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◆ イカリング　婿からお母さんの
料理で一番美味しいと言われ毎
回作ってます。
（恵庭市有明町　T・T♀　58歳　パート）

 

◆ 柿ピー　小さい頃から親のツマ
ミの柿ピーをもらって食べてい
ました

（千歳市住吉　R・Sサカモト♂　27歳　公務員）

 

◆ 枝豆-自分で作った枝豆を食べ
ながらビールが最高!
（恵庭市恵み野東　M・K♂　66歳　無職）

◆ 
奴。おすすめです。
（千歳市勇舞　Y・T♂　45歳　会社員）

◆ からあげにハチミツバターをか
けた、甘い唐揚げ。

（北海道千歳市梅ヶ丘　N・K♀　45歳　パート）

◆ 豚タンのブロックを買い好み
のサイズで切り、塩コショウを
振ってネギと一緒に焼く

（北海道恵庭市相生町　S・T♂　44歳　公務員）

◆ 燻製！ステイホーム期間で時間
ができたので、自家製燻製料理
に挑戦中です。
（千歳市北陽　K・O♂　32歳　会社員）

◆ 冷奴　梅干しのせ
（千歳市真々地　T・I♀　25歳　パート）

 
◆ ピリ辛きゅうり。夏になると毎
朝大きくなっている庭のきゅう
りを消費するのに追われてビー
ルがすすんでしまいます。
（千歳市北陽　T・I♀　48歳　公務員）

◆ ジンギスカン。いくらでも飲ん
でしまう
（恵庭市文京町　K・M♂　57歳　林業）
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ビールに合う
料理やおつまみの
エピソード

薄すぎず、厚すぎず、好みのサイズで

というところがいいですね！

シンプルで美味しそう～

いいですねぇ～　揚げるときに油が

はねませんか？？やけどに気を付けて

ステイホーム有効活用ですね。

ご家族も喜びそう。

私の娘はピーナッツだけ選んで

食べてしまいます。今はいろいろな味が

ありますね、私は梅がお気に入りです。

渋いですね～　お代わりは

日本酒でもいいですね。
庭から収穫してすぐに湯がいて…

鮮度サイコーじゃないですか！

きゅうりを言い訳にビールを飲む…

いいんです！言い訳して飲んでください!

パックごと！！　やってみます！

薬味は何がおススメですか？？

道民の大好物！　

止まらなくなる気持ち　わかります～
がっつり系がまろやかになって、

たくさん食べられそう～

新千歳空港シアター
所 新千歳空港国内線ターミナルビル　4F　
℡ 46-4150　 時 9時～ 22時　 料 一般
1800円、大学生1400円、高校生以下
1000円、幼児（3歳～）1000円、シニア
（60歳以上）1100円　 P 駐車場3時間無
料（エンターテインメント施設利用で）

劇 場 情 報

6月25日（金） 公開 映画 賭ケグルイ　絶体絶命ロシアンルーレット

©和月伸宏／集英社 
©2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会
監督：大友啓史
出演：佐藤健、武井 咲、新田真剣佑、青木崇高、蒼井 優、伊勢谷
友介、三浦涼介、音尾琢真、鶴見辰吾、中原丈雄／北村一輝、有村
架純、江口洋介
配給：ワーナー・ブラザース映画

命を懸けた【指名ロシアンルーレッ
ト】で蛇喰夢子が絶対絶命のピンチ
に―― 最後に笑うのは誰だ！

上映中 るろうに剣心 最終章 The Beginning

さらに、戦いの理由は幕末へと遡り、
剣心の頬に刻まれた〈十字傷の謎〉
に迫る「The Beginning」。

©カラー／ Project Eva.　
©カラー／ EVA製作委員会　
©カラー
総監督：庵野秀明
監督：鶴巻和哉、中山勝一、前田真宏
声の出演：緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子、坂本真綾、三石琴乃、
山口由里子、石田彰、立木文彦、清川元夢
配給：東宝

©河本ほむら・尚村透／ SQUARE ENIX　
明秀野庵：督監総会員委作製」２イルグケ賭 画映「 1202©

監督：英　勉
出演：浜辺美波、高杉真宙、藤井流星（ジャニーズWEST）、松田るか、
岡本夏美、柳美稀、松村沙友理（乃木坂46）、小野寺晃良、池田エライザ
配給：GAGA

さらば、全てのエヴァンゲリオン。

上映中 シン・エヴァンゲリオン劇場版

予告なく、上映作品が変更になる場合がございますのでご了承ください。

図書館に
新しく入った
絵本より、

3冊をご紹介
いたします。
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ぼくのがっこう
鈴木のりたけ／作・絵　PHP研究所

　今日も学校いってきまーす！　でも、毎
日同じ学校。たまには違う学校にいって
みたいな。たとえば、入口が滝になって
いる学校とか、下駄箱に鳥が住んでいる
学校とか…こんな学校、あったらいいな！

10ぴきのおばけとおおきなふね
にしかわおさむ／作・絵　

ひかりのくに

　おじいさんと子犬と一緒に暮らし
ている10匹のおばけたち。おじいさ
んは船乗りの友人と会うため、みん
な一緒におでかけすることにしまし
た。おばけたちは大きな船を見るの
は初めてで…。

ゴムブタボート
中川ひろたか／さく　日隈みさき／え　岩崎書店

　カラスに「ピンク色でみっともな
い。空でもとんで冷やすがいいぜ」
と言われたこぶた。その通りにエ
イヤッと空をとんでみると、意外と
うまくとべました。そのまま空をと
んでいくと…。

長都店千歳市勇舞
8丁目1-1

ラルズ カジュアル衣料&寝具

TEL.0123-23-7021

TEL.0123-33-1122

通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

恵庭店恵庭市本町
210

2階 衣料コーナー
通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

※6/27（日）のみ　あさ9:00～よる8:00

※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
　2,500円（税抜）以上のお客様に限り
※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
　2,500円（税抜）以上のお客様に限り

ララカード会員様

6 25 26 27/

6 25/

ポイントポイント
倍倍1010 セールセール

長都店 /スーパー
アークス 恵庭店ビッグ

ハウス 2店舗同時企画

5%お戻し
アークスRARA JCBカードの
クイックペイのお支払いで⬇

アークスRARA JCBカードのクイックペイ
でのお支払いに限り対象です。クレジット
及び他のクイックペイ搭載カード、モバイ
ルクイックペイは対象外です。

クイックペイの日

ご請求時

サマーセール!サマーセール!サマーセール!
6/25 
̃ 30

金

水

バスタオル各種レディースレディース

590円 649円
税込

本体
価格

本体
価格

390円 429円
税込

さらさら
レギンス各種

（7分丈・10分丈）本体価格

390円 429円
税込

接触冷感敷パット
シングルサイズ 各種

本体価格

790円 869円税込

サラッとクール

7分丈パンツ

各種

レディースレディース

本体価格

590円 649円
税込

おもしろ
Tシャツ各種

メンズメンズ

本体価格

590円 649円
税込

冷感 カラーマスク
ふつうサイズ

本体価格

690円 759円
税込

ゆったりサイズ
夏物トップス

各種
※本体2,990円（税込3,289円）以上の品

タオルケット各種

（シングルサイズ・ダブルサイズ）
クールマジック

肌着

33 割
引
割
引今ついている

本体価格より

レジにてレジにて 33 割
引
割
引今ついている

本体価格より

レジにてレジにて 33 割
引
割
引今ついている

本体価格より

レジにてレジにて

夏物まとめてGETしよう
♪

〈30枚入〉

※本体1,790円（税込1,969円）以上の品

レディースレディース メンズ
レディース
メンズ
レディース

※本体1,300円（税込1,430円）以上の品

M・L・LL M・L・LL

本体1,490円（税込1,639円）
以上の品レジにてお一人様

1点限り
お一人様
1点限り

今ついている
本体価格より

★ビッグハウス恵庭店衣
料、ラルズ衣料長都店で
のみご利用いただけま
す。 ★他の割引企画と
の併用はできません。  
★Webサイトからプリ
ントアウトしたクーポン
券はご利用できません。 3割引3割引リ

ト
リ
キ

クーポン
有効期限：6/30 まで

「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行のない地域社会を作ろうとする全国的な運動です。

毎年７月を強調月間として、全国各地で各種運動を展開しています。

TEL 0123-33-9436（恵庭地区保護司会恵庭分区）

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

第71回 社会を明るくする運動
#生きづらさに寄りそい、立ち直りを支援する。
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