しかったのに、何で一年も
二年もほっておいたのか。
普通なら、とっくの昔に医
者にかかってもいいとこ
ろです。答はこうでした。
お医者さんに行けば薬
が出るかも知れない。
でもまだ若いし、薬に頼る
ようになったらオシマイ
と思った。
一度、そうなると治りづら
いと思い、それがイヤでか
からなかった。
すぐにありがとうを言
い始めたせいか、これまで
の色んなことが心の中で
よみがえってきた。
振り返れば、 子さんと
の関係は、いいこともたく
さんあった。今まで職場の
仲間にも元気がないこと
で迷惑をかけてきた。元々
そうだったけれども、今
後、益々したいことをしよ
うと思えた。
階段から落ちた時、頭や
背骨を怪我していたかも

が見込まれている。表面的
には効果が見えなくても
この世代の人々に千葉市
を強烈にアピールできた
だろうと思う。
高齢化社会を迎える千
葉市に欠かせないことは
高齢者を支える働く世代

知れないところが、こうし
て無事に生きていること
にも感謝できる。感謝の気
持ちが生まれたら、次の日
から楽になった。翌朝、起
きたら症状が無かった。
ウソみたいだ。自分でも信
じられない。毎日続いてい
た震え、そわそわ感などの
症状が、急に翌日から消え
た。この話をしやすい人に
はした。友人、知人は心配
してくれていた。元気だっ
た時の自分とは違ってい
たようだった。大丈夫なの
かなと思ってくれていた。
それに自分は最近まで気
付かなかった。他人に分か
るわけがないと思ってい
た。最近複数の人から言わ
れる。表情が全然違う。
何年もの間、症状が続いて
いたのに考えが変わるだ
けで、こんなにも違うもの
かと驚いた。
症状がほぼ消えた今、思
うことは、ムダな時間を過

「ありがとう」で病気は治る
は前向きに生きよう、本来
の自分を取り戻そう、時間
の無駄だった、とその日、
寝る前に思えた。ありがと
う、を言い始めた結果、そ
れまでは毎日階段を下り
るのも不安だったのが、翌
日からそれが消えた。
いつも車は、バックで出
る、そしていつも怖かった
のがそれも無くなった。
時々、ヒヤッとすること
はあったが、手が震えたり
イライラしたりすること
は無くなった。
手が震えて書けないか
ら、字を書くのがいやだっ
たが、ありがとうを言い始
めて少し経ったある日、沢
山の書類を書かないとい
けなくなり、それまでの自
分だったら、出来なかった
かもしれないところが、問
題なく書けた。
ほんの数日で、劇的な回
復を遂げた 子さんに聞
きました。こんなに辛く苦

ク」の特別デザインに変え
ることは、その期間を長く
すると嵐が発生すること
も予想されたが、そこを一
日限定にしたことで嵐の
発生を防ぎ、それでいて充
分な効果を引き出すこと
に成功した。ネット上の評

病気に感謝をすると病気は治る ②

元県知事の堂本暁子さん
と本紙に楽しいエッセイを
寄せてくださる吉成庸子さ
んのお二人の合同お誕生日
の会「文月の会」は今年で４
回目となりますが、今年は
堂本さんが７月に海外にお
出かけになったため９月
日（水）午後 時から京成ホ
テルミラマーレ６階ローズ
ルームにて開催されること
となりました。
政界、財界に顔が広くお
友達も多いお二人のお誕生
日の会とあって、毎年お二
人のトークをメインに楽し
く明るく賑やかな会となっ
ていますが、今年のメイン
は堂本さんが海外で写され
た数々の写真を鑑賞、
「アッ
コとヨーコ の トーク シ ョ
ー」などを楽しみながらホ
テルミラマーレが心をこめ
たお料理を堪能して共に楽
しいひと時を持っていただ
くという趣向です。
会費は（お食事代共）お一
人一万円です。
＊なお読者の方で参加ご希
望の方は 月 日までに
に住所・お名前、連絡先
を記入の上稲毛新聞
・
・
へ
お申込み下さい。

小学校の歴史副教材の問題
上田 真弓
り寄せたりすることもでき
る。採択された教科書は、
生徒に無償で与えられる。
しかし、これら副教材は
文部科学省の検定も受け
ず、教育委員会が選定もせ
ず、各学校の誰かの判断で
購入し、その代金は生徒の
保護者が払っているのだ。
私たちが知らないとこ
ろで副教材が勝手に売り
買いされている世界で
は、学校と業者で特殊な関
係が生まれるだろう。
何しろ一般の人は買う
ことができず、中身をチェ
ックできないのだ。こんな
内容を入れてくれという先
生たちの要望に合わせた教
材が作られていることが
考えられる。こんな状況で
は、文部科学省が行なって
いる教科書検定は無意味
だ。教科書だけでは不十分
だから副教材を使おうとす
るのであり、そこに教科書
では書けない内容を入れて
いけばよいのだ。
多くの小学校で、正規の
教科書と一緒にこれらノー
チェックの副教材がセット
で使われているようだ。
文部科学省は全国の小
学校、そして中学校に副教
材が売られて大きなビジ
ネスとなっている実態を知
っているのか。
これでは教科書を無償で
与える意味がない。文部科
学省は小中学校で使われ
ている副教材の実態を明ら
かにし、早急に改善策を発
表しなければならない。
皆様も小中学校で使わ
れている副教材をチェック
してみてください。

東金でぶどう狩りは如何
東金市の観光ぶどう園
松之郷は、京葉道路の穴川
インターから東金有料道路
を使えば、約 分ほどでぶ
どう狩りができます。
東金市松之郷地区では
軒のぶどう農家が丹精こめ
たおいしいぶどうを栽培し
ています。松之郷ぶどう組
合の農家はすべて低農薬、
有機栽培で品質もほぼ同じ

で今年はどこの農家のぶど
うも味がよく美味しいと鈴
木組合長は語っています。
たわわに実ったぶどう園
の下で、ぶどう狩りを行い、
バーベキューや地元産のワ
インも楽しめます。今の時
期はぶどうの王様「巨峰」
が食べごろで、これからバ
ッファロー、スチューベン
など、 月下旬頃まで美味
しいぶどう狩りができま
す。
組合長の鈴木さんは「松
之郷のぶどうは、観光客に
も贈答品としても人気があ
り、市場にはなく、ここに来
なければ美味しいぶどうは
食べられません」と話して
います。お問い合わせは

・

・

■営業時間／AM9：00～PM18：00

介護老人保健施設たいよう医師

が、幕張が千葉市であるこ
とが充分に知られていな
い残念な事実がある中、千
葉市をもっと認識しても
らうために国内外の若い
世代に有名なバーチャル
アイドルに活躍してもら
うのには、それなりに意味

ごしてきたなということ。
ありがとうを言い始めた
のが大きかったかなと。
成田市
足が震えて落ちたことも
あったけど今はそれもな
７月号で、小学校で使わ
く、相変わらず薬は全く飲
れている歴史の副教材が
んでいない。
あまりにも日本を悪く書い
今でも休み明けには、そ
ているので、こんな副教材
わそわ感などの症状が少
は使わせるべきではないと
しあるけれども、以前に比
指摘した。
べればずっと楽になった
青葉出版の「社会科資料
とのことでした。存在は意
集６年」だが、調べると別
識を決定する。感謝の気持
の小学校では文渓堂の「社
ちがあると、有り難うござ
会科資料集６年」が使われ
います、という言葉が口か
ており、表紙も全体の作り
ら出ます。
も内容も青葉出版の本とそ
逆もまた真なりで、有り難
っくりで、日本はこんなひ
うございますと唱える
どいことをしましたと強い
と、有り難いという気持ち
印象を受ける内容になって
が生まれます。
いる。どちらの会社の本も
有り難うと言う「存在」
裏には何年何組の誰と名
が、有り難いという「意識」
前を書けるようになってい
を創り、感謝の気持ちが生
て、学校で使うようにでき
まれると症状が消えるよ
ている。
うです。賢者は言います。
私はそれぞれの「社会科
病気に感謝をすると、病気
資料集６年」を使っている
は治る、と。
生徒に見せてもらったのだ
が、関心を寄せてくれた何
人かが内容を確認するため
に買おうとしたところ、ど
この本屋でも取り寄せるこ
とができなかった。個人で
は購入することができない
というのだ。
これらの会社をネットで
調べると、日本図書教材協
会という一般社団法人に
加盟し、小学校に教材を納
入している会社は７社
で、数社が同じような「社
会科資料集」を作って販売
している。それは学校へし
か納入せず、個人へは売ら
ないことになっている。
正規の教科書は文部科
学省が厳しい検定を行な
い、地域の教育委員会が学
校で使用する教科書を選ん
で採択し、一般の人は教科
書展示会などで見ること
ができ、本屋で買ったり取

見越して千葉駅近辺にホ
テルの新築計画が続いて
いることは明るい話題だ。
千葉神社を中心とする
町おこし施策が具体化す
るころ、「千葉氏」を取り
上げた大河ドラマが放映
されると効果は絶大であ
ろう。著名な小説家が書き
起こしてくれないかと期
待したい。
何より、「月星紋」に象
徴される全国の妙見信仰
の中心が千葉神社である
ことは意義深い。一見現実
離れした、突拍子もないよ
うな策の中に、とてつもな
い可能性を秘めた秘策が
存在していることはよく
あることだ。千葉市の将来
のために活きることな
ら、批判を恐れずに何でも
取組んでほしい。

文月の会 月 日（水）に実施

「アッコとヨーコのトークショー」

の流入増を図ることだ。こ
れといって魅力がないと
いわれる千葉市にもっと
目を向けさせ、集客増を図
り、収入増を図ることだ。
各方面の様々な努力は少
しずつ効を奏しており、千
葉三越やパルコが撤退し
た中、ビジネス客需要増を

今村 敏昭

関与していないこと、熊
谷市長以外の候補者が
当選した場合に備える
と、短期間で記事の差し
替えるためには写真とフ
レーズのみの簡単なもの
にとどめたとの市の主張
は合理的であると判断
している。露骨な当選御
礼ではなく、施政方針の
表明に過ぎないとの判断
は理解できるところでも
ある。
しかしながら、おかし
いと感じた市民が存在す
ることも事実で あるか
ら、市は誤解を招きかね
ない編集をしないよう努
めてもらいたい。
男性はこの監査結果を
受入れる方針で、取材に
対し、訴えを起こす考え
はないと回答した。

価も若い世代からは支持
する声ばかりだ。
「一日限り」がかえって
効果を引き立てたに違い
ない。一日に限定した翌日
の今月一日からは幕張メ
ッセで「初音ミク」にちな
んだイベントが予定され
ており、多くの若者の来場

稲毛新聞論説委員

主張も退けた。
市監査委員は、荒木和
成市長、松井旭市長、鶴
岡市長時代の事情にも触
れ、今回の記事が特段異
常ではないこと、最近の
他自治体における裁判
例も考慮し、棄却の結論
を出したとしている。
当選と市長就任は表
裏一体であり、選挙で訴
えた政策は新市長とし
て市民に訴えるのは当
然であり、市政だよりの
制作に熊谷市長の後援
団体の関係者はまったく

内装リフォームも地元の工事店
稲毛区小中台町・㈲マイケン
社長のひとり言

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

279-1234㈹

㈱雅セレモニーホール

大 國 義 弘

して下さいとお願いしま
した。よほど辛かったと見
えて、早速実行して下さ
り、たちまち効果が出まし
た。以下、ご本人のお話で
前回は、友達に裏切ら す。
れ、失意の後に、体が震え 話を聞いた後、すぐに言
～
るようになってしまった い始めた。
子さんに、ひたすら、あ 回、言ったところで、心を
りがとうございます、と唱 込めて言わないと意味が
えて下さいとお願いした 無いと思った。早速、稲毛
ところまで書きました。 新聞の過去のこの欄の記
腹が立つ 子さんに向 事を探して読んだ。（過去
かって、ありがとうござい の記事はネットで検索す
ます、と。面と向かっては、 ると読めます。）
到底言えないでしょうか それまでは、なんでアタ
ら心の中で唱えて下さい。 シがこんな目に遭うの、と
そして周囲に人がいなけ 思っていたけれども、あり
がとうと言い始めてから
れば、声に出して。
心を込めて言わなくて は、こんなことを引きずっ
いい代わりに、回数をこな ても意味は無い、これから

がある。
刮目すべきは「一日限
定」にしたことだ。各地の
様々な町おこしの中に
は、壇蜜を起用した宮城県
のＣＭのように、批判や反
対の嵐にみまわれること
もある。
本市の市章を「初音ミ

千葉市の市章は「初音ミク」

昨年、千葉開府８９０年 中心に圧倒的知名度を有
を迎え、９００年に向けた しており、実は「世界的有
機運の醸成が進められて 名人」である。
いる。千葉氏の紋章は妙見
これらの人々の間で
信仰に基づく「月星紋」で は、本市の市章と「初音ミ
あり、北極星と北斗七星を ク」の姿かたちが似ている
表しており、現在の「三日 と話題になっていた。歌詞
月に一つ星紋」になったの と曲を入力すればパソコ
は比較的新しいと言われ
ている。本市の市章はこの
月星紋に由来しており、由
緒正しき紋章であること
ははっきりしている。
その本市の市章が先月
日一日限定で特別デザ ンの中で初音ミクが
インに変わった。「バーチ 歌ってくれるというソフ
ャル（仮想）アイドル歌手、 トウエアの中に存在する
初音ミク」といっても、イ キャラクターだ。この方面
ンターネットなどに疎遠 に詳しい熊谷市長がソフ
である人や、高齢者には何 トウエア開発会社に働き
のことか理解できない向 かけてコラボを実現させ
き も あ る か も し れ な い た。強い違和感を抱く人も
が、「初音ミク」は若者を 相当存在すると思われる

市政だより監査請求は棄却
私的政治活動とは認定されず
容がこれまでの市政だ
よりに対して 中身がな
く、マニフェストのキャ
ッチフレーズが三つある
だけであり、私的政治活
動としか言い ようがな
い」との男性の主張に対
しては、「当選直後の就
任挨拶では選挙公約に
触れるのはごく自然であ
ることや、６月議会で同
様の挨拶をしていること
も鑑みると、私的政治活
動とは言えない」とし、
公職選挙法が禁ずる当選
挨拶であるとの男性の

熊谷市長の市政だよりメッセージ問題
市政だよりの一面を熊
谷市長の後援会活動 に
利用したのは不当だ と
して、中央区在住の男性
が費用を熊谷市長に支払
わせるべきだとする監査
請求に対し、市監査委員
はこのほどこの請求を棄
却し、男性に通知した。
市監査委員は男性から
提出された 証拠をもと
に、市政だよりを所管す
る市民局を監査対象部局
とし、関係職員から事情
聴取を行ない、４回の審
議を経たうえで、
「記載内

生活保護、相次ぐ不正受給

１
第１
回かさま新栗まつり

家族連れで楽しめるイベント

むらまつ ひろし

村松大の
津軽三味線生演奏
各種ライブ
毎日やっています！

他13名が跳満達成

大國義弘先生

望まれる厳格な給付

導入されれば多くの不正受
給はできなくなるといわれ
ているものの、マイナンバ
ー制度自体が国民全体に浸
透していない現状からする
と、解決には多くの時間を
要すると見込まれる。
抜本的打開策が示される
までは現状で行くしかない
のかもしれないが、だとす
れば通報制度の充実化など
の一定の対策を打ち出さな
い限り、市民の納得は得ら
れない。行政のご苦労もさ
ぞ多いものとは思われる
が、「適正な需給の確保に
努めます」で終わらず、踏み

倍満達成 橋本様・中川様・猿田様・半座様

B

込んだ対応を示す必要が
ありそうだ。

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

京成大久保駅より徒歩3分

本社

0120-533-990
http://www.miyabi-sougi.com

千葉県知事第3588号
習志野ホール

22

6
0
0

ときや不動産
株式
会社

JR幕張本郷駅より徒歩５分

稲毛構内タクシー

幕張本郷ホール

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

誠実をモットーに地域社会に奉仕する

土地・マンション・売買・仲介

タクシー、ハイヤーのご用命は…
JR新検見川駅より徒歩4分
検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

A

護費からという信じられ
ないケースすら見受けら
れる。
生活保護の不正受給は
今に始まったことではな
いが、千葉市は比較的甘い
というのが受給者の世界で
の定評になっていることは
見逃せない。ところが、厳し
くすればしたで、本来受給
できたはずの人の申請を受
け付けない案件が発生しや
すくなるなど、厳格化を求
める世論と適正に弾力的運
用を求める意見の板挟みに
なる行政の立場は、行政窓
口の担当者にしかわからな
いかもしれない。
マイナンバー制度が完全

『英会話』
ことしの一
月から ボ ケ 防
止と 三 年 後 の
オリンピックのボランティ
ア通訳を目指して毎朝５～
７時までアメリカ英語のＣ
Ｄを聞いていますがなかな
か会話まで進みません。
一方通行の会話は頭に残
らないものですね。
もう少し覚えたら金髪美
人とお友達になりコミュニ
ケーション能力を鍛え、３
年後に備えたいと思ってい
ます。少し動機が不純です
が目標があると続けられる
ものですね。
連絡先・千葉市稲毛区小中
台町１２０１～
０４３・２０７・７１２２

0120-148-237
フリーコール

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

論壇

古くなった
壁紙やフロー
リングを貼り
換えるだけで
家の中がきれ
いになって気持ちをリフレ
ッシュできます。
壁紙は木目、石目、塗り
調、織物調、手すき和紙等
種類も豊富。耐水性や傷が
つきにくいフローリングも
揃っています。
また主婦が一日の大半
を過ごすキッチン、毎日使
うトイレや浴室等を使いや
すく明るくリフォームすれ
ば生活も一新されます。
不便な所、新しくしたい
所があったらマイケンに相
談してみて下さい。
スッキリ快適生活の提
案をしてくれます。出張相
談、見積もりは無料です。

跳 満 3回達成 粟村様・猪野様・野村様

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

-812-313
他31名が満貫達成
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霊園案内サービスセンター

定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！
満 貫 8回達成 石本様

9

●いずみ霊園 ●御成霊園

8月の実績報告
37名の方々が楽しく遊びました。
第一位
石本
様 620ポイント
第二位
渡辺（悦）様 6000ポイント
第三位
猿田
様 590ポイント
最高得点 猪野
様 67300点
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いつでも求められる和泉家の4大霊園

１日遊んで1800円 ★満貫で50Ｐ＋跳満80Ｐ＋倍満100Ｐ還元！
◎のぶと会第Ⅶクール 9月12日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円
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人がいることが残念でな
らない。これはもう、生活
保護の問題ではなく、刑事
事件になるとしか言いよ
うがない。
行政やケースワーカーの
負担が増している現在、行
政側がいくら努力しても手
が回らないのが実態だ。
生活保護を受給しながら
アルバイトを続け、保護費
で支給される家賃を払わ
ず、数か月から一年で住居
を転々とし、転居費用も保

【催事内容】
☆ゆで栗・栗加工品の試
食、販売☆茶席☆栗に関連
したハンドメイド商品☆
栗拾い・栗むき・陶芸体験
☆栗でゲーム【栗ダーツ、栗
ゴルフ、重さ当てなど】
☆かさまの「栗」アイデア
レシピコンテスト☆かさ
まの栗スイーツ作り体験教
室☆栗ランチ ☆栗キッズ
ランド☆巨大モンブラン
づくりに挑戦など。
主催・「笠間の栗」を考え
る会
※交通アクセス・常磐自動
車道岩間ＩＣより国道３
５５号経由約 分、北関東
自動車道友部ＩＣより国
道３５５号経由約 分
※お問い合せ先電話０２９
６・７７・１１０１（内線
５２８）
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良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 9月20日 （水）10時～
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近場でぶどう狩りが楽しめる
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昨年の文月の会より
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家族の病気のため転居を
余儀なくされた生活保護
受給世帯が、交付を受けた
転居費用をパチンコにつぎ
込み、失くしたことにして
再度転居費用の交付を受け
た悪質な事例が明らかに
なった。
生活保護制度を根幹から
揺るがす事態であり、看過
することはできない。臨時
収入を生真面目に行政に申
告し、返納する人々がいる
一方で、一部に、この手の
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茨城県は、栽培面積・収
穫量ともに全国１位を誇る
栗の産地です。その中でも
笠間市は、代表的な栗の産
地として知られています。
今年も、笠間の特産であ
る「栗」をテーマにした「か
さま新栗まつり」を開催し
ます。この新栗まつりは、
栗生産農家や菓子業者、陶
芸家が一堂に会し、栗の試
食・販売、栗菓子の販売、
栗を使ったゲームなどが催
され、家族連れでも楽しめ
る内容になっております。
ぜひ、ご来場いただき、旬の
栗をご賞味ください！
開催期日は今年９月
日（土）～ 月１日（日）
午前 時～午後 時まで。
場所は市民センターいわま
（笠間市役所岩間支所・茨
城県笠間市下郷５１４０）
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