今月のアンケート「夏休みの過ごし方」

帰省・墓参、内外旅行、健康増進

洲・藤本広樹）。毎日スポ 画館や医者に行き、涼しく と息子の２家族総勢 名を に花火に…と妄想してい
ーツジムに（小中台・安田美 なってからハイキングや旅 率きつれ「ディズニーシー」 ますが、残念ながら仕事で
枝子）。今年のこの夏は歯 行にでかけます（稲毛東・佐 へ行くことです。孫６名 夏休みがとれません。泣（花
の治療です。とうとう入歯 藤妙子）。とに角暑いので 出費が大変です…でも楽し 見川・山下盛雄）。夏休みは
になりました（千草台・佐 涼しい映画館で、はしごを みです（稲毛東・菅原小百 無く仕事です。秋になった
々木勝枝）。夏休みは子ども します（みつわ台・鈴木雄 合）。
ら有給を取り夏休みの代
達と海、大きなプ―ル、川 也）。今年は暑く千葉近辺
わりにする予定です（小
計画は特にない
と外でたくさん遊びます の博物館めぐりにします
計画はない（さつきが丘 中台・板倉由美子）。仕事
（園生・佐伯亜里沙）。 （小仲台・富永政美）。今
・新井郁子）（桜木・小野 のため夏休みの計画はな
年幼稚園に入園した娘のは
日帰り旅行
智子）。年金生活１年生。 い（小中台・安田千津子）
じめての夏休みは、暑いの
月 日、八景島シーパ
毎日が日曜日計画なし（幸 （高洲・北原文子）。家族
で映画館や室内プールで親
ラダイスと花火のツアーに
町・関義男）なにもない 全員が仕事のため今年も
子で楽しむ（畑町・堤麻
（小仲台・服部充子）。毎 夏 休みは な し です。 残
行く予定です。水族館、イル
耶）。日中の暑い時は、涼
日が夏休みのため特にあり 念…（椿森・加藤久美子）。
カショー、花火、久しぶりの
しい静かな図書館ですごし
ません（六方・泉谷正誼） 以上
夜遊びも楽しんでこようと
ます（花見川・文生）。
（小仲台・宮本ひろ子）。老 ◎編集者からのお願い
思ってます（真砂・角口昌
妻と２人での暮らしであ
子）。孫がカブト虫が大好き 勉強
本アンケート及びクイ
でツアーに参加しようと思 資格取得の勉強です（東 る。１日おきの通院をして ズ応募者の方に、 円不
います（御成台・岡田絹代）。 千葉・高木一也）。我が家 いる現在では計画の立てよ 足の葉書を何枚かいただ
高尾山に登山（稲毛・富山 の夏休みは孫の両親そろっ うもない（浜野・柳澤範光）。
円
きました。こちらで
て孫のため勉学と共に社会 ７月に出産したので夏休み
輝章）。
切手を貼って郵便局に送
を学ぶためいろいろ考慮し は育児に専念します（高浜・
りました。今後は不足の
近場で
ています。私自身はクイズ 匿名）。我が家のワンコが
ゆっくりと近場で（あや
ないようにご注意をお願
ファンとして言語や文語の 進行性ガンなので特にナシ
め台・白田えみ子）。家族
いいたします。
お習いに励みます（長沼・南 （都町・山口隆志）。猛暑
そろって花火大会に行く予
井保夫）。
のため予定なし（朝日ヶ丘
定です（四街道・中井勝弘）。
・横須賀和男）。色々なこ
奥さんとの思いでのスカイ 家族を迎えて
とに挑戦（朝日ヶ丘・大野
ツリーに登りに 行きます 大学４年の孫の帰りを待
海咲）
（小深・山戸佑貴）。マリン って一緒に過ごすこと（長
スタジアムで野球を見る 沼原・發知二三子）。 月 夏休みはない
（花見川・相馬英治）。若 日にフランスから娘夫妻 夏休みはありません。あ
い時は海外旅行が定番でし と孫 人が来ます。 月 ったらクーラーいらずの自
たが今ではほとんどカラオ 日にディズニーランドへ日 然の風の中で過ごせる高
ケで、一人で大声で歌って 本にいる孫 人も一緒に行 原でのんびりしてみたい
います（稲毛東・田﨑淑子）。 きます（真砂・小椎尾秀二）。 （高洲・匿名）。８月で終
老老介護の毎日、息子達と この歳になると特にありま わりの仕事を務めあげる
ドライブを兼ね一日おいし せん。子供及び孫たちと食 （９月の主人との旅行が楽
い食事にいくこと位です 事会を予定しています（四 しみ！）（高浜・金原祐子）。
（高浜・古川さつ子）。我 街道・粟村道生）。孫たち 老老介護で夏休みはあり
が家は涼しい所へ出掛けま がくるので映画に連れて行 ません（四街道・松戸健
す（天台・山本信夫）。銚子 く。３人の娘たちが交代で 夫）。夏休みはないので予
に行って「犬吠埼灯台」を見 やってくるので老夫婦の行 定なし（高洲・藤崎貞雄）。
学、「浜めし」をたべてこよ 事は組めません（幸町・前田 今 年 の 夏 は 全 部 中 止 で
うと思います（花見川・南美 享次）。計画はないのですが す。主人が病院にいったら
香）。盆踊り（船橋・平野 孫が遊びに来てくれるのが そのまま入院中です。見舞
澄子）。花火大会に行く（千 楽しみです（宮野木・奥山悦 いに行くだけで精一杯で
子）。県外に住んでいる孫 す（あやめ台・後藤貞子）。
草台・中山量雅）。
たちが盆踊りに帰省するの いつもと変わらない生活
美術館・水族館など
で食事の献立を考えていま をして夏休みすぎてから旅
美術館や博物館めぐり
す（長沼・吉田友子）。唯一 行をする（あやめ台・一森万
（園生・野口みね子）。暑
我が家の一大イベント 娘 亀美）。海に山にキャンプ
い時期は涼しい美術館や映
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ます。温泉でもつかって日
頃のつかれを取りたいです
（高洲・青山正一）。 月
子供の頃は待ち遠しかった夏休み。自分が親になってみると家族の都合 早々に娘夫婦の招待で伊香
に合わせて計画を立てるのも容易ではありませんね。夏休みの過ごし方と 保温泉への一泊旅行です
言っても、今年は天候不順に振り回された夏で計画通りに行かなかったご （長沼・原田稔）。北海道
家族が多かったようです。やはり、帰省してお墓参り、国内外旅行、近場に へ行きます（高砂・近藤一
樹）。ここ 年ばかり兄弟姉
家族と出かけるなどそれぞれの楽しみ方があるようです。
妹と孫と甥の大人数で旅行
にいっています。今年は
泊 日で栃木県の方へ行き
（園生・戸澤幸代）。断舎
ます（幸町・醍醐吉子）。
家でゆっくり
国内外旅行
離です（青葉・嶋口みゆき）。
福島県へ家族旅行します
年齢のため家でゴロゴロ
家族で中国、四国方面に
（小仲台・松本麻由子）。
しています（高洲・河口淸 帰省・お墓参り
旅行に行きます（稲毛東・
富士登山（千草台・中山恭
司）。家で夏の高校野球を 両親のお墓参り（小中台 四宮秀樹）。友達と北海道
正）。避暑地へ旅行したい
見ながら主人とすごします ・高須絹枝）（稲毛・宮原 へ一週間行きます（小仲台・
（稲毛東・島津千代子）。
（幸町・秋田キヌ子）。冷房 博亨）。先祖の墓参り（穴 河内桃子）。おいしいもの
友達と沖縄へ（小仲台・高
をきかせワイドショーを見 川・前林勝美）。実家へ帰 を食べ歩くグルメ旅行（園
木歩美）。妻との旅行（稲
ているのも楽しいと思い 省、お墓参り（作草部・立 生・丸山宗男）。２歳の息
毛・富山訓歳）。熱海の花
ます。（園生・野口一歩）。 花裕司）。４泊５日で妻の 子と初の旅行にシーワール
火を観に行きます（椿森・本
高齢、共働きですので夏は 実家（仙台）で娘の家族（孫 ドへ（稲毛東・吉村涼子）。
間ゆりあ）。スクーターで富
ゆっくりと休養します（長 ３人）の成長を義母に見て 子供たちと日光東照宮へ
岡製糸場へ一人でいきます
沼原・亀井寛子）。今年の もらう （長沼・桜井郁男）。 （長沼原・原田敬子）。２
（高洲辰田徳章）。８月下
夏は暑いので家の中にい 実家に帰省。両親にとって 泊で、車での旅行を予定し
旬に２泊程度の国内旅行
ます（稲毛・森田美恵）
（朝 は初孫なのでかわいい娘の ています（白旗・大工園義
（青葉・高木実）。天候不
日ヶ丘・福田カヨ子）（天 顔を見せに（高洲・服部有 治）。近くの温泉に行く（小
順の為旅を中止して紅葉の
台・山本富子）。癒し塗り 加）。年に一度の里帰りで 中台・山本重子）。孫たち
時季に変更（小仲台・寺田
絵を室内にて楽しんでいま す（長沼原・山本英雄）。お （息子の家族）と２泊３日
志ん）。息子１歳の誕生日
す（黒砂台・古村昌子）。 盆に田舎へお墓参りに行く の旅行（真砂・榊原功）。
の旅行も発 熱ですぐに帰
孫の二輪車のりの手助けを （作草部・林田静江）。毎 海が見える近辺の温泉旅行
宅。思い出に残る夏休み（小
したり、その他（小深・北 年夏休みは先祖のお墓参り （幸町・中村春雄）。私の
仲台・ちゃごぼーい）。富津
村勝）。 代迄は家族と夏 で女川へ、賑やかな墓参り 家族は 歳の私と 歳の主
～鴨川旅行、マザー牧場、鴨
山登山で楽しみました。今 なのです 一年の感謝の報 人と 人です。今年は人生
川シーワールド、娘達の笑
では公園歩き妻の買い物 告です（作草部・小林のり 最後の旅行と思い近くの温
顔と私達夫婦のリラックス
のお供、兄弟姉妹との長電 子）。実家へ帰ったり温泉 泉に行きます（あやめ台・早
（高洲・岡安亨博）。 月
話です（作草部・塚谷敏雄）。 に行ったりします（打瀬・橋 乙女百合子）。国宝の五城
日から 日間ヨーロッパ
暑いので家の中で過ごし 本裕美）。主人の実家に帰 の制覇。姫路、犬山、松本、
カ国へ行きます（さつき
（八 彦根。松江城には先日行っ
ます妻が仕事なので家事全 省（稲毛・市野明子）。
が丘・竹井シゲミ）。妹と
般をやりながら留守番です 千代・牧けい子）。お墓参り て来ました。制覇に 年か
２人クルーズ船で釜山へ行
（花見川・斎藤邦昭）。 に栃木県まで日帰りに行き かりました（長沼・本田直
ってきます（柏台・新見洋
ました。姉や姪に会うのが 美）。大学の友達４人とバ
大掃除
子）。ドライブです（稲毛・
楽しみです（貝塚・金子政 イクで熱海へツーリング
西村くみ）。
子）。お盆に先祖の墓参り に。一泊二日で温泉と蟹を
くらいでしょうか（武石・鈴 食べてきます（弁天・渡邉有 健康増進
木葉子）。妻の実家へ帰る 哉）。友達とフェリーに乗っ
（稲毛・富山善弘）。久し て北海道へオートバイのツ
ぶりに自家に帰って先祖の ーリング一週間（小仲台・松
お墓参りに行きたい（四街 本禎之）。今年は思い切っ
道・永山郷明）。夫と私の て二泊くらいの旅行に行こ
実家へ（稲毛・富山厚子） うと計画お盆シーズンを外
（高洲・岡安・亨博）。 して山形方面に予約してい
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夏に負けないよう朝 時
起床、午前・午後の２回近
くを散歩。マンション内の
催し行事にできるだけ参加
（幕張・丹羽昭彦）。早朝
の１時間散歩の実行（花見
川・鈴木活美）。子どもを連
れてプールに行く予定（高

5

我が家は夏に必ず大掃除
をしてテレビの裏や台所、
風呂をビカビカにします。
日帰りのバス旅行をして、
９月に母親の誕生日に新
潟魚沼に行くのが行事（幸
町・上村秋男）。外倉庫の
片付け。思いきって不要な
ものは「ありがとうござい
ます」と言い処分するぞ

読 者 の 声

26

7

7

!

10

9

50

6

国民の敵は誰か

レで ・ ％。日本や世界
中の金は米国や中国の
に集まる。
安倍政権の後ろ盾の日本
会議は国連の手先で、デフ
レ脱却の方策を質問しても
答えず、一方的に電話を切
った。桜井よしこ氏もデフ
レ脱却の経済政策を今まで
何度もメールしたが、今後
送るなと拒否した。
日本人を裕福にする真の
保守勢力はいない。政治家
やマスコミは中国、朝鮮の
帰化人が大多数。常任理事
国が核武装の限り日本は核
武装すべきである。核こそ
戦争抑止力である。
日本を潰す連合国が作っ
た憲法守る、の無知が日本
を支配する。国際社会との
連携を言う安倍首相は日本
人とは思えない。占領憲法
を破棄しない限り日本国は
滅ぶ（穴川・入野守雄）。

たご婦人の方が車両と接触
する事故がありました。幸
いにして大きな人身事故に
ならず安心しました。
この事故のあった道路は
五交路となり自動車の交通
量も多く、自転車を利用さ
れる方、歩行される方も少
なくありません。尚更、通学
道路でもあり狭い道路に危
険が伴います。これ程必要
であり大切な道路に交通信
号機もありません。したが
ってこの五交路の中央のと
ころに交通信号機を設置し
ていただきたい。交通信号
機の有無に拘わらず人道と
して自転車の方は降りて歩
く。また歩いている方等安
全を守るため、鉄パイプな
どの柵を設置して歩行の人
たちの安全をお守り願いた
い（長沼・南井保夫）。

戦争は起きるか

千葉市花見川区柏井町800-1

借金大国。日本は世界一の
債権大国なのにこの差はど
うしてか。
国債発行の借金をすると
財政が破綻、公共投資をす
ると同じく破綻と主張した
のが敵国条項の国連手先の
全てのメディアだ。これは
資本主義経済否定で、投資
を否定する共産主義。マル
クスは金利を不労所得と否
定し、投資を否定。これでは
経済は成長しない。
先人の公共投資、治山治
水、新幹線、高速道路等の
お陰で日本人は生活でき、
債権大国になれた。
日本の財政は明治から今
万倍だが
日まで 千
破綻していない。
米国や中国は核武装した
軍事大国で世界中から金利
～ ％で借金をする。こ
の借金を投資し経済を成長
させた。我国の金利はデフ

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

年 月の我国の をはがす高利貸しの行為。
平均株価は 万 千
大手銀行は倒産。三井住友
円である。現在の平均株価 銀行、みずほ銀行、三菱ＵＦ
は約半値の 万 千
Ｊ銀行となり契約社員や失
円で、 千
万円投資 業者が大量に発生し、自殺
した日本人は約 千万円の 者は 万人を超えた。
損害を被った。
メディアはこの貧困化政
年の小泉政権の 策を肯定した。日本を亡ぼ
規制緩和、構造改革、郵政 す国連（連合国組織）には敵
民営化、不良債権強行処理 国条項がある。安倍首相は
と上場 社を借金の多い会 デフレ脱却で 年半経過し
社（倒産する）と発表して、 たが脱却出来ず契約社員は
円に 増加した。
平均株価は 千
年
大暴落した。実に 千
米国の株価は
万円が
万円と 分 月に 千
ドル。現
の１に激減した。
在 万 千ドルの史上最高
万円投資し
郵政民営化は財務省が全 値。 千
株握り国有会社である。不 たアメリカ人は 億 千万
良債権強行処理はデフレで 円の大金持である。
弱って寝ていた企業の布団 しかし、米国は世界一の

合いで解決を望んでいる。
むきになっているのは日米
だけである。
中国の国連大使は北朝鮮
のミサイル発射の責任は北
朝鮮と米国にあると強調し
対話を重視する姿勢を改め
て示した。中国は人工島を
作り軍事基地を設けたり、
米国が北朝鮮を理由に韓国
に軍事基地を設ける事に反
発し米国の言い成りになら
ない。
露も米国からけちをつけ
られているので都合の良い
時だけ米国と共にしたくな
い。昔の様にチャンバラの
戦争と違い今日では数千万
人が殺される核を使用する
ので戦争は止めてもらいた
い。テイラー国務長官は軍
事手段より外交を重視し戦
争の悲劇は破滅的な結果と
強調しているが、トランプ
氏はグアムで何かしたらこ
れまで誰も見たことない様
な出来事が北朝鮮で起きる
と強く警告している。
中国は米朝双方に関係各
国は言動を慎み緊張を緩和
させるべきと呼びかけたが
北朝鮮に発射自制を求める
文言はなかった。先制攻撃
をした国の責任者を東條英
機の様に死刑にする国連規
則を作れば戦争はできない
と思う。
金氏は米国の子分の日本
は坊主憎けりゃ袈裟まで憎
いと東京・沖縄・岩国等に
核をぶち込むと言っている
ので、日米同盟を解消しな
いと後悔先に立たずで あ
る。フィリピンのドゥテル
テ氏も米国離れで韓国の文
氏も対話重視とトランプ氏
の言い成りにならない。北
朝鮮に核保有を認めれば地
球上に平和が訪れる。安倍
氏はトランプ氏に戦争を止
めろと忠告すべきである。
（花園町・岩井秀夫）以上

ショッピングセンターＰＩＡ3階
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米国は言いなりにならな
い国と戦争をする性癖があ
る。イラクは大量破壊装置
があると爆撃されたが、な
かったのにフセインは殺さ
れブッシュ氏は何の罪も負
わない。もし核を持ってい
たら戦争にならなかった。
今回北朝鮮が目の敵にされ
威嚇の応酬でお互い譲らな
いのでいつ戦争になるか不
安だ。核保有５ヶ国と米国
好みの国は核を認めるなら
北朝鮮にも核を認めるべき
だ。北朝鮮は米国を攻撃す
るのではなく平等に付き合
いたいのではないか。
プーチン氏は小国は守る
ため核兵器を持つ以外手段
ないと米国を批判し暴力で
支配する間は北朝鮮の様な
問題が生じると言い日米韓
の軍事演習でいやがらせを
するなと言っている。
中露も表面上は米国に合
わせているが腹の中は北朝
鮮を援助しているので話し

千葉市美浜区真砂4-1-10

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック
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はトリ（ 本の）ケラ（角） は、恩師の千葉大学名誉教
趣味としての恐竜学
トプス（顔）と言う意味で、 授故前田四郎先生がフィー
今夏も幕張メッセで恐竜 ブラキオは（腕の）と言う ルドとしていたところで、
（骨格）展示が開催された 意味で前足が後ろ足より長 もし先生がトリゴニア（貝
ので見にいった。今年の目 い特長に基づくようだ。こ 化石）採集中に恐竜化石を
玉は中国の中世代最後の白 れらは どれもアメリカ産 みつけていればなどと思う
亜紀層から発見された世界 （ユタ州が有名）だ。
と他人ごとながら残念だ。
もの超巨 最近中国（今回のも）から
最大級で全長
今から 年も前の話だ
大恐竜ルヤンゴサウルスで は羽毛を持つ肉食恐竜が発 が…。なお千葉で恐竜化石
あった。
見され恐竜と鳥類は同類な が見つかったとすればさし
映画ジュラシックバーク のだと言うことがわかって ずめチバノサウルスとでも
でおなじみのブラキオサウ きた。また羽毛恐竜から色 名がつくのだろうか（元稲
位なので大きい もわかって来たと言う。
ルスが
毛小校長・島津幸生）。
ことがわかる。
昔（ 年程前）タイムマシ
大正 年の大津波
実は日本でも同じ仲間が ンに乗れたらと言うアンケ
兵庫県でみつかっており丹 ートに、恐竜の色（模様）を 百年前の 月 日はフィ
波竜（タンバテイタニス・ たしかめたいと書いたこと リピンで発生した大型台風
丹波の女巨人）とよばれて があるが、タイムマシンが の暴風雨が満潮と重なり、
位のサイ なくても色までわかる時代 東京湾に大きな水害をもた
いる。これは
ズだったらしい。サウルス になって来たようだ。
らした。この真夜中の災害
とはトカゲと言う意味で有 また世界各地の恐竜化石 は「大正 年の大津波」と
名なチラノサウルスはチラ で進化状況などから、アジ 言い伝えられている。
ノ（暴君）サウルス（トカゲ） アからアメリカ大陸へや、 その夜が更けて人々が寝
と言う意味だそうだ。
ヨーロッパからアジアの移 静まる頃海の水が音もなく
ちなみにトリケラトプス 動などわかって来ていると 静かに押し寄せて来た。海
の由。今回の「ギガ恐竜展 の岸を越え、道を越え、町の
」で未だ児童向け 中に入り、家の中へと寄せ
図鑑などには載っていない て来た。寝込みを襲われた
知識（恐竜の大移動など） 住民は、まさに寝耳に水の
を得たが、その他これまで 有様で、フトン、枕を手に持
の分類の仕方（竜盤類と鳥 ち立ち尽くすも水はドンド
盤類と言う つの分け方） ン深くなり、東京湾沿岸の
が否定され新たな分け方が 全町村を海水が押し寄せて
提唱されていると言う。 すべての人々はただ逃げ惑
こうなるとこれまでの図 うばかり、高い処にたどり
鑑類は大きく様変わりする つけた者は助かったが浦安
ことになるだろう。
が全滅し、その後の強い引
ＮＨＫスペシャル「世紀 き波ですべての墓石が海中
の発見日本の巨大恐竜」 に流された。
月 日放映で北海道のむか 全域を沈めた津波の潮位
わ（鵡川・苫小牧市近く）町 は メートルであった。被
程の大きさの恐竜 害のすべての家が建築をし
で約
（ハドロサウルスの仲間） たため、大正 年 月 日
の全身骨格が日本で初めて の関東大震災で倒れる家屋
年かけて発掘されたと紹 はなかったとのこと、不幸
介された。
後の幸いでしょう（中央区
日本の恐竜と言えば残念 ・板倉貞王・勉強党）。
ながら千葉県での産出はな
五交路に信号機を
く可能性としては首長竜
だ。有名なのは福井県立恐 猛暑の７月中旬の頃、稲
竜博物館だが、恐竜化石が 毛に存在する福祉施設の前
発掘されている手取層群 方の道路で、自転車に乗っ
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子（真砂）、発知二三子（長沼
連日、テレビや新聞で北 カード（２名様）
【クイズ応募方法】
左記のクロスワードパズ 朝鮮のミサイル問題が報じ ☆アクアリンク賞＝スケー 原）。
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ られていますが、あなたは ト無料券（５組様）
の順に文字を並べると言葉 どのように思われますか。 ☆吉本イオンモール劇場賞 ニクあほえん＝金原祐子
になります。その言葉とア 締切・平成 年 月 日
＝無料観劇招待券（ 組様）（高浜）早乙女百合子（あや
め台）榊原功（真砂）吉村涼
ンケートの質問内容をハガ （当日消印有効）
月号の当選者
子（稲毛東）竹井シゲミ（さ
キに書いて住所・氏名・年齢 今月の賞金・賞品
月号の答えは「アオイ つきが丘）。
・電話番号を明記。〒２６３ ☆特 賞＝１万円（ 名）
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆一等賞＝ 千円（ 名） ウナバラ」でした。応募者多 ☆千葉市動物公園賞・無料
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 数のため抽選の結果次の方 招待券＝松本禎之（小仲台）
が当選しました。
【敬称略】 小林のり子（作草部）古村正
係」宛。なお、応募はメール ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆特賞・ 万円＝河口淸司 子（黒砂台）奥山悦子（宮野
でも受付ＯＫです。
（美浜区高洲）。
木）山下盛雄（花見川）。
※今月のアンケート
招待券（５組）
「北朝鮮問題について」 ☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆ 等賞・ 千円＝角口昌 ☆多田屋稲毛店賞・図書カ
ード＝前田享次（幸町）中井
勝弘（四街道）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝鈴木雄也（みつ
わ台）服部有加（高洲）平木
恵理（小仲台）佐伯亜里沙
（園生）橋本裕美（打瀬）。
☆吉本イオン劇場賞・無料
招待券＝富山訓歳（稲毛）安
田千津子（小中台）新見洋子
（柏台）田﨑淑子（稲毛東）相
馬英治（花見川）。 以 上

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

白内障手術
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内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

診療時間

眼科診療・全般
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連日テレビ・新聞等で北朝鮮のミサイル問題が
報じられていますが、どのように思われますか
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「北朝鮮問題」について
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今月のアンケート・テーマ

2

→ヨコのかぎ
①センチの10分の1。
④農家の多い所。
⑥犬をつなぐ金属製の綱。
⑦能や狂言の主役。
⑧お相撲さんの呼び名。
⑩医者いらずと言われる多肉植物。
⑫燃料にする木。
⑬道路などの高低差。
↓タテのカギ
①奇跡。
②ある物事をなんでも知りつくしている人。
③作業用の白い木綿の糸で編んだ手袋。
④紙を貼るときのりをつける部分。
⑤つまらないもの。人にものを贈るとき謙遜して言う。
⑨太くない枝。
⑩夏の次の季節。
⑪お坊さんの正装。
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