ハシビロコウやレッサーパンダ
が人気を集めているレジャースポ
ットと言えば千葉市動物公園だ。
動物公園では、もっと多くの人に
気軽に来場してもらおうと「年間パ
スポート」を２千 百円で販売し
ている。購入から１年間、何回でも
入園でき、さらに提携施設での特
典がプラスされた。新たな制度「年
間パスポート 提携パートナーシッ
プ」は動物公園の来場者を提携施
設へつなぎ、街中へと人の流れを
生み出す取り組みで、大型商業施設
やホテル、飲食店など多種多様な
の団体・企業等（令和４年３月末日
時点）が提携している。提携先施設
で年間パスポートを提示すれば、飲
食代の割引や店舗スタンプ２倍な
ど施設ごとに決められた特典が受
けられる。なお、提携パートナーは
随時加入を受付中。

対馬丸と言う名の船
鎌ヶ谷市・元稲毛小校長 島津幸生

人に名前がついて してよいと通達をだ
いるように船にも名 している。海上封鎖で
がついている。タイタ ある。
ニック号の船の名と
その中にあって昭
事件は知っていても 和 年８月 日、沖縄
対馬丸の船の名を知 から九州へ対馬丸で
っている人は少ない 疎開する学童
のではないだろうか。 人を含む１４１８人
昨年終戦 年ＮＨ がアメリカ海軍の潜
Ｋスペシャル・綾瀬は 水艦「ボーフィン号」
ニックネーム真珠湾
るかの「戦争を聞く
疎開児を乗せた対馬 の復讐者による魚雷
丸の悲劇 」。また一 攻撃で死んでいる。こ
昨年の８月、ニュース の潜水艦は日本の船
ウオッチ９で「父の最 を 隻沈めたとされ
後をたどって 対馬 ハワイ真珠湾のボー
丸の真実 」が放映さ フィン記念公園内に
れており記憶の中に 実物が展示されてい
とどめている人もい ると言う。
るかもしれない。
私が初めて対馬丸
昭和 年８月 日 の名を知ったのは大
早朝から那覇港の埠 学時代（ 年前）当時
頭に集められた子ど アメリカの占領下に
もたちはぎらぎらと あつた沖縄の子ども
照りつける真夏の太 たちに附属一小の協
陽のもと、身を隠す場 力（この時学部、千葉
所もなくひたすら乗 県政財界市商店街の
船を待った。そして小 人達にも）で本を届け
型の船から建造 年 たとき、沖縄で購入し
もたった老朽貨物船 た一冊の本に大城立
対馬丸にのりこんで 裕著疎開船学童死の
ドキュメント悪石島
いる。
昭和 年 月ハワ があったからだ。
イの真珠湾攻撃３年
今年は戦後アメリ
後にはサイパン島が カにあった沖縄の施
占領され、軍の要請で 政権が日本に変換（５
政府は奄美大島、徳之 月 日）されて 年に
島、沖縄の年寄り、子 なる。
ども、女性を島外に疎
コロナ禍で那覇市
開させる命令をだし にある対馬丸記念館
ている。
事務局長枝川健治氏
実はアメリカ海軍 に資料提供の協力を
省は真珠湾攻撃から いただいた。
数時間後に自国の潜
対馬丸、日本人とし
水艦に日本の貨物船 ておぼえておかなけ
に対し軍艦とおなじ ればならない船の名
ように無差別攻撃を 前である。

随想

らっしゃる。平澤さん ビジネスだけじゃな
の遊びが地域にも求 くて、地域のために何
められているわけで ができるかという部
すね。
分でつながって、お仕
事を広げていければ
平・ただただ、自分の 理想的ですよね。
住んでいる場所を面
白くしたいという気 平・ケーズハーバーに
持ち。そういう思いの 「ちばみなとブース」
丈を溢れさせていた というアンテナショ
ら、結果的に、街をよ ップを出させていた
り良くしたい様々な だいているんですが、
人とのご縁ができた 構想としては、絵を描
ということかなと思 いていたり、音楽を作
っています。
っていたり、シナリオ
を書いていたりとい
千葉みなとの魅力は った千葉市のクリエ
伸びしろの大きさ、 ーターが作品を持ち
未完成ゆえの懐の深 寄れる展示場のよう
な場にもしたいんで
さ
す。まだそこまで形に
稲・千葉みなとという なっていませんけれ
街には、好きなことを ど。
しやすい雰囲気があ
稲・実際にみんながつ
るのでしょうか？
ながる拠点になった
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いたひき逃げ犯が、ド
ライブレコーダーの
記録などから少なく
とも「いいわけではな
かった」ことが証明さ
れつつあり、それどこ
ろか別の重大事件が
潜んでいるかもしれ
ないのだ。「事実は小
説より奇なり」という
が、だとしたら拘留が
続いているトラック
ドライバーの人権は
どうなるのだろうか。
ひき逃げ死亡事故の
犯人だったはずが、交
通反則通告で済んで
しまうかもしれない
のだ。
真実は警察の捜査
を待つしかないが、真
実が明らかになった
とき、マスコミはこの
人たちの「名誉回復」
をどう行うのだろう
か、俊雄は注目をした
いと語るとともに、亡
くなった女性の冥福
を祈っている。
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でいます。
「千葉市で、 平・自分が千葉みなと ら素敵です。楽しみに
いっしょに、あそびま に住み始めた 年ほ しています。
しょ」というキャッチ
ど前は本当に何もな
フレーズを使ったり くて、エリア全体が改
住まいの救急社！
しているほどです。 装中のような感じで
漏った、詰まった、壊れたの修理は笑顔で参上
した。そのうちケーズ
稲・でも、いまでは千 ハーバーも開業して、
地元のリフォーム工事店（有）マイケン
葉市観光協会の会員 マンションの数も増
対面キッチンで家族
れずに使える水栓
無事今日を乗り切
で、千葉市みなと活性 えて、公園も整えられ
たっぷり入る収納
時間を豊かに
り今日も一日生き切
化協議会の委員でい てと、変貌を遂げてき
コロナ禍で自宅時 自動食洗機と便利な ったぞ～と満足感に
ました。先日、ケーズ
間が増えていますが 機能がたくさんあり 浸り健やかな眠りに
ハーバー前の広場に
「さんばしひろば」と 家族の会話は弾んで ます。ぜひご相談下 つきます。思わずあ
愛称が付けられ、フリ いますか？一日の生 さい。相談は無料で くる朝、目が覚めた
らその日の一瞬一瞬
ーマーケットなどの 活の中でゆっくり会 す。
に向かって一生懸命
イベントにも多くの 話ができるのは食事 社長のひとり言
『生ききる』
に生きて行く覚悟で
人が集まるようにな の時が一番です。料
っています。伸びしろ 理の準備中と後片付
す。でも人生は疲れ
の大きさ、未完成ゆえ け中も顔を合わせて
るので一日が終わる
の許容力がこの街の 会話を弾ませるのは
と寝る前に晩酌をし
魅力。自分のような尖 対面キッチンがお勧
毎日眠る前に思っ ていつものいい加減
ったことをやっても、 めです。マイケンは、 ています。過ぎ去っ なおバカさんになっ
一過性でない地域愛 便利で使いやすい対 た昨日は直すことが てから布団に入りま
が伝われば受け入れ
面のシステムキッチ 出来ないし、明日の す。
られる土壌がありま
ン を お 作 り 致 し ま 朝は目が覚めていな ※連絡先・千葉市稲
す。
いかもしれない、今 毛区小中台町１２０
す。
℡０４３・
稲・起業者側も自分の 自動で掃除してくれ この瞬間が人生だと １～
手 を 触 思っています。
２０７・７１２２
る換気扇

稲・本当に遊んでいる
というか、楽しんでい
ちゃん」。次はゆるキ
る感がすごいです。
ャラ路線で行こうと、
「千葉みなと水族館」
平・そうですね、遊ん
を作り、第３弾がイケ
メンキャラの「４Ｍ２
Ｔ」です。あまり一つ
のイメージをゴリ押
ししたくなかったの
で、あえて様々な種類
を作りました。今年は
「チバミナ」という新
作キャラクターを出
したんですよ。千葉中

|

|

19

（１面からの続き） 車の普及にも取り組 稲・参議院の比例区 方、全国の方々 のた
石・そうですね（笑）。 んでいますが、安全 では比例の候補者名 めに、全力を尽くし
所属しているいくつ 祈願のために「オー か政党名を書くこと ていきたいと決心し
かの議員連盟での活 トバイ神社」を設立 になりますが、その ています。ありがとう
動を中心に全国を飛 しました。これらの 合計得票で政党の獲 ございました。
び回っていますが、 活動を通して頑張る 得議席が決まり、議
地方議員だったとき しかありません。
席の割当が候補者名 ■取材／ 本紙論説委
の経験が生きている 稲・ところで、
「日本 の得票順になると聞 員 今村敏昭 ■場所
と思います。どこに 維新の会」とは正式 いています。千葉県 ／東京都千代田区参
でも出かけてひざ詰 にはどう読むのでし 選挙区の佐野正人さ 議院議員会館会議室
めで話をすることし ょうか。
ん、全国比例区の石
「にっぽんいしん 井あきらさん、日本
かないと思っていま 佐・
す。コロナ対応や福 のかい」が正解です。 維新の会が目指す改
島の原発の処理水の 稲・「日本相撲協会」 革が千葉にも全国に
問題、有機農法の推 は「にほん」ですね。 も及ぶよう、ご健闘
進に取り組んでいま 石・お札の「日本銀行 をお祈り申し上げま
す。社会福祉法人理 券」は「にほん」と読 す。本日はお忙しい
事長として施設運営 む方が多いと思いま 中、ありがとうござ
に取り組んでいる関 すが、お札に書いて いました。
係で、介護に関して あるアルファベット 石・佐・こちらこそ。
は日々問題に直面し は「ＮＩＰＰＯＮ」で 稲毛新聞の読者の方
をはじめ、千葉県の
ています。また、二輪 すね。

第 話「石ころを踏んだ、は通らないけれど」

j
p
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提携施設の特典プラス 千葉市動物公園年間パスポート

ックしていました。初 央港の地形を図案化
めて千葉みなとに来 したもので、港のガン
た人は、まず「何もな トリークレーンをキ
い」とＳＮＳに書き込 リンのような生き物
むんですよ。駅を降り に見立てて、アパレル
て何もない、食べると ブランドのロゴマー
ころが何もない。この ク風にデザインしま
何もないというキー した。
ワードが自分に刺さ
りました。何もないな 稲・４Ｍ２Ｔの意味
ら創ってしまえと。楽 は？ 何かの頭文字
しいことを始めるチ でしょうか？
ちばみなとブースが入 ャンスだと思ったん
居する複合施設・ケー
平・中央港・
千葉みな
です。
その一環で考え
ズハーバー。手前がさ
と・新港
・出洲港の
たのが、
「チバミナコ
んばしひろば。
つの港で４Ｍ。幸町・
問屋町の２つのタウ
ンで２Ｔです。たいし
た意味はありません
（笑）。

稲・画面から地元愛が
伝わってきます。見や
すいし、使いやすい
し。

満開の桜が街を彩る某日、小誌編集部記 平・ネットに不慣れな
者・稲しん子が向かったのは千葉みなとの 人でも簡単に扱える
海沿いに建つ複合施設「ケーズハーバー」。
ようシンプルにした
旅客船待合スペースの一角にブースを出店
分、あまり凝ったデザ
している、「株式会社せひら」の代表取締役
インにはできないの
・平澤誠治さんを訪ねることが目的です。
ネ
ットのこと、ご当地キャラ、
地域活性のこと ですけれど。お洒落で
など、興味深いお話が盛りだくさんでした。 カッコいいホームペ
ージを作りたい人は
不満を覚えるかもし
個人レベルの小さな
スケールから始まっ が最初です。少しずつ れません。とにかくブ
た「ちばみなと
」 機能を足して、長い記 ログと写真をばんば
事を書けるようにし んアップすることで
稲しん子（以下・稲） たり、自分以外の人も 情報を発信でき、それ
弊社稲毛新聞も記事 登録して情報をアッ をＳＮＳでシェアで
を出させていただい プしやすくしたりと きれば十分という方
システムを拡張して なら、ちばみなと
ている「ちばみなと
」ですが、どのよう いき、今の形になりま は手軽で役立つと思
なきっかけで始めら した。現在は、そのシ います。
ステム自体を「ブラン
れたんですか？
ポート」という名称で 何もないということ
は自由に描き足せる
チャンスということ
稲・「チバミナコちゃ
ん」などのキャラクタ
ーはどのような経緯
で生まれたのです
か？

チバミナコちゃん

士によれば、「ひき逃
げは存命の人をひい
た場合に成立するの
であるから、すでに亡
くなっている女性を
ひいた場合はひき逃
げが成立せず、誤認逮
捕の可能性が出てく
先月、稲毛区内の道 れるという。
傷につながった可能 て新たな情報がある る」というから驚き
路でひき逃げ死亡事
俊雄は、警察発表を 性が高いという。現に という。監視カメラの だ。
故があった。雨が降る うのみにして報道す 会社経営者だけが釈 記録によると、事故が
警察は、この男の特
午前２時ころ、片側二 るマスコミの姿勢に 放されているが、その 発生する前に現場の 定を急いでいるはず
車線の道路の走行車 大いに疑問を感じて ことは報じられない。 横断歩道上で言い争 だと俊雄は確信して
線と追い越し車線の いる。会社経営者の 雨天の深夜であった っている男女がいて、 いる。この男が殴り倒
境目の白線上に横に 「石ころを踏んだとし こともあり、乗用車の その片方が亡くなっ して殺害した女性を
なっていた女性が乗 か思わなかった」とい ドライブレコーダー た女性だというから 車にひかれたように
用車にひかれ、しばら うのはひき逃げ犯の の記録によれば横た 驚きだ。その際のトラ 見せかけるために路
くして後続のトラッ 常套文句であって通 わっている女性の姿 ブルで女性が路上に 上に放置した疑いが
クにひかれたという。 用しないというのは を確認できなかった 倒れた疑いが浮上し ぬぐえないからだ。ひ
最初の乗用車の運 当然だ。石ころであっ というからなおさら てきている。女性が道 き逃げ死亡事故が、実
転をしていた会社経 たとしても、走行中に だ。ただ、俊雄は言う。 路上に横たわってい は殺人事件だった可
営者とトラックドラ 異常を感じた場合は 「会社経営者が車を停 た事情を解明する必 能性が出てきている
イバーの２人が逮捕 車を停めて確認をす めて確認していれば、 要がある。
という。刑事ドラマの
されたが、最初にひい べきだったからだ。俊 女性が後続のトラッ
もし、男女のトラブ ような事件が現実に
た会社経営者の場合、 雄がつかんだ情報で クにひかれることは ルがもとで、事故発生 発生した可能性があ
経営する会社の外観 は、会社経営者は足を なかっただろう。死ぬ の前に女性が亡くな ると俊雄は指摘して
がテレビで放映され 引いた事実は動かし ことはなかったはず っていたとしたらど いる。
たから、相当の影響が がたいが、トラックに だ」と。
うなるのだろうか。俊 「石ころを踏んだ」と
ところがここにき 雄の知り合いの弁護 思ったと言い訳して
あったものと推察さ ひかれたことが致命

（千葉市中央区中央港）

株式会社せひら
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「自分の住んでいる場所を面白くしたい」
その思いが結果的に街と繋がるきっかけに

12

!!

神奈川県横浜市出身の平澤さんが、結婚を機に居を定めた千葉みなとで
2016年に設立。インターネット上の地域メディア「ちばみなとjp」を運
営。地域の暮らしに役立つ情報を発信するサイトとして、個人はもとよ
り多くの地元企業や公的機関に活用されている。
ちばみなとjpホームページ
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平・ちばみなと
を
始めた頃、ＳＮＳで千
葉みなと関連の呟き
を日課のようにチェ
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23

平澤さん（以下・平） 販売もしています。
起業した２０１６年、
ちょうどこの「ケーズ
ハーバー」がオープン
した頃合いでもあり
ましたが、当初は、近
所をウロウロしては
ひたすら写真を撮っ
て、地元情報をアップ
するだけの、自分専用
の個人ＳＮＳみたい
な規模感で始めたの
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ちばみなとjpブースに立つ平澤誠治さん
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