安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

千葉営業所／若葉区多部田町

今月のアンケート「コロナ問題」について

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

コロナ問題は早く終息してほしい

●いずみ霊園 ●御成霊園

幕張本郷ホール

来年は旅行に行きたい
（花見川・相馬英治）。大
好きな母が 月に癌が見
つかり、あっと言う間に
ヶ月で亡くなりました。コ
ロナもなかなか落ち着か
ず、気持ちがなかなか上向
きません。マスクなしで皆
でワイワイと集まって、母
と一緒に旅行した地を回

いつでも求められる和泉家の4大霊園

㈱雅セレモニーホール

頼らないＭＭＴ理論は国民
には心地よく聞こえるかも
しれない。しかし国にはす
兆円を超える
でに
借金がある。「錬金術」のよ
うな理論がどこまで通用す
るか。いささか首を傾げざ
るをえない。ここはやはり
国の財政に過度に期待する
のではなく、かつて二宮尊
徳が自助の精神で各藩の財
政を立て直したように、国
民の一人ひとりが自助努力
に立ち戻ることが重要と考
える。わが国が第二次世界
大戦後、奇跡的に復興し一
時期世界第二位の経済大国
にまで昇りつめることがで
きたのは、自助努力の精神
が浸透していたからにほか
ならない。（四街道市・松岡
浩史・著述業）。
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JR新検見川駅より徒歩4分
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0120-533-990

http://www.miyabi-sougi.com

JR幕張本郷駅より徒歩５分

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

【クイズの応募方法】

霊園案内サービスセンター

0120-148-237
フリーコール

左記のクロスワードパズ
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ
の順に文字を並べると言葉
になります。その言葉とア
ンケートの質問内容をハガ
キに書いて住所・氏名・年齢
・電話番号を明記。〒２６３
‐００４３稲毛区小仲台２
～５～２「稲毛新聞クイズ
係」宛。なお、応募はメール
でも受付ＯＫです。
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ない状態にした。昨年暮れ 円、コロナ予備費は 兆円
安倍前首相は中国にドルを とのことだがこれらはすべ
融資するスワップ協定を結 て税金にはね返ってくる。
んだ。菅首相はトランプ大 父親が昭 和の始め国が潰
統領が離脱したＴＰＰに中 れ？国際は紙くずになった
国を加盟させようと懸命で ので国際は買うなと言って
ある。両首脳を応援する連 いた。商売には浮き沈みは
中は国民の敵である（穴川・ つきものだ。援助するなら
入野守雄）。
ばぼろ儲けしている企業に
税金を高くかけたら如何だ
米国の言い成り
ろう。コロナで会社を止め
菅氏は私と同じ大学の後 た人や自殺したりする人が
輩で総理になったことは名 増えているが救済の方が大
誉で喜ぶべきだが私はファ 事である。カメラ・パソコン
ンでないが石破氏のほうが を持っている人が増えカメ
米国の言い成りが改善され ラ店写真店印刷屋は廃業し
ると思った。菅氏は政権の たが救済はしてくれない。
決めた政策に反対する幹部 河野氏がハンコを押すの
は異動させると強調し権力 を止めることにしたのでハ
者には言い成りで議会でも ンコ屋は売れなくなるが税
政府文書を棒読みし迫力に 金で援助するのは止めて貰
欠け外交は不安であり保身 いたい。政府はコロナ対策
を考え冷たい感じがする。 を思いつきで度々変えてい
トランプ氏の言い成りの安 るが国民は計画が立たず商
倍氏の後を継ぎ顔が変わっ 売人は死活問題である（花
ただけと思う。韓国の文氏 園町・岩井秀夫）。以 上
は駐留米軍の経費で反対し
ているが菅氏は言い成りに
なるだろう。米国は日本を
防衛するためと言っている
が本音は自国の防衛のため
沖縄等の日本の領土を使用
しているので借地代を日本
に払うのが筋だと思う。菅
氏は総理になつた途端に学
術会議員 名を首にし万点
な説明もせずコロナの問題
でつまずいており ％の人
が感心しないと言い桜を観
る会も関係しているとのこ
とだ。首相の就任時の支持
率は ％だったが 月 日
の菅内閣支持率は読売 ％
共同通信 ・ に下落した。
二階氏が心中は出米国べっ
たりは少しは改善されるだ
ろう。企業などに 万百万
も払いゴーツウトラベルな
ど一部の人を儲けさせるだ
けでコロナの集団感染を増
やすことでマイナスと思う
し新規国債は 兆 千億
74
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ています。これを説明する て感動したり夕焼けを見て 慣が身に付く事を願ってい も関わらず財政再建の増税
利他の心で働く
のに誰も説明できません。 感激したりして気持ちが奮 ます。又大切にせねばなら を 年前に要求した。
私は、 歳で弟子入りし 「気」と言うしかありませ い立てば、それだけで「気」 ないのは、今日一日とりあ を始め全てのメディアは
ました。師匠は中村天風師 ん。（キリスト教では神、仏 は込って来ます。これが地 えず、気分良く過ごすこと 現在でも財政が破綻すると
です。経歴は明治 年生ま 教では仏陀と言うかも知れ 球の持つ「気」を受け止める を考える事です。
叫ぶ。当時財務省は円建て
れ、中国清国に込りスパイ、 ません）私達もこの「気」の 唯一の方法です。これは人 朝目が覚めて「今日は気 発行の国債は破綻しないと
ロシアに込りスパイ、 歳 中にいます。この「気」は力 間が作り出す力（人工）のも 分いいなア」と感じるのは ホームページ で述べてい
で肺結核を発病、本人は医 強く一定に老若男女、すべ のとではくらべものになら 大腸小腸が整っている時で る。しかし大学教授は真実
者で当時不治の病で世界の ての人々に力強くふりそそ ない計り知れない広大な力 す。いつも食物をよく噛ん も探究出来ないバカであ
医者哲学者をたずねる。ド ぎます。この「気」の力を受 です。たとえ人生にどんな で（一口 回）腸内の善玉菌 る。日本共産党を作ったの
イツ、フランスを廻り帰路 け止めるかいなかで人生が 事があっても自分は「気」の をいっぱいにし、快便につ はソ連である。ソ連は日露
に付く途中、ヨガの聖者カ 決まります。この世界は楽 結晶だと言う正しい悟りで とめて下さい。ウンコは身 戦争で経済力、軍事力、国
リアッパ師と出会い、ヒマ しく、嬉しくそして調和し 健康上の問題や運命上の問 体のたより（便）と書きま 力が 分の１の日本に負け
題を乗り越えていかなけれ す。毎日良いたよりであり たと分析した。日本将兵が
ラヤで修業、天風は生理学 た美しい世界なのです。
ます様に、次に優れた人も、 天皇陛下萬歳で死をも恐れ
心理学の素養があったから それをいっぱい受け止め ばなりません。
この「気」が終始心の中に そうでない人も人生は等し ず突撃してくるので、天皇
修業のもつ意味や効果を納 れば不治の病も私の様に
制を廃止しなければ戦争に
得の上で修業ができまし 歳で死ぬ命が 歳過ぎまで 満ちていればいつも元気一 く一度しかありません。
た。 歳で死ぬ命を 歳・昭 生きます。「気」の受け止め 杯でいられます。反対に消 だからこそ取りこぼしの 勝てないと大正 年に日本
和 年 月まで生きまし 方は簡単です。（しかし、私 極的な事を思ったり、神経 ない様に真剣にならなけれ 共産党を結成させた。日本
た。その間に教えた人は原 が会得するには 年近くか を過敏にしたりする人間は ばいけません。心を磨く事 共産党は天皇制反対が党是
敬、山本五十六、松下幸之 かりましたが）どんな場合 「気」が消滅して苦しく、さ です。これはそんなに難し である。だから国会開催の
助、稲盛和夫、政財界多数 でも笑顔でほほえみを持っ びしく、怒りっぽく「気」が い事ではありません。最高 天皇の開会の詔に共産党は
最近では大谷翔平も心酔し て、いつも清く、尊く、強く、 やまい病気になります。 で簡単なる法は利他の心で 議場から退場する。
ています。さて中村天風師 正しく、明るくと言う積極 これを防ぐ最良の方法は折 す。私達人間は何の為に生 しかし中国人の凄いとこ
的態度であれば、自分でも あるごとに日に何回でもい きているのか？一言で言う ろは共産党一党独裁なのに
の教えは「気」です。
誰が廻しているか知らな 不思議なほど元気が湧き出 いから深呼吸をする事をお と他人の為に生きているの 国民の所得を 年間で 倍
いが同じ速度で地球が廻っ て来ます。又美しい花を見 すすめします。この良き習 です。他人様に奉仕してい に伸ばした。戦後マッカー
くばくかのお金をいただい サーが東大など大学に共産
千円分の食事券（ 名様） 敏三（小仲台）、森川友子
※今月のアンケート
て生活しているのです。
主義を合法化して入れこ
テーマ「お年玉について」 ☆図書カード（ 名様） （朝日ヶ丘）。
利他の心で一生懸命働け み、日教組に教育を牛耳ら
今年のお正月にもらうお年 ☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン ば人間が豊になり徳が身に せ平成に入って日本は共産
ニクあほえん＝ 南里有希 付きます。仕事を通して人 主義に被れてしまった。
玉とあげるお年玉について トリンク滑走券（ 組）
乃（高洲）、長谷部知示 格を養成し徳を一杯積んだ 大学教授、政治家、
教えて下さい。
（浪 花 ）、泉 谷 正 誼 （ 六 立派な人間になるのです。 などメディアは増税しな
締切・令和 年 月 日
月号の当選者
（当日消印有効）
月号の答えはオセチ 方）、山本富子（天台）、富
いと財政が破綻すると完璧
コロナなどに負けず令和
ノシタクでした。抽選の結 永政美（小仲台）。
今月の賞金・賞品
年は絶対積極で笑顔で豊で に間違った理屈を喧伝し緊
☆一等賞＝１万円（ 名） 果次の方が当選しました。 ☆カラオケ・アーサー賞・ 楽しい笑いいっぱいの明る 縮財政にして日本国民を貧
【敬称略】 千 円 食 事 券 ＝ 尾 崎 英 輔
☆二等賞＝ 千円（ 名）
い年になると確信いたしま
困化する。中国は人民元を
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン ☆１等賞・ 万円＝ 前林 （朝日ヶ丘）、大井孝（高
す（花園・市川太平）。
大量に発行し財政を拡大し
ニクあほえん（５名様）
勝美（穴川）。
洲）、羽村祐（千草台）。
て一帯一路の公共工事で国
☆カラオケ・アーサー賞＝ ☆２等賞・５千円＝ 木村 ☆図書カード賞・千円の図 携帯料金値下げ
民の所得を 倍に伸ばして
人民元高にしない。
中国は経済力、軍事力で
アメリカを追い越すであろ
う。このような経済大国、
軍事大国にしたのはアメリ
カや日本である。
我国はドイツや韓国と違
い内需で経済が回っている
のに緊縮財政のデフレにし
円高にして、中国を市場に
しなければ経済が成り立た
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書カード＝岩田和洋（高
国民は所得が低下してい
洲）、中村勇（松波）、黒沢 るので値下げを歓迎してい
博子（みつわ台）。
るが、これは企業の自由な
☆アクアリンクちば賞・ペ 営業活動を統制する共産主
ア滑走券＝斎藤俊江（花 義である。値下げすれば携
見川）、伊部領馬（高洲）、 帯会社の採算が悪化し社員
西村香折（若松）、熊野美 の半数は解雇されるか非正
江子（花見川）、室井千寿 規になる。国連の
は
（南花園）。
世界一の債権大国の我国に
以 上
兆
財政が破綻すると
円足らずの国債発行残高に
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について教えて下さい。
できれば金額も。
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→ヨコのカギ
①○○に小判、○○にかつおぶし。
④細かな点まで行き届く。
⑥束縛されない。
⑦尺の10分の1。
⑧見渡せる範囲。
⑩こぶしのきいた流行歌。
⑫自分の奥さん。
⑬教え込む。
↓タテのカギ
①熱いものが苦手。
②根拠のない作り話し。
③お湯を沸かすもの。
④隊を組んで歩く。
⑤高いの反対。
⑨田畑に立って雀などから稲を守る人形。
⑩社寺に奉納する絵の額。
⑪アルファベットの13番目

30

の多い年になりたいと願 る偲ぶ旅をしたいです（磯 はその教えが良き未来へ やかな楽しくすごせる日 す。来年は孫の育児と娘た
っています（浜野・柳澤範 辺・尾ノ口史子）。主人、 と導いてくれる事と願い 々にしたいです（花見川・ ちとの同居から解放され
イー ながら希望へと変えます 木田カズミ）。ワクチンが たいです（千城台東・小池
光）。東京オリンピックを 子供、孫達と
今回は新型コロナウイルスについて回答していただきました。その結果、 開催できる様になること トを利用して食事に行き （四街道・衣斐凉子）。入 出来るまではガマンは続 みどり）。来年は天災もウ
殆どの方が新型コロナウイルスの早期終息を願うと回答。普通の日常生活 （みつわ台・うっちい）コ たい（小中台・小田昭子）。 院中の家族の面会解除を くが、今年よりは活動する イルス性の病気もなく、誰
に戻って平和な暮らしを取り戻したいという意見が圧倒的でした。
ロナが落ち着いて無事に コロナを気にしなくてよ 願っています。人との距 と思う（朝日ヶ丘・横須賀 もがごく普通な暮らしが
特に、コロナワクチンの早期開発、マスクのない生活ができるようになり
い環境になり家族旅行を 離、心の距離が離れてしま 和男）。①私の歩行②家族 年送れるように、平凡な
東京オリンピックが開か
自由に旅行や食事、コンサートに行けるようになって欲しいという切実な
したいです（四街道・伊丹 わないよう（高洲・匿名希 の健康③戦争がない世界 日々がただ送れるように
れて欲しい（西都賀・小林
声が寄せられました。本当にそうですね。コロナの感染は益々酷くなってい 正和）
（花見川・儀藤晴夫）。 士保子）。普通に旅行、会 望）。雨や風は適当に来て （高洲・宇都宮亮）。借金 なってほしいです（若松・
るようですが、一日も早く終息するように祈るばかりです。
コロナの猛威が収まりお 食ができる世の中に戻っ 気温も平均で、オリンピッ を抱え病も酷く、とんでも 西村香折）。 密が普通に
だやかにオリンピックを て欲しい（真砂・八木稔）。 クの時に気温丁度良くて な い 年 が 続 い て い る の 出来る年になって欲しい
楽しめる世の中になって 安全を守り、温泉旅行をキ 選手が運動しやすくなる で、来年こそは飛躍の年に （四街道・松戸健夫）。コ
欲しい（あやめ台・宮崎弘 ャンセルしました。来年は ように。その上選手に金メ したいです（みつわ台・吉 ロ ナ の 収 束 が 一 番 で す
子）。東京オリンピックの 安心して温泉に入りたい ダルがいっぱい。夢みたい 川洋）。来年は子供が大学 が、 や紙面での情報を
開催と菅総理の早期退陣 （高洲・大井孝）。今年は か知れませんがそうなる 受験のため、志望大学に入 正 確 に 教 え て 欲 し い で
（花見川・長谷恵喜）。 あまりコンサートにいけ ようにお祈りを致してお 学できることを願ってい す！真面目に生きている
ませんでした。コロナで、 ります（六方・阿部ちい）。 ます（神明・加藤美代子）。 人が報われる世の中であ
マスク
来年は叶いますように。福 我慢自粛の
年で 健康に平和に安定して暮 って欲しいです！（幕張本
マスクをしないで生活
田こうへいさんです（幕張 したので来年はのびのび らしたい。子供の学校行事 郷・稲永京子）。普通の学
できる年に なります様
西・三橋千枝子）。コロナ したいなと思っていまし や帰省なども今まで通り 校生活を過ごしたい（打瀬
に！（高洲・一ノ瀬明訓）。
が収束して旅行に行きた たが、そうもいかないよう とは出来なくても、もう少 ・伊勢和矢）。来年は特別
自由に行きたいところに
い。毎年数回行っていたの です。今年学んだことから し安全に不安を抱かずに な事も無く、普通の 年で
公然とマスクをつけずに
に一度も行きませんでし 周りのことをしっかり考 行いたい。家族で集まって あって欲しいです（黒砂台
自由に外に出たいです（幸
た（みつわ台・黒沢博子）。 えて過ごしていきます（花 笑いながら過ごしたい（浪 ・中村博之）。
町・匿名）。マスク無しで
園・西口元司）。コロナの 花・長谷部知示）。会いた
以 上
健康で幸せに
子供をいろんなところに
私達夫婦、子供達、孫達健 自粛で改めて日常の普段 い人に会いたい時に自由
連れて行ってあげたい（高
康で何事もなく幸せに暮 の生活の有難さが身に沁 に会える 年になるとい
洲・藤本広樹）。
らしていければと思う（千 みました。来年は残り少な いな（天戸・岡紗絵）。
ワクチンの開発
城台東・佐藤礼子）。家族 い人生の日々をかみしめ 年振りの同窓会（中学校）
先ずはコロナの終息。良 が健康で平穏な生活を送 ながら①ロッテマリーン を安心して実現したいで
質のワクチンの早期開発 りたい（天台・山本信夫）。 ズ応援に球場に行く②血 す（高洲・大井久子）。新
が最大の念願です（高洲・
圧を下げる（といっても晩 型コロナのような疫病が
来年も家族一同元気に暮
松浦彰）（小中台・山本重
酌は欠かさない方法を探 無い年になってほしいで
らしたい（朝日ヶ丘・
尾崎
子）コロナのワクチンが開 英輔）。
す）③テニスでにっくきあ す。再び家族や友人が集ま
発されて、コロナ前の状況
いつをやっつける④おい る事が出来、音楽活動が出
その他
に戻ってほしい（松波・佐
しいものを「おいしくいた 来るようになりますよう
短時間契約社員か派遣
々木啓太郎）。来年は安全
だく」（今年はフグ鍋を堪 に（小仲台・田渕良子）。
を続けて、ライターにも引
なワクチンが出来たら嬉
能した）
⑤自宅を譲った長 厳冬乗り越えれば春遠か
き続きチャレンジしてい
しい（高洲・大井久子）。
女一家を訪問する。孫も女 らじ。みなさまのハッピー
きたい。一人暮らししたい
旅行・食事に行きたい （高洲・南里有希乃）。宝 子大生！⑥健康保険 割 な 年を祈ります（検見川
に反対する。もう隠居した ・荒木昭治）。コロナが収
くじの当選で億万長者に
ので高望みはしない（高洲 まり株価が上昇（東千葉・
なりたいです。買ってない
・大内健司）。来年は故郷 高木一也）。皆が好きな事
から当たらないんですけ
新潟へ気兼ねなく帰省し が出来るストレスのない
どね（南花園・金田哲晴）。
たい（幸町・渡部誠）。年 年に！（さつきが丘・栗崎
良い年もあれば悪い年も
末に「いい年だった」と思 真吾）。わけあって孫の面
あります。こればかりはわ
えればそれで十分（小仲台 倒を見る為に、こちらに住
からないですね（高洲・荒
・高木雅）。この 年間嫌 んでいます。たまに育児の
川昌一）。自粛と忍耐は多
な事続きです。信頼してた 手伝いに来るのはいいで
くの「がまん」を教えてく
友人に裏切られ、カード詐 すが、いつになったら自宅
れました来年
年
欺、入院生活。来年は心穏 に 帰 れ る の か が 未 定 で

今年のお正月の貰うお年玉、
上げたお年玉
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年はコロナの終
いものです（東千葉・会沢
平和になって欲しい
福子）（小仲台・斉藤節） 息、オリンピックの成功を
皆が笑顔でおだやかに
（八千代・牧けい子）（斉 願い私事ですが主人子供
暮らせる ようになって欲
藤俊江）（さつきが丘・中 孫達とちょっとぜいたく
しい（小仲台・池田陽菜子）
イートを利用
山貴雄）（穴川・前林勝美） に
（あやめ台・一森万亀美）
（幸町・醍醐吉子）（打瀬 して食事に行きたーい（小
（あやめ台・菱明子）（高
・森本忠）。来年の願いは 中台・小田昭子）。東京オ
浜・内堀多賀子）（天戸・
たぶん多くの人とかぶる リンピック開催できるか
永瀬由美子）（宮野木・吉
と思いますが、コロナの収 な コロナ禍が終わって
岡保廣）（小仲台・山内富
束ですよね。そして日本だ 良い一年になるかな（幸町
士子）（松波・橋本恵梨香）
けでなく世界中での終息 ・中村春雄）。コロナが収
（幸町・舘岡千惠子）（さ
を願っています（南花園・ 束して無事に東京五輪が
つきが丘・新井郁子）（朝
室井千寿）（小仲台・木村 開催されますように（小中
日ヶ丘・森川友子）（天台
敏三）（いすみ市・高橋清 台・福田雅之）。新型コロ
・山本富子）（千草台・羽
三）（稲毛海岸・長堀幸子） ナウイルスが収束し、東京
村祐）。コロナが収束し、
（園生・丸山宗男）（打瀬 オリンピックが何とか開
普通の日常生活が送れる
・橋本裕美）。コロナウイ 催にこぎつける年（柏台・
年になって欲しい（さつき
ルスの収束を一番に願い 溝上芳史）。コロナ拡大の
が丘・榊原稔）。早くコロ
ますマスクをつけずに自 中、新しい家族（長男の結
ナがなくなり自由になれ
婚で嫁、長女の出産で女の
由に外にでたいです。
ること（四街道・粟村道雄
年はコロナで失われ 子の孫）が出来、喜びを密
生）。早くコロナが収束し
た 年を取り戻したいで や か に 分 か ち 合 い ま し
て欲しい。こんな思いは絶
す（西小中台・川島南海）。 た。それでも不安を抱え乍
対に嫌です。来年は自由に
人と人がふれ合い、ハイタ ら、無事に何事もなく嬉
動けるようになってほし
ッチしてハグできる日常 し、楽しい一年が過ごせま
いです（稲毛東・鎗目トク
が戻りますように（高洲・ した。コロナワクチンが滞
子）。とにかくコロナを無
岩田和洋）。コロナのない りなく普及され、世界中が
くすることが先決である
生活に早く戻りたい。でも オリンピック観戦を通じ
（小仲台・富永政美）。今
変化のあった新しい生活 て、穏やかに真の平和を感
年はやりたい事もできず
パターンで良い所は残し じ健康で穏やかな世の中
色んな事をガマンした年
たい（花園・本田衛）。 が戻りますように願って
でした。普通な事が幸せな
おります（朝日ヶ丘・小池
んだと身にしみました。来 五輪の無事開催
規行）。オリンピック、パ
年は平和な一年になると コロナの終息とオリン
ラリン ピック の 無 事 開
良い（花見川・山下盛雄）。 ピックが無事に開催され
催。ワクチン接種でコロナ
ること。個人的には健康で
出かけたい
禍の終息を願う。私は年男
あること（六方・泉谷正誼）
桜の頃にはコロナは終
である。「人生最後の丑年
（さつきが丘・中村保）。
息し、あちこちと出歩きた
生まれになると思う。喜び
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読者の 声

「お年玉」について
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ＭＭＴ理論について

今月のアンケート・テーマ

「主張」の論説員、入野
守雄氏の投稿「ＭＭＴ理
論」を読んだ。氏は本紙
号をもって退任とのこ
と、今後の更なる活躍を期
待したい。
さて、入野氏が提唱する
ＭＭＴ理論とは、私の理解
では「自国通貨を自国の中
央銀行が発行できるので
あれば、いくら財政赤字が
膨らんでも、過度なインフ
レに陥らないかぎり新たな
通貨を発行しても問題はな
い」となる。
コロナ禍で膨らんだ財
政赤字を国債発行で補う
兆円を超える
場合、
との声もあり、そのツケは
いずれ消費税増税という
形で国民が負担すること
になる。その点で消費税に
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