私は現在、夏であるオ
ーストラリアにいます！
２０１９年、まだ一度
も日本に帰っ ていませ
ん…。日本は寒いですか
らね。暑いところで思う
存分トレーニングをして
います。

1
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きさってぃーの自転車コーナー
オーストラリアでトレーニング

中村 妃智

これだけオーストラリ 嬉しくなりました。
アにいると現地の様々 皆さんも、もし観光で
な面が見えてきました。 日本に来ている外国の
ある日自転車で信号 方を見かけたら是非挨拶
待ちをしていると、小さ をしてみてはいかがでし
な男の子がお母さんの ょうか？
手を握り緊張した面持ち オーストラリアは夏な
で「おはようございます」 ので私たちは朝早くにト
と声をかけてきました。 レーニングに出 発しま
街を歩いていても「こ す。近くの山に行くとす
んにちは」と声をかけら でにたくさんのサイクリ
れることが多いです。 ストがいます。
実はオーストラリアの 皆さん出社前にトレー
第二外国語は日本語な ニングしているようです
のです。信号待ちの時の （そういえば昨年 月に
男の子もきっと学校で勉 北海道のニセコでスノー
強した日本語を一所懸命 ボードをしてきたと話し
に伝えてくれたと思うと かけてきてくれたおじさ

日本自転車競技トラック中距離選手
日本写真判定株式会社

提灯行列出発前のセレモニー 天皇陛下万歳を叫びながら栄町通りを練り歩く
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30

んがいました）。
そしてトレーニング終
了後、サイクリングロー
ドを通りながらアパート
に帰っていると、そこに
はたくさんのリュックを
背負ったサイクリスト達
が爆走しています！皆さ
んとても速いです。
皆で列を組みながら通
勤しています。もともと
早いのか、皆遅刻ギリギ
リに出社しているのか
そして週末は家族で
バーベキューをします。
公園に行くと無料で自由
に使えるコンロがありと
ても便利です。
さて、そんなオースト
ラリア生活ももう終わり
です。世界選手権に出場
するためポーランドに行
ってきます。
温度差マイナス 度！
頑張ります！

ケント・ギルバート氏の記念講演要旨

4

森田県知事・門山衆議院議員・河野・臼井県議が祝辞

援しようと、脱脂粉乳やト 理想に委ねる。日本が陸海
ウモロコシの缶詰などを配 空軍を持つ権能は、将来も
給し、食糧支援を行った。 与えられることはなく、交
「第 回建国記念の日を祝う 千葉県民の集い」が、今年も 月 日（月）午後 時か
次に着手したのは農地改 戦権が日本軍に与えられる
ら千葉県教育会館より開催された。第一部の式典では金子実行委員の開会の言葉に続 革。次に有能な教師や学者 こともない。三、日本の封建
いて来賓の森田健作知事、門山衆議院議員、河野俊紀・臼井正一県議会議員、おかみ を公職追放し、共産主義者 制度は廃止される。貴族の
さん会会長吉成庸子さん、かずさ万燈会代表渡元貴氏がそれぞれ挨拶。第二部の記念 を大学・公職に配備した。 権利は、皇族を除き、現在生
講演では講師のケント・ギルバート氏（カリフォルニア州弁護士）が『日本覚醒 素
次に日本は悪い国とする 存する者一代以上には及ば
晴らしい国、日本に告ぐ』と題して記念講演を行った。この後、伊藤哲夫氏（日本政 教育改革を進めた。共産党 ない。華族の地位は、今後ど
策研究センター代表）が『御代替わりの意義と国民の心構え』と題して、今上天皇の は労働者を味方にしてゼネ のような国民的または市民
退位と、新天皇の即位の一連の儀式・大嘗祭など、日本の皇室・伝統文化について詳 ストを企てたが、マッカー 的な政治権力を伴うもので
代今上天皇即位 年を祝う提灯 サーはこれを阻止し、共産 はない。予算の型はイギリ
しく解説した。午後 時過ぎから中央公園で第
人が行列に参加した。
【取材・佐藤正成】 党の活動を禁止した。
行列のセレモニーが行われ約
スの制度に倣うこと。
当初は天皇を処罰する案
ＷＧＩＰ政策
もあったが、マッカーサー
は日本国民は天皇を尊敬し マッカーサーは日本占領
ケント・ギルバート氏は パワーポイントを用いて分 地域に台頭。その４００年 ているのでこれを利用する 統治に当たりＷＧＩＰ政策
米国人である。流暢な日本 かりやすく解説した。
後、モンゴルが日本に侵攻 ことで国体を維持できると を打ち出した。それは「戦争
語で「日本覚醒、素晴らし まず初めに、神武天皇が （鎌倉時代）したが失敗に 考えアメリカ大使館で数回 についての罪悪感を日本人
年前） 終った。次いで元国（中国）。 面談し、天皇擁護を盛り込 の心に植えつけるための宣
い国日本に告ぐ」と題して 誕生した（２６
この頃ローマ帝国が栄えて 南米にインカ帝国（ペルー） んだ憲法草案を考えた。
伝計画」であった。その一は
いた。次いでフランス、イ が誕生。ロシアが北アメリ 憲法草案はマッカーサー 東京裁判は戦争責任は日本
スラム（中東地域）、スペ カまで進出したが日本の天 の配下の 人の民政局員 だけにあったと思い込ませ
インがアメリカ大陸まで支 皇制はずっと続いていた。 （ホイットマン局長）に一週 る。二は、教育改革。日本に
配した。キリストイスラム こんなに素晴らしい伝統文 間で作成せよと命じ、これ 生まれた誇りを持たせない
化があるのに日本人はそう を吉田茂氏に提示、認めな ための学校教育施す。三は、
思っていないのが残念だ。 いと天皇の命が危ないと脅 日本国憲法は武力を通じて
した。吉田氏に渋々了解さ 日本を守ることは悪だと信
日本は大国
せ昭和 年 月 日に公 じさせる。四は、プレス・コ
ギルバート氏は、日本は 布、昭和 年 月 日に施 ード。検閲を通じて日本の
大国ですか？と会場に尋ね 行されたのが現憲法だ。 マスコミ情報を統制・管理
たところ、ほんの僅か。ギル 今の憲法について草案を する。具体的には①ＧＨＱ
バート氏は日本は大国です 書いた元職員に聞いたとこ に対する批判②極東国際軍
と答えた。日本は鎖国政策 ろ「えっ、まだそのままです 事裁判批判③ＧＨＱが日本
を続けていたが江戸時代か か？改正しなかったのです 国憲法を起草したことの批
判④検閲制度に対する言及
ら教育が行き届いている。 か」と答えたという。
とくに、明治政府は不平等 マッカーサーは憲法草案 ⑤アメリカ合衆国への批判
条約を解消し近代国家にし に三原則を盛り込ませた。 ⑥ロシア（ソ連邦）への批判
た。その後、大東亜戦争が 一、天皇は国家の元首の地 ⑦英国への批判⑧朝鮮人へ
始まり、日本が敗戦したが 位にある。皇位は世襲され の批判⑨中国への批判⑩そ
戦後、新渡戸稲造氏が武士 る。天皇の職務および権能 の他連合国への批判⑪連合
道を広めた。その戦後を検 は、憲法に基づき行使され、 国一般への批判⑫満州にお
証したい。マッカーサーが 憲法に表明された国民の基 ける日本人の取扱いについ
厚木飛行場に降りたが丸腰 本的意思に応えるものとす ての批判⑬連合国の戦前の
だった。これは異常である。 る。二、国権の発動たる戦争 政策に対する批判⑭第三次
本来ならば護身用に武器を は廃止する。日本は、紛争解 世界大戦への言及⑮冷戦に
持って降りなければならな 決のための手段としての戦 関する言及⑯戦争用語の宣
い。なぜならマッカーサー 争、さらに自己の安全を保 伝⑰神国日本の宣伝などの
は日本人を信用していたか 持するための手段としての 報道規制で 項目もある。
らだ。この時マッカーサー 戦争をも放棄する。日本は ギルバート氏は現日本国
は日本のすべてを変えると その防衛と保護を、今や世 憲法は改正すべきと訴え
決意、物資がない日本を支 界を動かしつつある崇高な た。（以下省略）
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げよう」と言って先にたっ
てどんどん歩いていく。
たどりついた先はぬい
ぐるみの売り場だったの
だ。えっ？ぬいぐるみ…
と、とまどっている私に大
小たくさん並んでいるぬ
いぐるみの中でも、もっと
も小さい犬のぬいぐるみ
を手にして「ウンこれがい
い。これを買ってあげよ
う」と言い店員さんを呼ん
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墓ま参りだけでなく最近
はデパートだってめった
に行かなくなった。
前は買い物大好きだっ
たのにと思うと、やっぱり
年齢をとったのだなあと
感じる。買い物で思い出し
たのだが儀ちゃんと結婚
して三ヶ月位過ぎた頃だ
った。日曜日珍しく家にい
た儀ちゃんが「千葉へ買い
物にいこう」と誘ってくれ
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初めてのプレゼント

ない。「他のぬいぐるみ何
処へ行ったの？」驚いて聞
く私に儀ちゃんは「ひとま
とめにして戸棚に入れた
よ」すまして言う。急いで
戸棚から出して自分の机
の上に並べた。それから数
日後テレビの調子が少し
悪いので電気屋さんに来
てもらう。テレビはすぐに
直ったが、帰りがけ電気屋
さんが言った。「上に置い
てあるぬいぐるみ、よほど
大切にしてるんですね。
しっかりガムテープで
止めてあったので一度は
がしましたけどまたテー
プはり直しましたから」
と。急いで行ってみるとた
しかにガムテープでしっ
かり止めてあった。気が付
かなかったけど、儀ちゃん
の奴、自分のプレゼントし
たぬいぐるみだけしっか
り貼りつけたんだなと腹
が立つやらおかしいや
ら…。もしかして、私が大
切に持ってきたぬいぐる
みたちは、私が誰かにプレ
ゼントしてもらったと思
ったのかしらねえ。自分で
集めた物なのに。

美味しいイタリア料理の店
ーテジャクラ」を使用して
おり、美味しさが違います。
ピッツァは厳選したピザ
粉とオリジナルのブレンド
チーズを使い焼き上げてい
ます。そして創業前から蓄
積 し た ア イ デ アをべース
に、長年にわたって研究を
重ねて完成させた「魔法の
雫」と呼ばれる秘伝のドレ
ッシングで食べるサラダは
絶品！豊富なイタリアワイ
ンも魅力的。ぜひ一味違う
イ タリア 料 理をご 賞 味 あ
れ。千葉市中央区春日 ～
～
階
・
・


イル・キャンティアズーロ
全国各地に展開する「イ
ル・キャンティアズーロ」が
ＪＲ西千葉駅西口から徒歩
分の場所にオープン。
イタリアンテイストに温
もりを融合させた外見から
では想像のできない心地良
い店内の中、オリジナリテ
ィあふれる料理は全て独創
的でとても美味しく、一皿
一皿に想いを感じます。
イタリアと言えばパスタ
とピッツァ！ここのパスタ
には、海のミネラルがその
まま、バリ島の古くから伝
わる天然塩、貴重な海洋深
層水から生まれた「スーパ

ステージに集う大人の遊び場

本千葉町「俺
京成千葉駅の千葉中央
駅から歩いて 分の場所
にあるバー「俺
」ここにはプロ仕様
のステージと音響システ
ムがあり、お客さんが自
由に演奏したり歌ったり
できる。音楽好きにはも
ちろん、歌が大好きな人
たちが集まる。カラオケ
の曲に合わせて、ドラム
と、オーナーの髙橋さん
のギターとハモリが曲を
盛り上げ、ステージで歌
う快感を味わえる。この
バーのコンセプトは「大
人の遊び場」。こんな言葉
がぴったりな場所だ。
オーナ
俺

の

ぶ

ち

か

」
ーの高橋伸知 さんは、ご
自身も千葉テレビの「カ
ラオケ大賞」で優勝する
ほどの美声の持ち主で、
音楽的感性に優れ、ギタ
ー演奏とその人の声に合
ったハーモニーを演出し
てくれる。毎晩、ステージ
上で奏でられる最高の快
感を求めて人が集い歌い
踊ることができる。
」
「俺
‐
千葉
〒
市中央区本千葉町 ～
地商ビル 階＊営業時間
時～ 時・電話
・
・

郁栄会

加瀬 紋花

砂糖の代わりに代用甘味料！
医療法人社団

げられます。
キシリトールと聞い
て最初に思いつくのは
「キシリトールガム」で
はないでしょうか。キシ
リトールには砂糖と同
等の甘みがあり、むし歯
予防の効果があること
が認められています。
むし歯予防効果があ
るガムを選ぶための基
準として、日本トゥース
フレンドリー協会認定
の「歯に信頼マーク」がつ
いたものを選ぶと良い
でしょう。評価基準を満
たした、むし歯の心配の
ない食品には歯に信頼
マークという、傘をかぶ
った歯のマークがついて
います。
それらを上手に選ん
で、からだとお口の健康
のために取り入れてみて
はいかがでしょうか。

寒竹歯科・歯科衛生師

現代の食生活におい
て砂糖は欠かせない調
味料でありエネルギー
源ですが、むし歯になる
原因のひとつだという
ことはご存知かと思い
ます。そこで、砂糖の代
わりとなる甘味物質
で、むし歯になりにくい
とされているのが「代用
甘味料」です。低カロリ
ー、低エネルギーである
ため、糖尿病の方やダイ
エットをしている方が
摂取するのに向いてい
ます。
代用甘味料にも色々
な種類がありますが、特
定保健用食品（トクホ）
などの機能性食品に使
われているものの多く
は「糖アルコール」に分
類されるものです。
中でも代表的なもの
に「キシリトール」が挙

次号の発行日は
身近な情報は電話

・

月 日です。
・
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だ。ぬいぐるみは大好き
で、いっぱい持って嫁入り
して来た私だが、その時は
すごく損した気持ちで帰
りはしょんぼりしていた
っけな。
テレビの上に置いてあ
る他のぬいぐるみに仲間
入りして、その犬の白いぬ
いぐるみも置かれた。とこ
ろが翌日の夜になって私
はビックリした。テレビの
上には儀ちゃんの買って
くれたぬいぐるみしかい

1

31

た。「ウン、行く行く」と
私は大喜びでついていっ
た。行った先は千葉三越。
まず紳士売り場へ行き儀
ちゃんはワイシャツを二
枚注文し、カフスボタンも
買った。その後ゴルフ用品
売り場に移動し、ゴルフズ
ボン二本と、ゴルフシャツ
二着を買う。私はブラウス
の一枚も買ってもらえる
ものだと期待していた。
そんな私に彼は「そうだ
あんたにも何か買って上

2

にぎやかな店内風景

玄関の前で白梅が寒さ
の中、いっせいに蕾を開い
ている。儀ちゃんが、少し
でも時間があると庭に出
て手入れをしていたのを
思い出す。
銀行に入行する前二年
間、笹川中学で英語と園芸
の先生をしていたという
彼だが、英語の方はたいし
たことなかった。そのかわ
り園芸の方はたいしたも

ので、儀ちゃんの指導で作
られた花壇はそれは見事
で近隣の人がお弁当を持
って見に来たそうだ。
植木の手入れや花の手
入れが若い頃から好きだ
ったのだろう。教え子さん
達は今でも儀ちゃんのお
墓参りに来てくださって
いるそうだ。ありがたいな
あと感謝している。
儀ちゃんのお墓は、旭市
にある。少し遠いので、年
二回位しか行ってない。お

美味しい料理の数々
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ケント・ギルバート氏

開会の挨拶をする金子実行委員・右は森田知事、門山衆議院議員など来賓

24

21

イル・キャンティアズーロ

S
T
U
D
i
O

3 20
0
6
7
7
2
6
2
2
0
4
3

高橋オーナー

0

5

5

S
T
U
D

1

40

22

S
T
U
D
i
O

随筆

3

i
O

第125代今上天皇即位30年を祝う提灯行列
バーベーキューを楽しむ
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建国記念の日を祝う県民の集い
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