのでいつまで会社
を続けるか悩んでいます。ある程度の年齢で会社を畳み、
老後を楽しみたいのですが…。
アサコさん（63歳）女性 1958年10月30日生まれ

A

ご主人は優しくて差別を嫌う真面目で誠実な方です
ね。2021年は今までのがんばりや苦労が報われるよう
な出来事が多く、実りの多い年になるでしょう。若い
頃からプライベートよりも仕事にやりがいを感じる傾向にありま
せんか？その場合、早めのリタイアはおすすめしません。
運気的に2021年、2022年は物事がうまく進みますが、2023年か
らの3年間は注意が必要です。この3年間の間に何か大きなことを
決断するのは避けてください。したがってリタイアを決断するの
は2026年以降が良いでしょう。もしくは運気の良い今年か来年の
上半期までに「〇〇歳までは会社を続ける」と決めてしまっても
いいですが、お金と健康のために生涯働く気持ちも大切です。
今年で65歳とのことでお二人ともまだまだ現役世代です。お仕
事を続けながらでも出来る夫婦で楽しめるような趣味を見つけ、
仕事もプライベートも充実した日々をお過ごしください。

Ｃ 特別展
「大地のハンター展 〜陸の上にも4億年〜」

国立科学博物館（東京・上野公園）

9時〜17時（入館は16時30分まで）
※開館日・開館時間を変更する場合があります。
【休館日】
月曜日※ただし、3月29日㈪、4月26日㈪、
5月3日㈪㈷、24日㈪・31日㈪、6月7日㈪は開館。
★入場方法
ご入場されるすべてのお客様は公式サイトより

事前予約（日時指定）が必要です。

ホームページ

デイノスクス 生体復元モデル

※開館時間や休館日、予約方法等の詳細は
問 ハローダイヤル☎050・5541・8600
公式サイトにてお知らせいたします。

Ｄ

映画招待券

５組10名様

キネマ旬報シアター

※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

Ｅ

３組6名様

映画招待券

イオンスペースシネマ野田

※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

☎04・7141・7238

問 ☎04・7125・8480

〒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。

20２1年

４月１３日
必着

※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。

応募方法

〒277−0843 柏市明原2ｰ3ｰ14ｰ203
「東葛毎日 占い 係」
までハガキでご応募か、
メール（mainichi@bunya.ne.jp) または
↑応募フォームのプルダウンメニューの『占い応募』を選び、必要事項明記の上送信。
お待ちしております♪

５組10名様

2021年3月9日㈫〜6月13日㈰

あ て先

❶氏名❷性別❸ペンネーム❹生年月日
（分かれば生まれた時間も）、
❺生まれた場所、❻占って欲しい内容を明記の上、

※ニューオークボ
の記事は４面に！

ホームページ

問

あなたのお悩み、相談事をお寄せください。

折坂麻理江

ミミコの占い人生相談

19
＋
280

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♪

３名様

賞品提供＝柏レイソル
サイズ：W50㍉×H80㍉
（ナスカン部分含む）

子 ど も の広 場 ゆ う び

↑投稿はこちら

でも人 生は長い

応援歌アクリルキーホルダー

最初の選択

まもなく新年度︒春からの新生活に向け︑期待や不 中 学 まで不 登 校 だった 場 合︑
﹁せめて高 校からは行

安を感じている人も多いと思います︒子どもたちにと かなきゃ﹂というプレッシャーを子どもたちから痛い

って︑
いわゆる義務教育である中学を卒業した後︑ど ほ ど 感 じま す︒大 勢の人 が選 ぶ 高 校 進 学 だ けれど︑

〇〇したい﹂のような立派な志望理由はなくてもい

文 部 科 学 いるかどうか︒通ってみようという意欲が沸いている

のような進路を選択するかは︑﹃人生最初の選択﹄と 自分にとって本当に必要かどうか︒﹁高校に行ったら

月

10

現在日本では通信制を含め︑高等学校等進学率は いと思います︒なんとなくでもその学校を気に入って

10

言えるかもしれません︒

％ を 超 えるそ うです︵ 令 和 １ 年

省︶
︒ゆうびでもここ 年ほどは︑サポート校︑定時制︑かが重要です︒﹁周りが皆行っているから﹂﹁高校にも

通信制などを含めた高校に︑現役で進学する子が圧 行けなかったらやばいから﹂など後ろ向きな気持ち

倒的多数︒それ以外の道を選ぶ子はやはり少数です︒ で決めると後々が心配です︒

にあれでよかったと思える日がくるかもしれない︒そ

んな子どもたちの人生の選択を︑私たち大人も︑長

高 校 進 学の道︑またはそれ以 外の道︑どちらを選
◆未くん︒中学卒業が迫り︑きょうだいの通った高校
んだとしても人生これで決まるわけではありません︒
を見 学に行くが﹁自 分には合わない﹂と受 験せず︒そ
やってみなければ分からないこともあるし︑失 敗 す
の後のんびりとゆうびで過ごしアルバイトを始める︒
ることもある︒失敗だったと思っても何年も経った後

現在は障がい者施設の職員︒

97

Ａ 柏レイソル

読者のお便り募集中
読者のみなさまの声を随時受け付けています。東葛地域で取り上げてほ
しい話題や、調べてほしいこと、紙面への感想など幅広く募集しています。

15

歳︶︒
この春︑第一志望の高校合格を目指

ＦＡＸ同７１４７・１

妻がインスタを始めたら食卓が豪華
になった。
庭のフクジュソウが咲きました。春は
コロナで外出も儘ならず、おうちごは
もうすぐです。
んが盛んになるも、楽しそうにキッチン
（松戸市・美香院さん・54）
に立つ妻に台所を代われとはなかな
か言えず、自分もたまにはインスタに
身近なところに
載っている様な料理に挑戦してみた
春が来ていますね。
いがいつになることやら。
まずは伝えてみてください！
（柏市・吉野さん・67）

◆利くん︵

04

い目で見ることを忘れないようにしていかないとな

緊急事態ということで、人出の多い
場所を避けて柏市郷土資料館と野田
市郷土博物館に行ってきました。
ボランティアの高齢の方が案内して
くれました。普段見ない地味な場所で
すが、地元の歴史を考察することもこ
のような時期にはいいことかもしれな
いと思いました。家族は
一緒に来てくれません
でしたが・・・。
楽しめる事が
（柏市・ツッチーさん・５６） 大事です(^^）

りません︒

コロナ禍での生活も1年になりますね。
マスクと、レジ袋が生活必需品となり
ました。オリンピックも開催可能か心配
ですが、感染者が減少傾向とワクチン
接種が少し明るい材料です。
桜も咲き、思いっきりスポーツを楽し
めるようになると良いですね。
レイソル頑張れ！
なります
ミニサッカー頑張れ！
ように！
（松戸市・宮野さん・７２）

し受 験 するも不 合 格︒行きたい高 校でないと意 味が

このような時だから会いたい人にも会えない。行きたい場所にも
行けない。それは退屈でつまらないし寂しい。でも、それは当たり前
だった日常が大切な日々だったのだと改めて気付かせてくれた。
みんなで乗り越えたら会いたい人、行きたい場所に行く。行ける時
に行けるということが、簡単に会えていたことがどれだけ幸せな
毎日なのかをこの時代は教えてくれた。
コロナは私たちにこのことを伝えたかっ
穏かな日常が取り戻せますように…。
たのかな。
（柏市・くまさん・25）

ないと高校浪人を決意︒

社会復帰応援しております。
そして息抜きに
東葛まいにちを♥

大多数が選ぶ道とは別の道を選択することは︑子 ☎ ・７１４６・３５０１

ども本人もその保護者も勇気がいることです︒特に︑４９１︵ＮＰＯゆうび小さな学園︶

妊娠・出産を2人続け、この春から3年半ぶりの社会復帰です。こ
の数年は改めて自分の母の偉大さに気付かされることばかり。私
を育ててくれてありがとう。孫を可愛がってくれてありがとう！
（流山市・珠と岳さん・37）

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『緊急事態宣言解除後、どこに行きたい？
どこへ行った？』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。

↑応募用
QRコード

※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。

