診 療 科 目 ご予約システムあり

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

千葉市花見川区柏井町800-1
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今月のアンケート
「宝くじについて」

千葉市美浜区真砂4-1-10
ショッピングセンターＰＩＡ3階
電話 043-270-0777

読者の高額当選者は最高 万円

診療時間

うか当たりますようにと手 ませんが、稲毛新聞さんに 万円ぐらいです（作草部・ が一度も当選しておりませ ば当たらない、買っても当
を合わせる（稲毛海岸・長堀 出したハガキで賞をいただ 林田静江）。夢をいだいて木 ん。 年前から買ってませ たらない。宝くじはその時
ん（花見川・木田カズミ）。 の運（花見川・文生）。今回
幸子）。高額当選してみたい きました。ありがとうござ 曜日に発売されるロト
宝くじで思い出すのは本紙第 号で報じた「 千万円当たりくじ紛失事件」である。
いました。これからもだし という宝くじを月２回くら 仕事をやっている間はグル 宝くじが当たるパワースポ
（作草部・小田友希子）。
これが大反響を呼び、全国の日刊紙、週刊誌、ラジオ・テレビでも取り上げられ本紙
ます（幸町・細谷敏子）。い い（ 千円）買っていますが ープ、個人買いと色々やり ットの神社へ参拝してきま
当たったことがない
の大スクープとなった。宝くじ売り場で「高額当選」一枚ありと記載されたレシート
つも３百円ばかりです（高 ま未だ当たったことがあり ましたが仕事をやめて買う した。はたして？「酒列磯前
宝くじが当たったことは
を受け取った 氏だが肝心の当たり券を受け取れなかった。これを本紙が調査した結
洲・橋本洋二）。何回も買っ ません（あやめ台・早乙女百 のもやめました（四街道・粟 神社」幸運は？いかに！（幸
果 千万円当たっていたことが判明した。当選者はその後、裁判で売り場を訴え数百 ありません。稲毛新聞のク
ているが当たったことな 合子）。死ぬまでに当てたい 村道生）。当選なし。最近 町・中村春雄）。ジャンボ宝
万円の弁償金を受け取ったが、アンケートにあるように高額当選は滅多にでないもの イズ賞品の方が断然当たり
し、一生に一度は当ってみ です （天台・山本富子）。 ではあきらめて買ってませ くじ他のクジには当選金を
である。アンケートの結果最高は 万円～ 万円であった。さあ、みなさん昨年末の ます。ありがたい（天台・匿
支払った後に剰余金が在り
たい（千城台東・関晴臣）。 誰に当たっているのか。正 ん（幸町・ばあば）。
ジャンボ宝くじはいかがでしたでしょうか。
名）。年末だけはいつも買
国民のために色々なところ
買わないと当たらない、当 夢が見たいものだ（幸町・
買わない
っておりますが当選したと
で使われていると聞き及び
たっても３百円。５億円そ 山崎優子）。時々買います。
宝くじ買ったことないん
はありせんがね！でも買わ
ます。それを考えると宝く
れよりも金額を下げて当た 当たる人は金運があるの
ですよ（小仲台・横田邦明）
なければ夢も見る事も出来
円が今まで一番高額（轟町
でしょうか？
（千城台南・河
じの高額当選に洩れても剰
りをふやしてほ
しいです
高額当選は無し
（長沼・大曾根孝子）（八
ないので夢ばかり見続けて
・西田しげ代）。高額当選
高額当選あります
余金の内少しでも我々国民
（宮野木・奥山悦子）。当 野ゆき）。最高は 万。時々
高額当選金当たったこと
千代・牧けい子）。どうして
ます（轟町・安達孝子）。ジ
に当たったことはない。期
一回当選した事ありま
のために役に立っているも
たらないが買う（船橋・平 ３千円、いつもは３百円で
はありません（宮野木・植田
も当たる気がしないので買
ャンボというジャンボ、毎
待を込めてこれからも買い
す。それっきりですが、楽し
す（園生・関直康）
。
何度買
のと自負しています。万一、
野澄子）。時々思い出して
郁子）（真砂・羽賀久雄）
わない（花見川・相馬英
回購入していますが、最高
続けたい（稲毛東・島津千
みです。一年の終わりハラ
っても当たりません
（天台
・
高額当選金の幸運に恵まれ
年１回位買っています。全
（作草部・立花裕司）（高
万円が、二、三回いつ
治）。どう考えても当たる
で
代子）。一回だけ 万円あ
ハラ・ドキドキして待って
た時には、世の人のため、社
然当たった事なし。コツが 山本信夫）（船橋・平野泉）。
洲・東孝雄）（高浜・小笠
円です（幸町・
も未当
はずがないと思い、かった
たりました！（高浜・増田あ
いるのもいいものです（六
会のため貢献させていただ
（西都賀・小林正和）（今
あるのでしょうか
（高浜
・高
原早苗）（千草台・中山恭
沢田優子）。○○ジャンボ
ことはありません。当たっ
ゆみ）（穴川・多田文子）。。
方・阿部ちい）。 年前に宝
きたい（長沼・南井保夫）。
井・御園欣子）（船橋・平
野千江美）。残念ながら当
正）（千草台・中山真紀）
系の宝くじは人生で 回し
た人の声を聴いてみたいと
宝くじは３千円が一番高い
くじ、組違い一等 万円あ
たりません。どうしてでし 野泉）（千城台北・堀木浩
以前宝くじで一等をとる確
（園生・丸山宗男）（桜木
か買ったこ
とがありませ
思います（松波・齋藤淳子）。
当選金。でも毎回夢を持っ
ります（高浜・鈴木晴）。結
ょうか（千城台南・河野一 美）（小仲台・山田清子）
率は道を歩いていて車にひ
・藤平キエ子）（千城台西
ん。あたったら築 年以上
ほとんど買わない。当たら
て購入しました。ハロウィ
婚以来毎月 年間買って
郎）
。
若い頃から買っていま
かれて死ぬのと同じ位の確
（真砂・杉田美津子）（小
・鵜澤美智子）（花園・中
の家のリフォームをしたい
ないと思うので（あやめ台・
ン宝くじは女性セブンのク
ますが、 万円に 回、組
すが当たったのは最高で３ 中台・安田美枝子）。
立と聞いたことがありま
村智子）（松波・橋本恵梨
と思い、今年は年末ジャン
一森万亀美）。買ってませ
イズで当選して 枚頂き
違い賞 万円に 回当選
千円くらい。それでも買い
す。（四街道・島崎冨士男）。
香）（花見川・斎藤邦昭）
買うのをやめた
ボ購入の予定です
（小仲台・
ん、興味ないですね！（小仲
円で
当たったのは
しただけ。高額当選金に当
続けたいと思っています
以 上
（さつきが丘・新井郁子）
数年前までは年に 回 台・服部明）。購入したこ
前田絵美子）
。
私はくじ運が
したが宝くじそのものが当
たって世界一周のクルーズ
（小倉台・浅賀愛子）。かっ
（高洲・西川満）（鎌取・
は購入していた。しかし高 とがありません。いつか買
悪く 百円以上当たったこ
たった事が一番うれしかっ
に行ってみたい（小仲台・
てはいますが当選した事な
松本礼子）（桜木・小野智
とがないです
（園生
・野口み
額当選は皆無、末尾のみ。以 ってみたいです（稲毛東・鈴
た（作新台・長谷川康子）。
河内桃子）。一度だけ百万
い、くやしいです。もう買わ
子）（小仲台・尾沼健一郎）
ね子）。残念ですがないで
後今日まで購入しません 木志穂）。私は一度 枚買
一度もありません。一度で
円がありますが、今まで投
ないと決めても買ってしま
（園生・喜多信枝）（花園
す。でも今年は必ず当りま
（浜野・柳澤範光）。長い っただけ。ギャンブルはき
良いのであてたいです。今
資した金額を考えるとプラ
います（みつわ台・高野和
・斎藤やす子）（小仲台・高
す （穴川・ワンビン）。毎
間宝くじを買いましたが最 らいだから（小深・室賀と
年こそあたりますように
スマイナスゼロですね！
昭）。全然当たりません。女
木雅）（幸町・大浦穂乃香）。
回買うには余裕がない、し
近買うのをやめました（稲 き子）。高額当選金に当た
（あやめ台・篠原富美子）。
（高洲・菰田和也）。 年
性週刊誌で３千円が当たっ
当選したことありません。
かし買わなければ当たらな
毛・宮原勝子）。若い時は ったことも買ったことも
いまだかって高額当選した
近く買っていますが 等の
たのが最高でした。残念（高
最高額は 千円です（松波・
い時々買うだけ（花見川・
夢中になって夢を追いかけ 無い（園生・伊藤美乃）。
事はありませんが、いつも
組違い 万円が当たった
浜・高野江美）
。
宝くじは３
熊倉絵里佳）（小仲台・日
鈴木活美）。宝くじは一度も
ましたが、年と共にばかば
当る事を夢見て買っていま
だけで情けない成績です
その他
千円のみ（花園・石田繁代）。
高保子）
円が最高
当たった事がありません。
かしく思う様 になりまし
す。どうかこのクイズも当
（六方・泉谷正誼）。平成
もし高額当選すると人生
当たった事なしです。買わ
です（穴川・吉野佐知子）。
クイズにも当たった事があ
た。当選金額は年々高額に
たりますように（稲毛海岸・
年有楽町チャンスセンタ
変わるしきっと性格も、そ
なければ当たらないです
宝くじは最高で 万円当た
りません（弁天・増田賢治）。
なりますが今は買う気にも
北原文子）。宝くじは週刊誌
ーで購入した年末ジャンボ
んな本もでているようだ
ね。
当選したいです。
商店街
ったことがあります。スク
当たったことはありません
なりません。おいしい物を
のミニで３千円当たりまし
で 万円（４等）に当選し
しね（あやめ台・藤原健次）。
のクオカードは当りました
ラッチでは 千円分買って
がなぜか買ってしまいます
たべた方がいいですね！
たが高額当選は無しです
ました（真砂・小椎尾秀
高額当選金とはいくらです
（東京・最上多恵）。当た
千円当てたことがありま
（小仲台・松島恵）。一度
（長沼・赤坂喜久雄）（黒
（高洲・高野正太） 年前
二）。 万円当たった事あ
枚しか買わない
か。私は
る人がうらやましい
（佐倉・
す。高額当選を狙って今年
西千葉の西友前で昔買っ
砂台・岡本和美）。高額当
に年末ジャンボ２等組違
ります（桜木・藤平栄子）。
ので高額当選金は１万円
高野清志）。当選していま
は年末ジャンボを購入予定
選ありません！最近購入し
たら３千円当たっていま
いで５万円（みつわ台・小
主人の買った宝くじが 万
以上です（高洲・荒川昌
せん、沢山買った方が当た
（幕張西・茅森麻利子）。
てません（白旗・青坂美代
した。元を取っただけです
林弘樹）。当たった事は一
円当たったことがあります
一）。宝くじに当たったら
るのでしょうか
（千城台北・
いつか 億あたりますよう
がたった一度で元を取るだ
子）。組違いの 万円が最
度もありませんが年 回の
（幸町・醍醐吉子）。私の
海外旅行に行きたい。当た
堀木えり香）。負け惜しみで
に（穴川・中村紀子）。
けでも運が良かったと思っ
高でしたが 万円購入の
ジャンボクジだけは買い
主人が一度１等の組違い
ったら家を買いたい。当た
ないが抽選日まで楽しい
年くらい前、ナンバ のス
ため儲かっていない。当た
ています（轟町・岩瀬幸子）。
続けております（高浜・加固
賞に当選、ちなみに賞金は
ったら当たったらと言っ
し、スリルを味あえる。これ
トレートで 万 千円が最
らないので今は不買（朝日
宝くじは一組しか買いませ
悦子）。買っても買っても当
万円です（小仲台・荒木
て夢を買っている。そのた
でよろしい
（小深
・北村勝）
。
高（高洲・一ノ瀬明訓）。
ヶ丘・横須賀和男）。当た
ん（それもたま～に）ので最
たりません。万が一と思っ
裕美子）。
わごとが楽しい（小仲台・
宝くじは年に何回か買い続
ロトシックスで 万 千百
りそうな場所で買うんです
低一ケタの番号しか当たり
て買う時が楽しみです。ど
宮本ひろ子）。買わなけれ
けていますが当たったのは
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竹島は載っていない。旅行 プーチン氏は二島を引き
中悪いおもいはない。済州 渡しても主権は露が保持す
島島ではタクシーの運転手 ると日本をけん制しており
さんと２人で瀧で背中のマ 米軍の展開なども念頭に安
ッサージをしたり楽しかっ 全保障上の懸念を繰り返し
た。中国人観光客が減った 示している。
今、民間は日本人観光客を 返還された島を日米安全
とりこもうと一生懸命だが 保障条約の適用除外とする
政治がこれでは慰安婦像 米軍基地を置かない非軍事
問題を含め日本人の嫌韓が 化には米と協議が必要と
さらに深まることに気づか のことだが米がなぜ割り込
ないのだろうか。呉善花氏 んでくるのか。世界中の国
の「虚言と虚飾の国・韓国」 の中で同じ敗戦国の独伊
を読み返した（鎌ヶ谷・元稲 はとうに米の支配から抜け
毛小校長・島津幸生）。 出しているのになぜ日本だ
けが米の意向を拒否できな
北方領土
いのか。同盟国なら助け合
わなければならないのに
利用されるだけなら奴隷
国である。日米同盟を解消
すれば何事もうまく行くが
トランプ氏が日本に高額
の関税をかけたり難題を要
求してくるので中露韓北と
東洋同盟を作り米を孤立さ
せ一国主義を反省させるこ
とだ（花園・岩井秀夫）。
8
%

1

3

50

日本経済が成長しない原因
40

3

を 年間に 分の に減ら
す。②消費が落ち込む消費
税増税を実施する。③その
究極がプライマリ黒字化で
国債発行を中止し、国の予
Ｐ（国内総生産）が拡大し 算を税収内に収める借金Ｎ
ないことで、拡大しない国 Ｏの財政健全化である。こ
の国民は所得が増えないの れでは緊縮財政となるの
である。ならば所得はどう で生産は減少し、消費も減
少し、所得も減少する。
して生まれるのか。
それは労働者、サラリー 経済学者が主張する緊縮
マン、農業、公務員など全て 財政の根拠は、日本国の財
の生産者たちが、モノやサ 政が破綻するである。
政府が発行した国債残
ービスを生産することで生
まれる。生産されたモノを 高の ％は日銀が発行し
消費者が買うから所得が生 たお金であり、残りは日本
まれる。国民は生産者、消 国 民 が 貸 し た お 金 で あ
費者、所得者である。
る。 ％は海外の中央銀行
ＧＤＰは生産の合計、消 が外貨準備高として保有
費の合計、所得の合計であ している日本円である。
る。生産が増え消費も増え 日銀が国債を保有すると
ハイパーインフレ（年間
所得も増える。
％）になるとＮＨＫ、
経済学者はこれが分ら
ず、反対の理屈を持ち出す。 日経、産経などメディアは
だから政府は①国内の消 主張するが、 年経過して
費が落ち込む公共工事予算 も ％のインフレにもなっ

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

ぼんくら政治家
西尾幹二氏の著書「移民
国家宣言に呆然とする」に
賛同致す。真正保守は斯く
あるべしだ！
氏曰く「イスラム教徒の
モスクが建てられ中国人
街が出現、天皇陛下屈辱教
育が行われてをる。
多民族共生社会は、日本
文化拒絶につながる」。
日本語・文化が消えて行
く。真っ当な正論だ！日本
固有の民族性は消え去り、
支那・韓国の独断専行が始
まる。移民に寛容な欧州の
奇々怪々を、何故日本の政
治家、拝金財界は視ぬのか。
国策は、細部を検証し実
施すべきだ。
祖国不在のボンクラ政
治屋、無知な財界人が多す
ぎる（埼玉県さいたま市・蓮
坊きみちか）。 以 上

眼科美浜クリニック

日本経済が 年間もゼロ
成長で、デフレを続けるの
は経済学が間違っていから
である。デフレとは生産力
（供給力）が例えば に対
し需要力（消費、投資）が
しかなく商品が売れなく
なる現象であり、価格を下
げてでも売り捌くことにな
りデフレが続くのだ。
これにたいし経済学は
生産力を需要に合わせて減
らせと主張する。生産を
に落とすと言うことは、
ある工場の内 工場を閉鎖
して、労働者の首を切るこ
とになる。
政治家や労働組合がこの
経済学に従うから経済は成
長しないのである。
経済成長ゼロとはＧＤ
50

8

※今月のアンケート
【クイズの応募方法】
「印象深い昨年の事件」
左記のクロスワードパズ
昨年は様々な災害や事
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ 件、北米朝首脳会談などあ
の順に文字を並べると言葉 りました。印象深かった事
になります。その言葉とア 件を書いてください。
ンケートの質問内容をハガ 締切・平成 年 月 日
キに書いて住所・氏名・年齢 （当日消印有効）
・電話番号を明記。〒２６３ 今月の賞金・賞品
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆特 賞＝１万円（ 名）
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆一等賞＝ 千円（ 名）
係」宛。なお、応募はメール ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
ニクあほえん（５名様）
でも受付ＯＫです。
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北方領土返還の調査で
二島が
は四島が
答え な し が
だが
今は一番悪い交渉時で無
条件では何れも難しい。米
が沖縄を変換時に交渉した
ら良かった。米と露中は犬
猿の仲で米の言い成りの日
本は憎まれているし安倍
氏はトランプ、プーチン氏
の機嫌を取る内股膏薬で無
条件返還は虫のいい話で
ある。変換の条件としては
米が軍事基地を作ることを
考え主権を露が持つレンタ
ルになると思う。
米が沖縄返還後米軍基
地を作り埋め立てや経費ま
で負担されているので露も
米同様軍事基地を作り日本
が経費を負担すれば同条件
となる。橋本、小渕、森、
小泉氏が交渉したが何れも
不発に終わった。露は北方
領土にレーダー基地を設置
して日本国有の領土を不法
占拠し四島は軍事拠点と
して整備を進めており人口
は１万６千６６８人で露
住民が暮らしており歯舞に
民間人は居住せず国境警備
隊が駐留し地対艦ミサイ
ルが配備され軍事演習も活
発化しているので、返還に
は相応の時間がかかる。

白内障手術
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ていない。日本国債の全額 本企業に命じたと言う。 に着いたのは次の日 時
を外国から借りたら、ギリ 私は当初中身がよくわか 分だった。今なら釜山まで
シャ、ロシア、アルゼンチン らなかったので、どうして 飛行機で２時間か。福岡か
の様にインフレになって破 日本はドイツのように個 ら釜山までの飛行機賃は片
綻する。
人賠償をしなかったのだろ 道８千円であった。一泊
し、たまたま知り合った２
日本の財政は明治から現 うと思っていた。
万倍に増 しかし韓国の場合昭和 人連れと３人でタクシーに
在まで 千
え た が 破 綻 し て い な い 年日韓基本条約、請求協定 相乗りし京城（ソウル特別
し、近代国家になった。 で韓国側の希望で個人賠 市）まで行った。まっすぐで
この事実さえ認識できな 償は自国で処理するという まわりに何もない道路はい
いのが経済学者である。財 ことで、そのかわり当時の ざと言う時戦闘機を飛ばす
政破綻論の経済学者に国民 韓国の国家予算の１・６倍 ためとのことだった。日本
が騙され、財政再建の増税 も支払っていたと言うの 人が多く泊まるホテルに案
に賛成するので、日本経済 だ。その上この４人は徴用 内され何泊かした。当時円
は成長しないのである。大 ではなく自分の意志による とウオンのルートは１対１
学が教える経済学は無用で 就職なのだ。本当にびっく であったが、闇ルートだと
２割増の時代であった。
ある（穴川・入野守雄）。 り判決だ。
そんなハングル（韓国文 ホテルの食堂は高いので
韓国の今・むかし
字）の国へはじめていった 近くの食堂で食べたが、ジ
８
韓国で戦争中に日本の工 のは昭和 年（４
年前）の ャジャメンが安くておいし
場に徴用された訳ではな 夏休みのことだ。当時「国」 かった。市内観光（と言っ
く、また無料で働かされた とはと言うことを考えてい ても今のような繁華街はな
訳でもないのに慰謝料請求 たので 度線と言う国境を い）と朝鮮戦争の折マッカ
をした韓国人原告４人に韓 みたかったのだ。
ーサーが逆上 陸した仁川
国の最高裁は各自に１千万 東京駅を夜６時 分発の （マッカーサーの銅像があ
円の支払いをするように日 「特急朝風」で出発、福岡 った）に日曜日にひとりで
行った。仁川では娘さんを
☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆１等賞・ 万円＝中村紀 つれた親切な親父さんに会
子（穴川）。
招待券（５組）
った。板門店観光が月水金
☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆２等賞・５千円＝小笠原 だったのだ。
早苗（高浜）東孝男（高洲）。 板門店へは途中から米軍
カード（２名様）
☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン のジープに先導された米軍
ニクあほえん＝室賀とき子 のバスに乗りかえて行っ
ト無料券（５組様）
（小深）杉田美津子（真砂）早 た。客は少なくうしろにす
月号の当選者
乙女百合子（あやめ台）浅賀 わっていた３人のおじさん
月号の答えは「アカイ 愛子（小倉台）羽賀久雄。 は朴正煕（パクチョンヒ）
カキノミ」でした。
☆千葉市動物公園賞・無料 当時、韓国大統領と日本陸
応募者多数のため厳正な 招待券＝藤平栄子（桜木）堀 軍士官学校が同期で招待さ
抽選の結果次の方が当選し 木浩美（千城台西）荒木裕美 れて来たと言っていた。
ました。
【敬称略】 子（小仲台）小椎尾秀二（真 着いてサインをさせられ
砂）齋藤静子（稲毛東）。
た文書があった、それは死
☆多田屋小仲台店賞・図書 んでも責任はとらない、の
カード＝増田あゆみ（高浜） 承諾書だった。北朝鮮兵が
赤坂喜久雄（長沼）。
鉄砲をかまえていた。
☆アクアリンクちば賞・無 私が北朝鮮兵がよく見え
料滑走券＝松島恵・前田絵 る場へ少し移動したら近く
美子（小仲台）橋本恵梨香 にいた米兵もすぐ移動し
（松波）小田友希子（作草部） た。国境の川を渡る橋を遠
小林正和（西都賀）。
くから見学した。もどれざ
※本年も多数ご応募有難う る橋と言われているそう
ございました。来年も宜し だ。買った地図だが日本海
くお願いします。 以 上 が東海とあったがもちろん

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

眼科診療・全般
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①オン⇔
④勇ましいこと。
⑥庭などで落ち葉など焚くこと。
⑦かえりみち。
⑧油揚げが好きなコンと鳴く動物。
⑩体力や能力がないこと。
⑫千年も長生きするといわれる鳥。
⑬身体を動かして表現する。
↓タテのカギ
①子供が成長する過程。
②ある物事について知り尽くしている。
③袖のないゆったりした外套。
④げんまん。
⑤庭や敷地の囲い。木や竹でできてい
る。
⑨十五夜などの月を鑑賞する。
⑩夜⇔
⑪焼き○○、○○巻。
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昨年は災害や様々な事件、北米朝首脳会談など
ありました印象深かった事件を書いてください。
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→ヨコのカギ
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「昨年印象に残った事件」
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クイズヒント
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今月のアンケート・テーマ
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