参院選千葉にも維新の風は吹くのか！？

千葉県選挙区・佐野正人氏、全国比例区・石井あきら氏に聞く
昨年の衆議院選挙において大躍進を果たし
た日本維新の会。自公連立政権とも野党共闘と
も一定の距離を置きながら独自の理念を掲げ
ている。そんな日本維新の会は千葉でも風を吹
かせることができるのだろうか。 月の参議院
選挙に千葉選挙区から出馬するのが佐野正人
氏。習志野市議会議員から身を転じての挑戦。
千葉維新の会代表で自身も全国比例区で改選
を目指す石井あきら氏と共に取材した。
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本紙今村論説委員の取材に応える石井あきら氏、佐野正人氏 （
４月１３日参議院議員会館にて）

稲毛新聞 （以下・稲） めの安全保障理事会 敏に対応していく必
日本に住む私たちの 改革は、国連改革の 要があります。これ
生活にも物価上昇な 肝です。直ちに取り組 以上拡大させないこ
どの大きな影響が及 むべきであり、我が とやワクチン接種の
び始めるなど、ウク 国外交の大きな課題 推進、国産の飲み薬
ライナ情勢による混 だと思っています。 の早期承認など、緊
乱が世界中に広がっ 稲・安全保障を含め 急度の高い課題に優
ており、国際世論は 国政の重要課題に関 先して取り組まなけ
総じてロシアを非難 する日本維新の会の ればなりません。
しています。日本維 政策にはどんなもの 稲・佐野さんは習志
新の会の両院議員総 がありますか。
野市議会議員で、３
会長で、千葉維新の 石・日本維新の会の 期目の現職ですね。
会代表も務める石井 政策提言として、身
月の参院選に出馬
あきら参議院議員か を切る改革や規制改 されるそうですが、
ら日本維新の会の見 革、徹底した行政改 何が決断させたので
解をお知らせくださ 革、地方分権、外交・ しょうか。
い。
安保、社会保障制度 佐・私は全議会で質
石井あきら（以下・ 改革、減税と成長戦 問に登壇してきまし
石）ウクライナに侵 略、憲法改正などの たが、執行部から「国
攻して多くの民間人 「維新八策」を公表し の動向を見守る」と
を虐殺し、略奪やレ ています。そしてこ の答弁が多かったこ
イプなどの数々の戦 れらを実現させるた とは残念に思ってい
争犯罪を重ねている めに３４７項目にも ました。地方議員は
ロシアに酌むべき事 及ぶ具体的課題を示 日々、目の前の課題
に取り組みますが、
情はまったく見当た しています。
「国が決めてくれる
りません。多くのウ
まで何もできませ
クライナの人々が国
ん」との答弁では意
外に避難しており、
味がありません。日
我が国も避難民を受
本維新の会とのご縁
け入れている中、侵
をいただけたことを
略を正当化できる理
機に、これまで実現
由もありません。直
できなかった地方の
ちに戦闘を中止し、
課題を、直接国にぶ
軍隊を引き揚げるこ
つけたいと考えてい
とが国際社会の要請
であり、日本維新の 佐・そうです。戦争放 ます。
会の変わらぬ考えで 棄・平和主義を維持 稲・有権者とはどの
す。
した上での憲法改正 ように接してきたの
稲・ロシアのウクラ は避けて通れません。 ですか。
イナ侵攻を止められ 都道府県を廃止して 佐・支持者回りはご
なかった国連の安全 道州制を導入するこ く普通にやっていま
保障理事会改革の必 とや財源の移譲、国会
要性が問われていま 改革、教育の無償化、
す。佐野さんはどう 憲法裁判所、国民投
お考えですか。
票制度、緊急事態条
佐野正人 （以下・佐） 項など、憲法を改正
常任理事国の拒否権 しないと実現できな
の取扱いを変えなけ いことばかりです。
れば国連の存在意義 石・私たちがいま取
が問われます。戦争 り組まなければなら
を防ぐための安全保 ない課題は山積して
障理事会が機能しな います。国際情勢の
かったからです。強 動きだけではなく、
力な戦争抑止機能を 新型コロナウイルス
持つべきで、そのた 感染症の状況にも機
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京成バラ園（八千代市大和田新田755）▼問
合せ：℡:047-459-0106

◎千葉市美術館

◎千葉いのちの電話
第３４期ボランティア相談員募集

自分で考えて決めて行動できる人になってほしい
石戸珠算学園 千葉中央教室

千葉いのちの電話は、自殺予防とメンタル
ヘルス維持向上を願い、電話相談、
インター
ネットメール相談、対面相談、
自死遺族支援
の４つの相談事業を、研修を受けた無償の
市民ボランティアが担っています。
▼応募資格：20歳以上、資格・経験不問、基
礎研修講座と宿泊研修に出席できること。
▼研修期間：2022年10月26日～2024年2月7
日▼受講料：有料▼応募開始：2022年5月9日
(月)▼申込締切：2022年9月9日(金)当日消
印有効（応募用紙あり）▼応募面接
：2022年
◎千葉県立美術館
10月2日(日)▼問合せ・申込先：千葉いのち
令和４年度 コレクション展
第１期「名品１/絵で見る房総の景色/詩歌 の電話事務局043-222-4416（月曜日～金曜
日/9時～17時）
と書」▼会期：現在開催中～5月22日(日)
「ウクライナ人道危機救
第２期「名品２/澤部清五郎とその周辺/春 ◎日本赤十字社
過ぎて夏来たるらし」▼会期：5月28日(土) 援金」の受付
～7月18日(月・祝)▼場所：千葉県立美術館 千葉市では、ウクライナの方々に対する人
（ 千 葉 市 中 央 区 中 央 港 1-10-1） ▼ 問 合 せ 道支援を目的として募金を受付中。
TEL043-242-8311
▼募金箱の設置場所：市役所本庁舎1階ロビ
ー受付、各区役所地域振興課、ハーモニープ
◎京成バラ園
春のシーズンイベント『カラーオブスプリ ラザ１階受付、千葉市社会福祉協議会（本
ング』開催★バラ園初アトラクション"バラ 部、各区事務所）、千葉市国際交流協会等
▼設置期間：5月31日(火)まで
のメリーゴーランド"が誕生
春バラの見頃は5月上中旬～6月上中旬を ◎ギャラリー古島
予想しています。1600品種、10000株のバラ ①高橋和惠 彫金アクセサリー展
が咲き誇る日本屈指のバラのテーマパーク －小さなＷＡＫＵＷＡＫＵ－
「京成バラ園」では今春、1年の中で最もバ たったひとつの小さなアクセサリーが元気
ラが咲き誇る「トップオブピーク」を迎えま や勇気をくれることがあります。
す。中でも春にしか見ることの出来ない
「バ 毎日をちょっと楽しくWAKUWAKUしたものに
ラのアーチ」群は、パークを見下ろすことの してくれるアクセサリーを是非お手に取っ
できる「バラの小路」に連なっており、
バラ てご覧いただければ幸いです。
園全体を眺めながら、無数のバラの下を通 ▼会期：5月20日(金)～5月25日(水)10:30～
り抜けることができるこの季節ならではの 18:30（最終日のみ17:00まで）
楽しみです。初のライド系アトラクション、 ②墨の樹 書作展
3人乗りのメリーゴーランド「ブリリアント ▼会期：5月27日(金)～5月30日(月)
ツリー」やライブアニメーション、好評につ ③白亜会 千葉支部展（絵画）
き「光とバラのインスタレーション」は今春 ▼会期：6月3日(金)～6月7日(火)
も開催。日本最大級のあかりのアート展を ギャラリー古島
開催する「日本あかり博」とアート集団
「ミ 千葉市中央区春日2-25-11古島籐家具店2階
ラーボーラー」のコラボが楽しめます。
（ＪＲ西千葉駅西友側徒歩1分）
▼期日：現在開催中～6月12日(日)▼場所： ℡043-243-3313/FAX043-241-3041

こっとん来夢パッチワーク教室第１６回作
品展★千葉カザグルマグループ第５回作品
展(同時開催：中村直美３０周年記念個展)
▼期日：5月31日(火)～6月5日(日)10:00～
18:00(最終日16時半迄)▼場所：千葉市美術
館９Ｆ市民ギャラリー1・2・3（千葉市中央
区中央3-10-8）▼アクセス：ＪＲ千葉駅より
徒歩15分/千葉都市モノレール葭川公園駅
より徒歩5分▼問合せ：こっとん来夢 ℡:
043-243-3050

教室長

小林 八重子

６年前、新宿小学校
の向かいに開校した
「石戸珠算学園千葉中
央教室」は、そろばん競
技大会で上位に入賞す
る優秀な生徒を育てて
いると評判だ。その教
室長を務める小林八重
子さんは、東京都江東
区生まれ。江戸っ子気質のハキハ
キとした女性で、そろばん教室を
運営する㈱イシドで働くようにな
って１３年目というベテラン先生
のひとり。
㈱イシドと小林さんの出会いは
１枚の求人チラシだった。小学２
年生から中学３年生までそろばん
を習っていたことや、高校時代、そ
ろばん教室でのアルバイトで子ど
もに教えるのが楽しかったことを
思い出し応募したという。
最初はパートタイマーとして
「おゆみ野中央教室」で先生補佐と
なり、約３年後には社員登用され、
新規開校の「おゆみ野南教室」の教
室長に抜擢された。その４年後に
立ち上げを任されたのが現在の
「千葉中央教室」。物件探しから始
まり、まさにゼロからの開拓だっ
たと振り返った。㈱イシドと言え
ば、そろばん教育を通じて子ども
たちの力を伸ばす教育メソッド
「いしど式」を開発し幼児教育に定
評があるものの、他の地域と比べ
ると千葉市中央区ではネームバリ
ューの効果がそれほど期待でき
ず、開校当時は苦労したと話す。
「開校が３月でしたが、桜が咲いて
いるのに気づかず５月になってい
ました(笑)。当時の私は入会者を
集めるのに必死すぎて負のオーラ
が出ていたのかもしれません。
『今
はジャンプする前に低くかがんで
いる状態なんだ』と自分に言い聞

さん（60）千葉市緑区在住

かせ続け、なんとか吹
っ切れたのが６月。そ
のころからお母さん
たちの口コミのおか
げで徐々に生徒が集
まるようになりまし
た」。今では200人を超
える生徒が在籍し、小
林さんは子どもたち
から慕われるだけでなく、子育てや
人生の先輩として母親たちからも
信頼を寄せられている。
「いしど式そろばん」の特徴は自分
で物事を考えられるようになるこ
と。「最初は簡単ですが徐々に難易
度が上がり、今までの方法では超え
られない壁がやってきます。それに
対していくつかのやり方をアドバ
イスしますが、最終的には自分で考
えて決めた方法で挑戦してもらい
ます。この繰り返しが子どもの自主
性、自立性、自律性を高め、社会で
も求められる人間力を養います。人
に流されず自分で決める。そして自
分の言葉や行動に責任を持つ。そん
な人になってほしいです」。
元気いっぱいの生徒さんたちか
ら日々、パワーをもらっているとい
う小林さん。「子ども時代に、親や
学校の先生以外の大人と接する機
会は大切ですから、貴重な時間を共
有できることに感謝しています。た
まに憎まれ口を言う子もいますが
(笑)、基本的にはみんな素直でいい
子ばかり。子どもたちと接している
時間が幸せです」と優しい笑顔を見
せた。生徒さんたちにとってこの教
室は、何でも話せる第３の居場所に
もなっているのだろう。
石戸珠算学園 千葉中央教室
千葉市中央区新田町６-10柄本ビル
℡：050-3188-9201

月 日は故佐藤
正成社長の一周忌で
した。新型コロナウ
イルス感染症もまだ
まだ予断を許さない
こともあり、法要は
行わず弊社スタッフ
で成田までお墓参り
に行ってきました。
お墓の掃除を済ま
せたあと、お線香は
まず向こう三軒両隣
のお墓にあげてから
佐藤社長のお墓に。
これは佐藤家の墓参
りマナーだそうで、私
たちも守っていきた
いと思っています。
私の実家のお墓は
父の墓石のほかにも
明治や大正時代のも
のと思われる墓石が
敷地内に つありま
す。もう誰のお墓か
わからないほど劣化
し岩のような状態で
す。
複数の墓石がある
と特に暑い季節は周
囲の掃除や草むしり
が大変で、母が以前、
「古い墓石を撤去し
て一つにまとめた
い」と石屋さんに相
談したところ、数百
万円かかると言われ
断念したそうです。
お墓が狭い階段を登
った高い場所にある
ため、一つ一つ人力
で降ろさなければな
らないので、その分
費用がかさむとのこ
とでした。
私のあとは誰がこ
のお墓を守ってくれ
るのでしょうか。離
れて暮らす子どもた
ちと話し合っておか
なければならないこ
との一つです。（真）

す。そのなかでご意見
をいただいていま
す。それが議会での質
問につながっていま
す。三千回を超えた朝
の駅頭活動は今も続
けています。駅頭では
見 知 らぬ方 か ら 直 接
声を掛けられるメリ
ットがあります。もち
ろ ん お 叱り も ありま
すが、大切な時間だと
思っています。

稲・日本維新の会はど
うやっ て 佐 野 さ ん と
出会ったのですか。
石・全国の地方議員の
方の活動の状況につ
いて、日々情報を集め
ています。そのなかで
地道な活動を続けて
いる佐野さんのこと
を知りましたが、お会
いしてこの人ならと
確信しました。
稲・石井さんも改選を
迎えますね。党の要職
を務められている中、
全国比例だと活動も
大変ではないでしょ
うか。（２面へ続く）
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