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ᐈྒ
ੱሏᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᒦቇਂ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆻঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱሏᆹེૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆹኻၼཷᅴਂঐঐঐঐঐᨏব
ੱሏོਂਂঐঐঐঐঐঐঐᨏব

ठᇷᢢླྀ

ᐈྒ
ੱᇷᢢᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆻঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷᢢૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷኂᅴጶᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷኂੇ੩ૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐഎঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਹਭ੩ੋਘᜂਂীঐഎঐᨏব
ੱᇷᢢኬၙ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব

ठਥੲੁ੩ਦ

ᐈྒ
ੱਣਹ੩੩ਮੋੲਿ
ঐঐঐᨏব
ੱ੩ਮੋੲਿᆹེ
ঐঐঐঐᨏব
ੱሏሏᅡ
ঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷᢢঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᠰ০াਅোਂঐ㎡ঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਾਚঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਢਯੱᒴཱུੱਫਹਭঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᇷህਹਥਯഹ๘ঐ㎡ঐঐঐঐᨏব
ੱᖵ৸ਂঐၧᡅঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਡੲਹਾঐ帖ঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਞਘ੩ঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব

旬 10〜11 月

ठླྀ

ᐈྒ
ੱླྀᆻჵૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱླྀᆹེૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆻঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਾਚ੩੩ૠঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਢਯ਼ੲੌૠঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব

ठਾਚ

ᐈྒ
ੱਜਟਭਜ਼ਹਾૠঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱੲਵਹ੍ૠঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᆻঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਾਚਂঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਾਚོਂਂঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਹਭ੩ੋਘᜂਂীঐ എᨏব
ੱਾਚኬၙ႓ীঐঐঐঐ എᨏব
ੱਵਠ੩ਦਂঐঐঐঐঐঐᨏব

ठ০

ᐈྒ
ੱፓᘶ႓ীঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱ襖ᒌᜂਂীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᒴཱུັਂ႓ীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱᡸභᜂਂীঐᦄงঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਿਘૠঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱഹਂ႓ীঐ㎡
ᨏব
ੱኬၙ႓ীঐᦄፓጶঐঐঐঐঐঐᨏব
ੱਥਯᜂਂ႓ীঐᦄ๛ᡅঐঐঐঐঐᨏব
ੱੋੲ੩ਦັਂীঐᦄ๛ᡅঐঐᨏব
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内野徳治
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無添加なめたけ

ᚲᴛᏒ

一度作っておけば常備菜として便利に使えます♪

参加費
無料

᧲ጊᏒ
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えのきのいしづきを切り落として
半分に切る。

みりん・砂糖を入れる。

2016 年
1月 5日[火]
11 時〜 14 時・当社にて開催

えのきをほぐしながら煮詰める。

毎月たくさんのお言葉や

イラストをいただき︑

内野順子

畔本宏美

誠にありがとうございます！

1袋
大さじ２
大さじ２
小さじ１

うっちー新聞企画室では

完成〜 !!

皆様からのお便りを

つけば OK ！。

お待ちしています！

付属のはがきをご利用下さい︒

煮詰まって汁が減り、とろみが

৷ৢ্৶০ৌే௵ਊূໍূਂ৶ 
みなさんこんにちは。
ますます冷え込み、暖房器具が

ͤ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠾౽ࡾࡣࠊ࣌ࣥࢿ࣮࣒ࡲࡓࡣࢽࢩ࡛ࣕࣝᥖ㍕࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊᥖ㍕ࡍࡿࡣࡀࡁࡣ୍ࣨ᭶㐜ࢀ࡞ࡾࡲࡍࠋ

１ 海の中で光る 本足
︒水のし
２ 上から水がドドド …
ぶきがきらめく
３ 誰にも知られないように活動
暗闇で結構やってるぞ
はずれました︑剣が○○を切
る
白熱電球の改良や︑蓄音機で
知られる発明家
帆脳を使った演出︑結婚披露
宴の○○○○○サービス
腰をあずけるもの
ガラス管をもちいた一般的な
照明器具
天然の湯が湧きだす
記憶○○○︑占星○○○︑腹
話○○○
光の国から来たウルトラマン
”ベーター○○○○”で変身
自分を気にかけすぎ⁝○○○
○過剰じゃない？
壬申とか応仁とか
どこに行ったの？﹃千と千尋
の○○○○○﹄
スキー場で乗っていると︑眼
下のゲレンデがきらめいてキ
レイ
ハッピーな明るい気持ちね！
シワをのばす家電
電流の単位といえば？
画家ゴーギャンが愛したフラ
ンス領の島
地味ではない︒ネオンサイン
は○○なイメージ
34
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ツカイコナセルカナ
正解者の方おめでとうございます !!

■応募方法

付属のはがきにクロスワードの答えと
必要事項をご記入の上ご応募ください。
※締め切り：11 月 30 日

ヒン
ト

前回の答え

ムフェアを実施致しております！
壁紙や障子の張替えはもちろん、
お部屋の気になる部分のリフォ
ームや、トイレや洗面台のワン

７ ４ ３

ਫ਼০ਣ_

18

ਵ਼০ਣ_

30

○○上がりの空に美しい虹が
あまりにつらく苦しい仕事だ
ロケットが突入！無事に地球
まで帰ってこれるかな？
輝くかんむりを頭上にいただ
く︑優勝した者
家には誰もいない
家族はみんなで寝ているの
で︑これを耳につけてテレビ
を観る
ロスしてしまった
暗くても︑○○○がわかるよ
うに︑光るウォッチって便利
だな
ファーストとサードの間
フルーツをギュッと絞ってポ
タポタ
起動中の時に光っているパイ
ロット○○○
リットル入る金属缶
料理のあしらいにする︑春の
七草の一つ
夜空に輝く○○座のレグルス
やデネボラ
波が太陽がキラキラするね
ベータ︑ガンマと続きます︒
たくさんの提灯を揚げる竿燈
まつりで有名な︑東北の県
お手軽なもの︒○○○保険︑○
○○郵便局
１０００㎏ で１の単位
いわれなくてもわかっている
”○○○も承知“
お代は無料でいいよ
たたかいにおもむく場所
お金持ちの屋敷の天井には︑
これ？

32 31

かかせなくなってきましたね。
ウチノでは、只今プチリフォー

4
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フライパンにえのき・しょうゆ・

えのき
しょうゆ
みりん
砂糖

৺ড়ൠଊ
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デーリフォームをおすすめして
います。また、年末の大掃除も
ウチノにおまかせください！！
詳しくは付属のチラシをご覧下
さい。

ⷺ⤑⒖ᬀߒߚߌߤߣߞߡ߽ర᳇㧋
ੱ߽›߽ᄢᅢ߈ߛߌߤߜࠂߞߣ
߅߫߆ޕ
所沢市Ｓ様

ਣਣৠ়়ৗ়
正解者にはウチノで
つかえるポイントを
１５pt プレゼント !

ペット自慢のコーナーでは、我が家の
可愛いペットを募集中！
掲載ご希望の方は写真とコメントを
うっちー新聞企画室までお送りください。

࡚ࠪ࡞ࡓߢߪ
߅ߒࠦࡅࠍ
ߏ↪ᗧߒߡ߹ߔޕ
村松和泉

内野晴彰

ޓ㧢ᚽ

内野あけみ

〒359-1133
所沢市荒幡 425
株式会社ウチノ

うっちー新聞企画室

