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
「平成時代の思い出」

1

自然災害からオウム事件、家庭問題なと多種多様

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

山越秀子）。私はうつ病で に及ぶ開腹手術を経て 年 草部・伊藤久美子）。平成 利尻島、大島、新島、小豆 色々とメダルを取った事は
ひどくなると外に出るのも 金婚式を迎えました。子供 の中ごろ職場に平成生まれ 島、宮古島等（幸町・中村 感動した。特に小平選手の
いやになります。そんな時 孫たちに囲まれての祝福は の新入社員が入って来ても 春雄）。自分の行きたい所、 スケートには身体がふるえ
平成時代（ 年間）が終わり、新天皇が誕生し、新しく「令和」の時代になりました。 週一の新聞配達のおばちゃ 感激の一語につきる至福の うそんな時代なのかとビッ 旅行に誘ったり誘われたり ました（四街道・粟村道生）。
昭和天皇の時代は戦争がありましたが、平成天皇の時代は平和で穏やかな時代でした。 んや民生委員さんが食べ物 一刻でありました（花見川・ クリした（宮野木・横山繁）。 でいろんな 所を観光した 石原裕次郎、美空ひばりの
そこで、今回は「平成時代の思い出」と題してアンケートをいただきましたが、大きな
を持って来て下さったりお 岡松健継）。仕事を早期退職 転勤で千葉に来て房総半 （高洲・戸沢恵子）。平成 不世出の 大スターが相次
事件として忘れることができない「東日本大震災」がありました。社会問題から家族、
医者さんに一緒に来て下さ 後ガンを患い死にかけたが 島を一周したこと（小仲台・ になってやっと落ち着きお いでこの 世を去ったこと
個人的な想い出や問題などたくさん回答を賜り有難うございました。
って、大分よくなりました。 無事生還、最後に玉のよう 富永政美）。クイズ アン かげ様でハワイに二度行か （小仲台・寺阪和久）。マイ
親切な皆様ありがとうござ な孫誕生！たくましく成長 ケートで 千円あたったこ せてもらいました。令和に ケル・ジャクソン、森光子、
いました（轟町・岩瀬幸子）。 中です（四街道・島崎冨士 と（小仲台・小室良満）。 三回目行けたらと健康で念 森繁久弥さんが亡くなった
平成年間は年もとり、病院 男）。色々ありましたが孫が 平成 年定年になり 年間 じています（宮野木台・那須 ことです（千城台北・堀木英
東日本大震災が起き家族は （千城台南・河野二郎）。
里）。前進のみ（椿森・上田
に 回ぐらい入院して今で 生まれた事がうれしかった の会社勤めを卒業しまし 常子）。
東日本大震災
仕事で帰れず愛犬が心配で 地下鉄サリン事件です。宗
晃之）。日本で戦争がなかっ
はリハビリ生活です（幸町・ （あやめ台・一森万亀美）。 た。勤務地名古屋より千葉 その他
大きな災害が続いたこ
した（市原・清水千春）。 教はアヘンです（佐倉・河野
醍醐吉子）。
孫が生まれたことです（天 に帰り生き返った気持ちに 消費税が ％から ％に た（小中台・佐々木るみ子）。
とが強く記憶に残る時代
忘れられないのは東日本大 貴代司）。神戸連続児童殺
台・山本富子）。「子育て」 なったことを思い出します なった。当時は 歳で、家 クエートで湾岸戦争が勃発
だった（みつわ台・上木貞
震災。揺れも恐かったがテ 傷事件、むごたらしいです 家 族
「介護」その他いろいろガン （泉谷正誼）。自分が生き の前にある自動販売機でジ です。暗い夜ミサイルが飛
子）。自然災害が多かった
レビでは大津波の生中継で ね（横浜・一瀬谷津子）。和 社会人になり、結婚して、
バッタ の一言です（四街 ている間に元号が二つもか ュースを買うのがご褒美で んで地球の終わりかと思っ
よ う に 思 う（作草部・山
町、車が流されるシーンが 歌山毒物カレー事件の林真 可愛い子供にも恵まれたこ
道・永野雅子）。子供が結 わってすごく年をとった気 した。ある日百円で買えた た（高浜・高野由里）。ダイ
本トシ子）。思い出すのは
地獄みたいだった（みつわ 須美受刑者です、まだ自白 とです（小仲台・木村美樹
婚して孫が誕生したこと がした（花見川・相馬英 はずのジュースが買えず断 アナ元皇太子妃の交通事故
天災です。地震、津波、台
台・宇都俊一）。思い出は してなくて強さに驚きます 夫）。やはり子供の誕生と成
（幸町・山崎優子）。孫が 治）。小渕さんの「平成」 念して家に帰ったことを覚 死（みつわ台・高野和希）。
風、山くずれ、暑さなど（六
数多くありますが何と言っ （東京・最上修）。拉致被 長を見られたこと（桜木・小
生まれたことです（天台・山 の発表の時。「令和」はイ えています（花園・新妻実可 バブル崩壊（船橋・土屋直
方・阿部ちい）。自然災害が
ても東日本大震災です（稲 害日本人拉致被害者 人 野智子）。初孫誕生！（小中
本信夫）。子供が出来ず悩ん ンパクトがない（高洲・荒 子）。携帯、そしてスマホ所 子）。特になし（千種・土谷
多かった事だ。阪神大震災
毛東・島津千代子）。東日 が北朝鮮から帰国したこと 台・服部千寛）。長男が結
で病院に通い時にあきらめ 川昌一）。年金生活になっ 有。便利な世の中になりま よし江）。特になく健康に過
を始め東日本大震災と各地
本大震災が一番印象に残っ （千城台南・河野由紀）。 婚し初孫が生まれたのがと
かけましたが、無事授かる たこと（花見川・作佐部ミ した（小仲台・横田千恵）。 ごせたこと（小中台・安田美
で起こった事（あやめ台・早
ています（朝日ヶ丘・横須賀 雪印集団食中毒事件です。 ても嬉しい出来事でした
ことができました。そんな ヨ）。グラウンドゴルフの ケイタイ電話、パソコンが 枝子）。
乙女元市）。阪神大震災、
和男）。東日本大震災（船 ブランドも地に落ちました （真砂・相京喜代子）。子
以 上
子供も今年より幼稚園に入 大会で数々の賞を得たこと あたりまえになった世の中
東日本大震災、熊本地震と
供 人の結婚があったり、
橋・平野泉・澄子）（千草 ね（祐光・阪本舞）。
り園庭を走りまわっていま （花見川・文生）。引っ越 に追いつくために、勉強に
自然災害がおおかった（稲
孫 人がすくすくとそだっ
台・中山恭正・量雅）。
結 婚・病気
す（花園・吉武希）。両親が しを何回もして疲れた
毛海岸・長堀幸子）。地震
なった時代？なのかも（み
ていった。中身の濃い 年
月 日の東日本大震災で
結婚したしたことが平
他界しいよいよ私もいずれ （椿森・五木田えり）。平成 つわ台・伊勢眞也）。平成
が発生したのでいまだ仮
間でありました（真砂・武蔵
す。早期復興を祈っていま
成で最も印象深いです（み
その時がやって来ると思う 年に仕事を辞めて第 の 年は後厄の年で、父が病
設住宅に居住の方々頑張
正義）。母親、伯母、叔母、
す（長沼・大曾根孝子）。東
つわ台・金子祐介）。結婚
が何事も日々心身を鍛え健 人生を送った（四街道・寺田 気になったり、新車で信号
って下さい（高洲・黒川修
息子の死などいろんなこと
日本大震災です。主人の実
したこと（稲毛東・小法師
康寿命をのばして悔いなく 裕子）。私の妻は平成元年 待ちしていてぶつけられて
一）。冷夏で米不足で米が
がありましたが多くの友に
家が岩手県にあり、内陸部
朋子）。昭和の終わりの方
生きていこうと思っていま に教職に採用され令和元 廃車に…令和はきっと良い
まともに手に入らなかった
めぐまれ現在の自分がいま
ですので、家も無事でした
に生まれたので、学生時
す（千城台・佐藤礼子）。娘 年で定年退職します、身近 年になると信じたい（末広
こと（真砂・羽賀久雄）。
す（作草部・のんの）。孫が
が岩手県、福島県の悲惨な
代、結婚、出産とすべてが平
の誕生。これ以上ない程可 で見て来た私は本人共々 ・高橋里砂）。親友と出会
阪神淡路、東日本の大震
生まれ、曾孫も誕生したこ
様子を見るにつけ胸が痛み
成時代の思い出です（松波・
愛く感動しました。第二子 大変な 年間でした。お疲 って 年。まだまだいけ
災、気候変動による災害で
とです（高洲・高橋幸子）。
ました（小仲台・河内桃子）。
熊倉絵里佳）。平成 年に
の誕生が楽しみです（朝日 れ様（高浜・鈴木晴）。昭 る！（八千代・牧けい子）。
す（黒砂台・中村博之）。
両親が相次いで亡くなった
楽しいこともいっぱいあり
癌の治療のために か月入
和の時代は社会も我が家も いわゆる青 春時代を過ご
ヶ丘・山田三十八）。
東日本、神戸、中越と大地
ことです。今でも寂しいで
ましたが平成は天災が多か
院（それまでは大病もなし）
混乱時代、やっと生き抜き、 し、出会い別れをたくさん
震が発生、とくに東日本は
す（みつわ台・吉川洋）。子 体 験
ったと思います。東日本大
今も経過観察の為に検査を
仕事一筋でした（作草部・ 経験した。人生に影響した
広範囲な津波も絡み未だ生
供が 人生まれたこと（轟 幕張フィルハーモニー合
震災は絶対に忘れられない
実施、現在再発はなし（高
本間文佳）。
死不明者が多数原発は功
時代でした（花見川・山下
町・岩佐愛子）。昭和 年 唱団の一人として平成 年
出来事です（椿森・加藤久美
浜・住村直希）。主人がガ
罪が問われる（高洲・宇都
盛雄）。宇宙飛行士毛利衛
生まれの娘がようやく結婚 月千葉文化会館で「第九」 旅 行
子）。中越沖地震の発生で
ンになり転移してしまいま
宮亮）。東日本大震災があ
氏の宇宙出発です。日進月
して、翌年に男の子が生ま を歌えたことです。合唱団 車で日本三景を旅行出来
す。赤ちゃんだったゆうた
した。糖尿病やら身体全体
った日に家族全員が無事
歩です（千城台北・堀木ひろ
れ、平成 年に次男が生ま の皆様には大変お世話にな たことです（高洲・橋本洋
君、もう成人してるでしょ
が病気のかたまりです。医
に家に帰ってきてくれた
江）。錦織圭と大坂なおみの
れた事（園生・吉野榮春）。 り有難うございました。良 二）。長崎旅行（小仲台・
う。なつかしい（高浜・高野
学の進歩でやっとの思いで
時に家族の大切さを改めて
活躍（轟町・川嶋康太）。
就職～仕事一筋、子供が誕 い思い出になりました（浜 横田邦明）。娘と 人京都
千夏）。
生きている日常です。親の
感じました。震災は他人事
野茂から始まったメジャー
ウォークで東寺、
生～成人（打瀬・亀高邦夫）。 野・柳澤範光）。平成元年 市内
介護も一段落と思いきや試
ではないと考えさせられま オウム事件
リーガー、イチロー、大谷と
結婚して娘が 人産まれま に熊本から千葉に来て、 三十三間堂、護王神社など
した（西都賀・小林正和）。 凶悪な事件が多発した時 練の波がきています。絶対
世界に通用する選手たちが
した。その次女も来年は小 年にマンションを購入、 見たかったお寺に行けた事
東日本大震災で帰宅難民 代で仕事が忙しかった（大 に負けない！心の叫びを感
勇気と感動を与えてくれま
学生、早いものです（柏台・ 年にやめていた趣味の社交 （幕張西・茅森節子）。日
になり、新橋に一泊したこ 日・阿部三郎）。サリン事件 じつつ暗いトンネルを抜け
した（稲毛海岸・長堀幸子）。
畑中知紗）。平成 年 度 ダンスを再開しました（作 本列島の島巡り。礼文島、
とです（園生・関直康）。 以外のものはないでしょう るぞ。でも辛いです（市原・
平成時代のオリンピックで

診療時間
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くただ反対だけの政党では
困るのだ。中国のように国
家の上にたって人々の支
配を考える政党もいただけ
ない。
「日本を貶めた 人の
売国政治家」幻冬舎版は政
治家のあるべき姿を考えさ
せてくれた。
しかし応援する側として
は思想・信条・地縁・血縁
もあるがやはりその人の持
つ人間性か（鎌ヶ谷・元稲毛
小校長・島津幸生）。

眼科美浜クリニック

読 者 の 声

⑫60秒。時の下の単位。

30

戦争はどこの国か

作に黙っていないと語り対
応次第でホルムス海峡を封
鎖すると示唆した。米は
月 日の中国製品の税率を
～
に急に引き上げ中
国は反発した。トランプ氏
は電話会談でプーチン氏に
来たの非核化に圧力を強化
しろと力説したがプーチン
氏は段階的な措置と北の
要求に指示を表明したが安
倍氏と違い立派な男だ。
露はウクライナ・ベネズ
ェラ問題で米にけちをつけ
られているので協力するこ
とはない。露の駐日大使は
日本が米国主導の露制裁
に加担は友好と善隣に沿
うのかと更に全く不法な非
常識な発動した制裁に参
加するならパートナーシッ
プかと日本の姿勢に疑問を
呈したが北方領土は日米
同盟を解消しなければ難し
い。拉致問題も同様である。
トランプ氏は世界中に
喧嘩を売っているが親密な
安倍氏はトランプ氏に忠
告する友情が欲しい。戦争
好みの米は北・イラン・中国
と何れかが先にな るだろ
う。いじめと戦争は絶対に
やってはいけない（花園町
・岩井秀夫）。
5
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⑪スプーン
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私は健康のために毎日ウ
ォーキングをしてい ます
が、一休みしてお茶が飲み
たくてペットボトルの販売
機でお茶を買います。
ところがふたが固くて開
けられません。年のせいで
指の力がないせいでしょう
か。ふたのところを何かに
打ち付けてやっと開くこと
ができますが手首がとても
痛みます。
もう少しゆるくすること
はできないのでしょうか
（稲毛東・匿名）。
以 上

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

新聞も貿易戦争について書
いているが、なぜこんなに
貿易戦争が激しくなってい
るか、その背景については
書いていない。
世界資本主義経済体制
が行き詰まり、危殆に瀕し
ているという情勢認識が
欠如しているのではない
か。これは単なる貿易の問
題ではない世界経済が末
期症状になっていること
の一つの表れなのだとい
うことを。世界経済が危機
になっているという事の
認識が欠如している。
もちろんこの日本も貿易
戦争が迫っている。トラン
プが対日貿易赤字解消を叫
び始めている。貿易が縮小
消滅し国内消費も落ち込ん
だままで景気が浮上する見
込みは全くない。
米国の大企業も日本の大
企業も、もちろん中小企業
も吸収合併などと大揺れに

⑨洋蘭、花は主に白やうす紫で美しい。
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⑦兄弟の娘

などに高関税が発動され
ている。トランプは自分で
自分の首を絞めているの
だ。トランプのやり方は米
国内外から反発が出てい
る。トランプは米国経済を
壊し、世界経済にも大きな
打撃だ。自爆政治だ。
トランプは対中貿易だ
けでなく、世界中の国との
貿易を対象に高関税を叫び
続けている。世界中から反
発が出ているのにトラン
プが強行しているという
ことは、米国経済が病的状
態に陥っているというこ
とだ。トランプがあれほど
夢中になっているという
ことは米国経済の陥って
いる病が重篤だというこ
とだ。

⑤熱量の単位

※今月のアンケート

4

2

5

③通ること。

【クイズの応募方法】

②指先で押す療法。
④空
⑥春先に咲く花。実は食用に。
⑧マグロの腹側の脂肪に富んだ部分。
⑨外側を覆う。
⑩全力を込めて投げる。
⑪イギリスでナイトの敬称。
⑬エア・コンディショナーの略。

30

日本でいじめは社会問題
だがトランプ氏は今度は
イランと中国を標的にし、
イランを牽制するため空母
を派遣し戦争は望まないが
容赦なく攻撃すると言いイ
ランの禁輸で日本など か
国の適用除外措置を打ち切
りイランと原油取引をした
ら高い代償を伴うと強い警
告を発したのでイランは対
決姿勢を鮮明にしたがトラ
ンプ氏は更に金属取引禁
止でイランへの圧力を一段
と強めた。
日韓などの企業は制裁
対象を恐れ 月の原油の輸
入を見送ったがトランプ氏
は他国にまでおせっかいを
するのか。日本も打撃を受
けガソリン高で家計は痛手
となる。日本は米車に関税
を課してないが米は日本車
に関税をかけている傲慢な
態度は許せない。日本企業
が 兆円を米自動車工場に
投資し大量の防衛装備品を
買うことにトランプ氏と
合意したが骨までしゃぶ
られることになった。
都合の良い時だけの同
盟国と言う奴隷国だ。今度
のいじめは日本の番だが安
倍氏はトランプ氏の言い
なりでうまくいくことでし
ょう。ハメネイ師は米の全
面禁輸措置の敵対的な制

白内障手術

20

3

!

揺れている。
ごうとして輸入を抑える、 い。なお、こうしなければ
新聞は地銀の危機を大見 それが高関税の発動とい と前に進めるためには決断
出しで報じている。地銀は う形を取っているのだ。そ する力が必要で、まわりの
中小企業が衰退し、融資先 れが貿易戦争の背景だ（宮 皆さんに薦められてなどと
言うのは論外である。
が無くなり、経営が深刻だ。 野木・藤本 豊）。
もちろん有言実行出来な
日本のトップ企業トヨタ
政治家の素養
ければ政治家として失格
自動車も真っ青だ。
貿易戦争というのは、世 平成が終わり令和となっ である。政治家たるべくは
界経済が危殆に瀕してい た。四月には千葉県議会、 人々の意見をよく聞くこ
千葉市議会議員の選挙が と、よく意見を聞いて自分
る事の表れだ。
貿易戦争の行き着く先は あった。県議選で国民民主 なりに消化して正しい方向
世界経済の縮小などとい 党の議席がへり立憲民主党 に行くべく努力をする。そ
う生易しいことではなく、 が 議席伸ばして第二党 れが政治家なのだ。
破滅への崖淵に立たされ に な っ た の が 気 に な っ 自分や所属する団体の利
ているということではな た。選挙は我々が政治に直 益を基準に置くなどとんで
いか。貿易戦争はトランプ 接に意思表示出来る唯一 もない話だ。政治家に大事
なのは未来を予 測する力
の顔と同じように派手だか の機会だ。
ら、新聞も飛びついている ある国では選挙に行かな で、これからのことがどう
が、各国とも国内経済の落 いと罰金が課せられるとの いう事態をおこすのか、そ
ち込みはもっと深刻だ。
「貿 こと、民主主義の国では国 れに備えてどう準備をして
易赤字の拡大」というよう 民の権利であると共に義 おくかを常に考えておかな
に目立たないが貧困層の 務でもあるのだ。義務の中 ければならない。
増加、ワーキングプアーの には法律・社会道徳を守る テレビや新聞で話題にな
増加、財政赤字の拡大と深 と言う当たり前のことがあ ったが、高洲・高浜地区の
刻さを増している。
り、政治家は最低これが守 中国人の問題等行政にど
これ以上の赤字拡大を防 れる人でなくてはならな う提起していくのか、入管
法の問題もあるだろう。
☆一等賞＝１万円（ 名） ニナッタ」でした。正解者多 地方の問題が国の問題
☆二等賞＝ 千円（ 名） 数のため抽選の結果次の方 としてつながっている場
【敬称略】 合もある。日本は中国のよ
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン が当選しました。
☆１等賞・ 万円＝相京喜 うな一党支配で上意下達
ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 代子（真砂）。☆２等賞・５千 の社会ではなく民主政治国
円＝上木貞子（みつわ台）、 家なのだから大勢の人に対
招待券（５組）
☆カラオケ・アーサー賞＝ 武蔵正義（真砂）。☆名古屋 してなぜこういう風にする
千円分の食事券（ 名様） 製酪賞・無臭ニンニクあほ 必要があるのかを説明し納
☆アクアリンク賞＝スケー えん＝佐々木るみ子（小中 得してもらわなくてはなら
台）、岩瀬幸子（轟町）、茅森 ない。当選し政治家になる
ト無料券（５組様）
節子（幕張西）、羽賀久雄（真 ためにはこれが必要だ。場
月号の当選者
砂）、高橋幸子（高洲）。☆千 合によっては犠牲を強いな
月号の答えは「レイワ 葉市動物公園賞・無料招待 ければならないこともある
券＝畑中知紗（柏台）作佐部 が納得させ前に進めるのも
ミヨ（花見川）吉野榮春（園 政治家の役目だ。
生）山田三十八（朝日ヶ丘） 政治家は政党に所属する
岩佐愛子（轟町）。☆アクア 人が多い。所属することに
リンクちば賞・無料滑走券 より世界を広げることが出
＝川島康太（轟町）、古後茜 来るからだ。しかしその政
（検見川）、堀木英里（千城台 党の根底に何があるのか、
北）、吉武希・新妻実可子（花 どういう方向に人々を導い
園）。☆カラオケ・アーサー ていこうとしているのか、
賞・千円食事券＝高橋里沙 ただ自分が当選し議員に
（末広）早乙女元市（あやめ なる手段として入ったで
台）横田邦明（小仲台）。
はすまされない。対案もな

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

眼科診療・全般

6

30

②ブナ科の大樹。きのこの原木になる

5

27
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左記のクロスワードパズ 「ＩＲリゾート構想」
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ 幕張にＩＲリゾートを誘
の順に文字を並べると言葉 致する運動が広まっていま
になります。その言葉とア す。幕張ベイタウンの住民
ンケートの質問内容をハガ が熱心に取り組んでいま
キに書いて住所・氏名・年齢 す。幕張にＩＲ誘致は賛成
・電話番号を明記。〒２６３ か反対かについてお聞かせ
‐００４３稲毛区小仲台２ ください。
～５～２「稲毛新聞クイズ 締切・令和元年 月 日
係」宛。なお、応募はメール （当日消印有効）
でも受付ＯＫです。
今月の賞金・賞品

→ヨコのカギ

2

①最終。○○○チャンス。○○○オーダー。

11

貿易戦争の背景

幕張にＩＲリゾートを誘致する運動が広まっています。
幕張ベイタウンの住民が熱心に取り組んでいます。
幕張にＩＲ誘致は賛成か反対かについてお聞かせください

3

クイズヒント

5

5

↓タテのカギ

30

トランプ米大統領は高
関税をかけて輸入を制限し
ようとやっきになってい
る。貿易赤字を減らしたい
ということだ。
貿易赤字を減らさないと
どういうことになるのか。
それは財政破綻になると
いうことだ。米国の財政赤
億㌦に
字はすでに
達している。このまま財政
赤字が増えれば財政破綻か
ら国家破綻にいたる。
国家破綻ということは
国家破滅ということだ。そ
れを回避するためにトラン
プは気が狂ったようにな
っているが、高関税をかけ
れば相手国からも報復高関
税が発動される。
特に中国からは米農産物
「ＩＲリゾート構想」について
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今月のアンケート・テーマ
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