日（土）は交通事故死ゼロを目指す日

千葉県交通安全運動の重点目標
月

令和 年春の全国交通安全運動が実施されます。 月 日（火）から 月
日（木）までの 日間で、 月 日（土曜日）は交通事故死ゼロを目指す日と
なっています。千葉県の交通安全運動の重点目標と推進事項は下記の通り。
6

4

15

に遭っている状況です。 ③自転車の安全利
目的
入学・入園間もないこ 横断歩道の通行、信号の 用の推進
の時期は、道路の通行に 遵守など歩行者の正しい ・自転車の交通ルール・
慣れない多くの子供たち ルール徹底が必要です。 マナーの周知徹底
が交通事故に遭っている ・歩行者の安全確保
昨年の自転車事故は、
子供の通学中事故や、 事故全体の約
現状があります。
％を占
また、急速に進む高齢 高齢歩行者の道路横断中 め、事故が減少する中、自
化により、お年寄りが道 事故が多く発生していま 転車事故の割合は増加し
路を横断中に事故に巻き す。また、飛び出しや無理 ています。
込まれ死亡する割合が高 な道路横断、日没前後に ちばサイクルールは、
いことから、この時期は、 も交通事故に注意が必要 自転車利用時のルールを
幼児・児童に、交通社会 です。
簡記したもので、広く周
の一員としての自覚と基 ②安全運転の励行 知する必要があります。
本的な交通ルールとマナ ・運転者の交通ルール遵 ・自転車の安全利用の促
ーを身に付けさせるとと 守の徹底
進等
もに、運転者には、子供や 信号機の無い横断歩道 自転車事故では頭部へ
高齢者に対する保護意識 で横断者がいる場合には の外傷が最も多く、自転
をさらに醸成するなど、 車は停止しなければなり 車用ヘルメットの着用が
県民一人ひとりが交通ル ません。県内では未だ約 有効です。
ールの遵守と交通マナー 割が停止していない状 また、自転車は自動車
を実践し、交通事故防止 況があります。
のような自賠責保険制度
の徹底を図ることを目的 ・妨害運転・迷惑運転等 がありません。事故での
の啓発強化
に実施します。
多額賠償の事例も多く、
①子供と高齢者の いわゆる「あおり運転」 自転車保険への加入が必
や携帯電話使 用などの 要です。
安全確保
・歩行者の交通ルール遵 「ながら運転」は、危険 ④飲酒運転等の危
性と迷惑性の高い行為で 険運転の防止
守の徹底
歩行中死傷者を年齢別 あり交通事故にも直結し 過去 年の飲酒運転で
歳以下で ます。ルールとマナーを は、 歳代が最も多く
に見ると、
は、 歳が最も多い現状 守り、お互いに思いやる 歳代から 歳代までは高
があります。また、高齢者 ことが大切です。
水準で横ばいです。二日
では、 歳代が多く事故
酔いでの運転をしないよ
うに十分注意しまし ょ
う。
また、自転車の飲酒運
転も摘発対象 になりま
す。特に、家飲み（宅飲み）
では、飲酒量に注意し、
飲酒後の運転はやめまし
ょう。飲酒運転は重罪で
す。あなたや家族を不幸
にします。絶対にやめま
しょう。
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のホテルであ
げたのだっ
た。新婚旅行は
遠くに行かれ
ず、冬美の両親
の住む東京へ行き二泊
した。そして千葉へ着い
た時「ハネムーンの仕上
げにモノレールに乗ろ
う」と彼が言い出した。
冬美はそれまでモノレ
ールには一度も乗った
ことはなかった。
「僕、モノレールが大
好きなんだ。あれに乗っ
てゆっくり千葉の街を見
おろしていると、なぜか
心が広くなっていくん
だ」と話した。冬美も彼
の言葉通りだと思いモ
ノレールが大好きにな
った、だから休みの日は

短編小説「モノレールストーリー」吉成 庸子
て半年もたたない頃
に、恩師の紹介で見合い
し四歳年上の公務員と
結婚した。農家の次男坊
で真面目で優しい友也
との生活はそんなに豊
かでないけど 幸せだっ
た。
冬美の両親は東京へ
戻っていたが、短大の友
人もたくさんいるし、冬
美はパート勤務をして家
計を助けながら楽しい
日々を過ごしていた。当
面の目標は早くマンショ
ンを買う事だった。
そうそう、結婚式はこ

想い出さがし
千葉の中央公園の後
ろにある三井ガーデン
ホテルの二階のレスト
ランの窓際の席に座
り、冬美は朝食を食べな
がら窓の外を眺める。
はるか向こうをおも
ちゃみたいなカラフルな
二両編成のモノレール
が走って行くのが見え
た。
冬美は、この風景が大
好きなのだ。東京でもか
なり遠くの立川で生ま
れ育った冬美だが、父の
転勤で千葉へ来て千葉
の短大に通った。卒業し

2
5

20

二人で何回も何時間も
乗りに来たものだ。
「そろそろ友也の赤ち
ゃんの顔が見たいね
え」なんて友也の母が言
いだした頃の年末の深

40

2

50

うんだ」「あのネかんたん
な事よ。ごく当たり前の言
葉よ。愛してますよ。怒り
ませんよ。何でも買ってあ
げますよ。この言葉を言っ
てから布団に入ってほし
いの」「バカバカしい、そ
んな事俺が言えるか」怒り
出す儀ちゃんに私は両手
をついて一生のお願いで
す」を繰り返す。
とうとう「仕方ない。承
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だと、悟ってしまってから
は、全然平気で怒りのおさ
まる間だけを待って過ご
した。
でも、草や木に優しくす
るのと同じ位い女房にも
優しく出来ないかといつ
も思っていたけど…あの
年代の男性は男の方がえ
らいと教育されていたの
だから仕方ないのかな
あ。現代社会だったら大変

次号の発行日は

身近な情報は電話

月

・

日です。
・

2
5
6

3

の。芝生の気持ちや木の気
持ちになってやりなさ
い。真心込めて水まきする
んだー」儀ちゃんは毎度私
を叱ったっけな。
「私は人間だもん、芝生
や木にはなれないよ」と反
論したら「へらず口ばかり
達者な奴だ」ってますます
怒られて損しちゃったっ
け。

う。だけど、だけどこれ
から先の長い人生、結婚
したい人が絶対現れな
いという自信もない。で
もそんな事になった
ら、友也はきっと「冬美
良かったね」と喜んでく
れそうに思う、先にいっ
てしまった人もかわいそ
うだけど、取り残された
人だって本当にかわいそ
うと冬美は心の中でつ
ぶやいていた。
千葉に来れば学校友
達と会える。だが殆どが
今では友人たちもお母
さんになっているし…
だから毎年誰とも連絡は
とらない。一人で想い出
にひたって時を過ごす。
その間冬美は二十代前
半の自分に戻っている
のだった。
この間友也のお母さ
んが、畑でとれた野菜を
たくさん送ってくれた。
お礼の電話をかけたら
「友也は幸せもんね。冬美
ちゃんみたいな奥さんも
らって、でもね早く結婚
して頂戴。だんだん年と
ってくると女は結婚むつ
かしくなるから」と言っ
てくれていた。囲りの気
遣いは嬉しい。だけどだ
けど、私はまだそんな気
持ちにはなれない。
冬美は私は少しも不
幸じゃない、淋しくもな
い幸せだと、胸の中でく
り返しながらホテルを出
てモノレール駅に向かっ
た。そんな冬美の背中に
早春の光がやさしくふり
そそいでいた。
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4
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4月6日(火)～4月15日(木）～手をあげて じぶんでまもろう いのちのあいず～

月の声を聞いたら、急
に暖かくなってきた。庭の
隅にある河津櫻の花が満
開だ。
儀ちゃんが植えた時は
小さな木だった紅梅も白
梅も枝を四方に延ばしか
なりたくましい木となり
花をいっぱい咲かせてい
る。
儀ちゃんは木も花も大
好きで、実によく面倒をみ
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どっちが勝ったか
負けたのか

夜近くだった。残業帰
り、四人で乗っていた車
が高速道路で正面衝突
してしまった。全員けが
をおったが、死亡したの
は友也だけだった。冬美
は結婚三年目二十六歳
で未亡人となってしま
ったのだ。
悲しくて何も手につか
なかった。両親の強い説
得と月日の流れが少し
ずつ冬美から悲しみをと
りのぞいてくれていっ
た。
冬美は今埼玉県にあ
る児童相談所で働いて
いる。友也との間に子供
は作れなかったけど、少
しでも子供の役に立ち
たいと願う。そして天職
と思う程、冬美はこの仕
事に打ち込んでいるの
だった。
そして年一度千葉ま
で来てこのホテルに泊
まり、ゆっくり朝食を食
べながらモノレールを見
る、それがなによりの楽
しみになっている。
「まだ若いんだから、
もう一度結婚を考えなさ
い」両親はじめ囲りの人
から、そんなすすめが多
い。だが、冬美にはそん
な気もちはおきない。
あの悲しい日から早
いもので五年余りが過ぎ
ていた。いつの間にか三
十歳を越してしまって
いる。近頃じゃ母が見合
いの話をしつ こく電話
して来ている。思い出だ
けで生きていける。冬美
はそう言い切れると思

7

4

知した」と彼は言った。そ
してその夜から儀ちゃん
は「愛してますよ、怒りま
せんよ・なんでも買ってあ
げますよ」とやけくそみた
いに言ってから、布団にも
ぐり込んだっけな。

読者プレゼント ～ 笠間つつじ公園）の
「笠間つつじまつ ご招待券をペアで 組様
り」ご招待券ペア に プ レ ゼ ン ト い た し ま
す。
組様
ご応募はハガキに住所
月号でもご紹介しま ・氏名・年齢・電話番号を
７
した令和３年 月１
日 明記。〒２６３‐００４
（土）～ 月９日（日） ３稲毛区小仲台２～５～
２～１００１「稲毛新聞
に開催される「第 回笠
笠間つつじまつり招待券
間つつじまつり」（会場・
プレゼント係」
宛。令和３
０
茨城県笠間市笠間
日締切。
年 月１
7

4

4

7

だったよ、きっと。
でも私だって大人しく
していたばかりじゃな
い。何日も考えて作戦をね
った。そして、これ以上出
来ない位の甘い声をだし
て儀ちゃんにねだった。
「お父さん、一生一代のお
願い聞いて」「大げさな事
言って、何だ 」問い返す
儀ちゃんに「お父さん、寝
る前に３つの誓いの言葉
いって欲しいの」「何を言

4

4
7

70

０
４ 年も気ままに生きて
７
才
きた私だもの。それを５
の儀ちゃんが自分の考え
通り動かそうと考えるの
が土台間違ってると私は
思っていたのだが、儀ちゃ
んはそうはいかない。
夫たるもの妻を支配し
て当然と心得ている人だ
から、私はどなられてばか
りいる。
でも私は聞いている振
りだけしていればいいん

5

2021年
3

随筆

ていた。それにひきかえ私
はただ眺めて楽しむだけ
の人。
いつも木や花にごめん
なさいネと謝っているの
だけれど、肥料どころか水
をやる気にもならない。夏
になると水やりは私の仕
事で儀ちゃんの命令で１
日もかかさずやっていた。
私がどんなに丁寧にま
いても合格点はもらえず
「なんでこんなにまだらな
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春の全国交通安全運動
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