「ありがとう」で病気は治る

員による誹謗中傷に基づ
く記事であり、元役員は除
名したが裁判で和解し
た」と申し出ていたが、除
名した事実はなかったこ
とが分かった。
このＮＰＯは「特定非営
利活動法人バイク・コミニ
テー千葉（川越三喜夫理事
長）。
本紙は、昨年２月号で、
千葉市長に対し、偽造書類
で設立の認証を受け、きわ

れ、関係者が事情聴取を受
けたことが明らかになっ
た。
市は偽造書類による設
立について、調査権限がな
いとするだけで単なる内
紛としか見ておらず、県有
地を貸した県も知らぬ顔
を決め込んでいる。
本紙の調査では偽造書
類による設立は明らかで
あるが、理事長による本紙
への申入れも虚偽であっ
たことが明らかになって
いる。
市や県はこのＮＰＯに
対し、厳正に対応する必要
がある。千葉中央署の捜査
の行方が注目される。

されることもないから、
好き勝手なことを言って
いいわけではないことも
事実だ。
官僚やお役人が、上を
気遣ってはっきりものを
言わないことや、つかん
でいる情報を出し渋るの
は、民主主義だろうが、社

今村 敏昭

暗殺の歴史と権力争い

民主主義国を中心に、
法治国家となると、権力
争いの手段は戦争・暗殺
から選挙に変わった。武
器から論戦に変わった。
口コミから報道に変わっ
た。だから、国会審議やワ
イドショーで、中身のな
い足を引っ張るだけの論

めて安価で県有地を賃借
し、年間３００万円もの売
り上げをあげていると報
じたもの。
これに対し、「情報は除
名した元役員によるもの
であり、適正に運営してい
る」と申入れがあったこと
から、４月号でその反論を
掲載した。
ところが、今年になっ
て、昨年中にこの法人が千
葉中央署に刑事告発さ

千葉みなと駅前駐輪場賃借問題
ＪＲ千葉みなと駅前の
県有地を低価格 で賃借
し、自転車駐輪場を運営し
ているＮＰＯが、設立の際
に千葉市に偽造書類を提
出していると昨年本紙が
報じた件で、このほど、有
印私文書偽造やＮＰＯ法
違反などの疑いで、千葉中
央署に告発されていたこ
とが分かった。
このＮＰＯの理事長は
本紙の報道に対し、「元役

毘沙門堂の不正発覚？
市に虚偽の書面を提出
地元住民の戸別調査で判明
情報公開請求で市が黒
塗りの「のり弁」状態で開示
した「毘沙門堂稲毛霊廟新
築計画近隣対象者一覧
表」。毘沙門堂の手続は不

会主義だろうが、共産主
義だろうが、王制だろう
が、変わらない。
政治体制の如何にかか
わらず、権力者、為政者は
とかく自分の都合を優先
させがちであることを物
語っている。治世の良さ
は、情報公開の程度で測
ることができる。
体制が独裁に近づくほ
ど、「よらしむべし、知ら
しむべからず」が強くな
る。
「政策の理由を民に理
解させることは難しいか
らわからせなくてよい。
従わせればよい」。
確かに理解が困難な政
策もあろうが、私は論語
のこの 一節 に は 従え な
い。民に不利、もしくは権
力者不正につながる余地
が生まれるからだ。

情 報を出 さな い 理 由
は、民に理解できないか
らではなく、知られたら
都合 が 悪 い場 合 が 多い
と、後から判明するケー
スばかりだ。
マレーシアで金正男氏
がＶ Ｘ ガ スで 毒 殺 され
た。真相は明らかになっ
ていないが、現代でも権
力争いで暗殺があるのか
と、すさまじい衝撃が世
界を駆け巡った。
そしてかの国は情報を
出さない。出せるはずも
なかろう。情報を出し渋
ると、かえって事態の悪
化を招く場合が多い。今
後の推移を見守るしかな
いが、今回の事件が契機
となって、新たな暗殺や
大きな事案が発生しない
ことを願うばかりだ。

県知事選挙の投開票は 月 日
松崎氏、森田氏の一騎打ちか
任期満了に伴う千葉県 が、いずれの候補も無所
知事選挙は 月 日（日） 属で出馬する。
森田氏は過去の選挙と
に投開票が行われる。
立候補者は前浦安市長 同様に自民党の支援を受
の松崎秀樹氏（ 歳）、 ける見込みであり、民進
現職の森田健作知事（ 党、社民党は自主投票の
年千
歳）、元高校教諭の角谷信 方針。前回、
一氏（ 歳）、元建設会社 葉県知事選挙の投票率は
社員の竹浪永和氏（ 歳） ・ ％で今回は投票率
が立候補を表明している がそれを上回るか微妙。

連勝を に伸ばす

得点を挙げた。
東地区トップの栃木は
中地区最下位の富山に
対 で敗れて連勝が７で
止まり、東地区２位のＡ東
京は滋賀に 対 で競り
勝った。栃木とＡ東京はと
もに 勝８敗。
西地区首位の三河は秋
田に 対 で快勝し、 勝
９敗とした。
三河の金丸が両チーム
最多の 得点と活躍し
た。中地区の三遠は名古屋
Ｄを 対 で下し、 勝
敗とした。

５人が２桁得点で千葉ジェッツ快勝

プロバスケットボール
男子のＢリーグは 月
日、沖縄市体育館などで８
試合が行われ、東地区３位
の千葉は西地区５位の琉
球に 対 で快勝し、連勝
を５に伸ばした。
これで千葉ジェッツは
勝 敗、琉球は 勝 敗
となった。
千葉は第１クオーター
に 点リードし、危なげな
く押し切った。アームスト
ロングとパーカーが得点
とリバウンドで２桁をマ
ークするなど、５人が２桁

日韓トンネル推進説明会
月 日に平和大使セミナー開催

台湾の南端の潮音寺

上田 真弓

円、団体

円（ 名以上）

第 回笠間つつじまつり
入園料

昭和 年に市民によ
るつつじ一株運動によ
り始まった「笠間つつじ
まつり」は今年で 回目
を迎えます。
メートル、
標高
広さ約 ヘクタールの園
内には、霧島・日の出な

ど様々な品種約 千
株のつつじが植 え
られており、最盛期に小
高い山一面が真っ赤 に
染まる風景は見ごた え
十分です。
ゴールデンウィーク頃
には小高い山が真っ 赤
に染まり、訪れる観光客
を楽しませてくれます。
会期中には 「野点 茶
会」や「郷土芸能」など
様々なイベントを予定し
ています。この機会にお
出かけになってみてはい
かがでしょうか。
笠間市商工観光課
・ ・

外壁塗装も

地元のリフォーム工事店
稲毛区小中台町・㈲マイケン
社長のひとり言
年寄りの会話

■営業時間／AM9：00～PM18：00

http://www.miyabi-sougi.com
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住民の意をくむ必要はない
が、不適正な事実が浮上し
ている以上、書類審査が原
則で出された書類に特に問
題はないと争いを避ける姿
勢は許されない。
行政にはそれ以上の権限
がないと逃げるのは本末転
倒であるとのそしりをまぬ
かれないものと思われる。
提出された書面が真正なら
ば調査をしてもなんの問題
もないはず。そうしないと、
事業者と市の最高幹部との
関係まで疑われかねない事
態を招きかねないことを、
真摯に検討すべきである。
そのうえで、納骨堂建設
に反対する住民と、時間を
かけて何回も協議の場を設
けて解決を図るのが市の責
務だ。まだ遅くはない。市の
猛省を待ちたい。

昔、若いころ
は年 上 の 人 と
飲みな が ら の
会話が嫌いでした。私より
経験が豊富なので経験のな
い話はただ相槌を打つしか
なく会話が一方的で面白く
ありませんでした。
最近若い人と飲む機会が
増えてきました。酔ってく
ると昔嫌いだったくどくど
とお説教じみた話になって
しまいます。若い人はお付
き合いで相槌を打ってくれ
ますが家に帰ると「あぁ、昔
嫌いだった年寄りにまたな
ってしまった」と反省して
います。
※連絡先・千葉市稲毛区小
中台町１２０１～
０４３・２０７・７１２２

倍満達成 鈴木（か）様・中様 以上2名が達成

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

279-1234㈹

千葉県知事第3588号
京成大久保駅より徒歩3分

「ありがとう」で瞼のけいれんが止まった②

平日の朝、ある民放で の暴君となり、その燕山
たびたび朝鮮王朝時代の 君からクーデターで王座
韓国ドラマが放映されて を奪った 代王中宗（チ
いる。ちょうど今は、
「華 ュンジョン）は、有名なド
政（ファジョン）」。 ラマ「宮廷女官チャング
主人公は貞明公主（ジ ムの誓い」の王である。
ョンミョンコンジュ）と 近いところでは朴正煕
いう王女であるが、 代 （パクチョンヒ）がクーデ
王の光海君（カンへグン）
が反乱で王座を追われ、
代王仁祖（インジョ）が
即位する のが 時 代 背 景
だ。仁祖は光海君の派閥
をことごとく粛清したば
かりか、のちに意見の対 ターで 軍 事 政 権を樹 立
立する自身の長男を毒殺 し、のちに大統領になっ
する。７代王世祖（セジ たものの、夫人は殺害さ
ョ）は６代王端宗（タンジ れ、自身も暗殺された。
ョン）を引きずり降ろし その長女が今の大統領
て即位し、９代王成宗（ソ であるが、弾劾訴追を受
ンジョン）は妻を毒殺、母 け、憲法裁判所の判断次
を毒殺された 代王燕山 第で罷免される事態に追
君（ヨンサングン）は稀代 い込まれている。

10

書類偽造のＮＰＯ理事長、刑事告発

15

ときや不動産
株式
会社

習志野ホール

稲毛構内タクシー

JR幕張本郷駅より徒歩５分

本社

0120-533-990

土地・マンション・売買・仲介
幕張本郷ホール

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

㈱雅セレモニーホール

誠実をモットーに地域社会に奉仕する

タクシー、ハイヤーのご用命は…
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我慢が、限界を超えた、とい んということかも知れませ た。聞けば、旦那さんにご 亭主関白だったのでしょう
うのが筆者の想像でした。 ん。とすると、もしかした 立腹のようで、それが長年 か。長年続く頭痛が治るか
介護老人保健施設たいよう医師 大 國 義 弘
よくなったと教えてくれ
の頭痛の原因ではないかと
もしれませんよ、直接は言
ら、
ありがとうという
「クス
成田市
た二週間後に、その後の経 リ」は、普通の薬と同様、毒 想像しました。
わなくていいんですよ、ウ
過を聞きました。
にも薬にもなるということ 夫と連れ添った期間は、 ソでもいいんですよ、とお
台湾の南のバシー海峡を ノンフィクション作家の
すると驚いたことに、
「軽 なのでしょうか。
恐らくは 年以上でしょ 伝えしても、その方は、あん
望む猫鼻頭（びょうびとう） 門田隆将さんが２０１４
た効果は、仕事中の接客に ～く、有り難うございます、 心を込めて言わないでよ う。これだけの長年月、一 な人に、そんなことを言う
に潮音寺というお寺があ 年に出版した『慟哭の海
も大変、現れました。忙しく を言っていた時は、何も起 いと、筆者は、ありがとうの 緒に居たのなら、いい意味 くらいなら、今のままでい
る。私は２００７年にここ 峡』で、この潮音寺のこと
てバタバタ接客をしていた きなかったのに、集中して 心得の中に書きました。 で、もうお互い、〝枯れて〟 い、頭が痛いままの方がい
を訪れた。
を詳しく書いてくれ たの
割には、とても穏やかな氣 しっかりと言 った昨日か 言うのに抵抗を感じる人 淡々としているのではない い、ときっぱりと仰ったの
案内してくれたのは昨 で、ぜひ読んでほしい。
持ちで、常にお客様に対応 ら、目の下のけいれんが復 でも口先だけなら言ってく か、というのは筆者の幻想、 です。
年 月号で紹介した元日
この本では戦時中にバ
前回、二週間続いた目の 出来ました！これは絶対、 活した」というのです。
れるかも知れないと思うか 誤解、勘違いのようでした。 考えようによっては、そ
本兵の許昭栄さんと、１月 シー海峡で十万人以上の日
下のまぶたのけいれんが、 ありがとうの波及効果でし しかも、前よりも、まぶた らです。
同居のご主人に、「毎日、 の方の頭痛は、その程度で
号で紹介した阮みすさん 本人が戦死したと書かれ
ありがとうございます、と ょう。
の下全体という広範囲で、 しかし、ネタバレみたい 怒り心頭なんですね」と確 あった、本当に辛くて、何と
だ。私がメンバーを募って ているが、許昭栄さんは約
ひたすら唱えることで、一 聞けば、ＮさんはＡさん さらに前よりも激しい感じ ですが、実は、本当は心を込 認のつもりで聞きました。 かしたいと思うほど辛い頭
台湾ツアーを企画して事前 二十万人と言っていた。そ
旦は治まったというＮさん とは、２年前から一緒に働 だといわれます。
めて言う方がより効果が高 すると意外にも、亭主は 痛であったなら、どんなに、
に電話で阮みすさんと打ち れほど多くの日本人が亡く
にっくき夫であろうとも、
を紹介しました。
これはＮさんにとっても いのです。
くようになったそうです。
家には居ないと。
合わせた時、「台北でお会 なったのだ。
けいれんは、職場の同僚 けれども、勤務の関係で、 驚きでした。なぜ、ありがと しかし、心にもないこと 何年も前から療養型病院 ありがとうと言ったであろ
いした後、高雄に行って許 許昭栄さんが「日本政府
う、という解釈も成り立ち
Ａさんと勤務が同じ日は、 頻繁に同じ時間帯で働くわ うを集中して唱えたら、け を言うだけでも、人によっ に入院中であると。
昭栄さんという方に初め も台湾政府も無関心で何も
とても緊張するというのが けでは無かったところ、仲 いれんが引き起こされたの てはかなりの ハードルで
こん畜生と思うような ます。
てお会いします」と話すと、 してくれません。私たち元
原因のようでした。
す。余談ですが、一人だけ、 夫、たとえ口先だけでも、あ 折角の頭痛が消えるかも
間の一人が五ヶ月前頃に退 か
阮さんは「よく知っている 日本兵の台湾人が中心に
これは筆者の想像です 仮に頭痛がそれで直ろうと りがとうだなんて言いたく 知れないチャンスなのに惜
ありがとうございます、 職した後からは、より緊密
方です。私もご一緒します」 なって、ここで慰霊を続け
と唱え続けた結果、翌日に に、そして別の仲間が休暇 が、私が久しぶりに近況を も、口先だけであろうが、仮 ない夫が、目の前から居な しいと最初は思いました
と言って同行してくれ、高 ているのです」と言って嘆
は、もう効果が現れたと報 を取り、およそ二週間前か 聞いた→思い出して、有り にウソでもあんな爺さんに くなって何年も経とうとも が、そのように考えると、こ
雄で泊まる安いホテルを手 いておられたことが、きの
ら更に一層緊密に接するよ 難う、をより念入りに言っ 向かって、ありがとうだな 怒りは続くのか、と驚きで のお婆さん、大して損はし
告してくれたのです。
配してくれるなど、とても うのことのように思い出
た→Ａさんとの辛かった時 んて、口が裂けても言えな した。
ていないことになります。
今回はその続きです。 うになった。
よくお世話してくれた。 される。
（以下次回に続く）
午前中、ずっと「ありがと この一段と増えた接触に をより鮮明に思い出した→ いと言われた 歳を過ぎた このご主人は、お元気だ
高雄の新幹線の駅で許 ほとんどの日本人は、そ
うございます」を言ってい より、日頃、耐え忍んでいた ストレスを感じた→けいれ 頭痛持ちのご婦人が居まし った頃は、どれほど横暴で、
昭栄さんにお会いし、その の事実を知らない。
日は許昭栄さんが造営中 潮音寺を建てた中嶋秀次
わが国でも権力争いに 戦を目にすると、政治を
の「戦争と平和記念公園」 さんは２０１３年に亡く
よる暗 殺 の 実例 は ある ただす目的ではなく、相
を案内してもらい、翌日、 なった。潮音寺は現地の台
し、有史以来、戦（いくさ） 手を引きずり下ろすため
潮音寺まで案内していた 湾の方々によって管理さ
の連続であった。
の中傷が本心であるとし
れているが、人は住んでお
だいた。
小学校の時から、何と か思えないことも多く、
戦時中、バシー海峡では らず、以前泥棒に入られた
かの戦い、かんとかの戦 極めて残念だ。
多くの日本人がアメリカ軍 こともあって普段は鍵が
い、と教えられてきた。民 思想信条の自由、報道
の攻撃によって船を沈めら 掛かっており、入るには管
間への弾圧もあった。 の自由は当然だが、何を
理者に鍵を開けてもらう必
れて亡くなった。
その中には当時同じ日 要がある。旅行会社がツア
本国民であった台湾人と ーのコースに入れるなどし
朝鮮人もいた。この海岸に て、ぜひ多くの日本人が訪
はたくさんの遺体が流れ れて潮音寺の維持に協力
稲毛新聞論説委員
着いたそうだ。バシー海峡 してほしいと願う。
を十二日間も漂流した末に
許昭栄さんはお会いし
奇跡的に助かった日本人 た翌年の２００８年に衝
の中嶋秀次さんが、多くの 撃的な自決で亡くなり、阮
死体が流れ着いたこの海 みすさんは２０１６年 月
岸に、慰霊のために私財を に亡くなった。
投じてこの潮音寺を建て 阮みすさんが潮音寺で床
た。そして許昭栄さんたち に膝をついてお祈りしてい
地元の台湾人が、お寺の管 た姿が忘れられない。
理をしていた。
?

会が戸別調査したところ、
住民の賛成する世帯が一軒
もなかったという。
市はどう説明するのだろ
うか。確かに、承諾を得たと
する報告を受けても事実か
どうかを調査することはな
いかもしれないが、事業者
の報告をうのみにするだけ
では、適正な市政運営とは
いえない。一定の証拠をも
って不審であることを地域
住民自身が申告している
以上、市には実態を調査す
る義務がある。
許認可を得るために、毘
沙門堂がもし事実に反する
書面を市に提出したとなれ
ば、別の刑事責任が発生す
る余地があり、そうなると
許認可の判断に重大な影
響があるのははっきりして
いるからだ。ことさら反対

ネル全国会議世話人会事
務局長）。
当日の参加費は一人
円（資料代含む）で
定員 名までとなってい
る。
聴講ご希望の方は、宍
倉清蔵事務所までお申し
込みください。
・
・
電話

ほとんどの建物の外壁
は築後 ～ 年、その後は
年ごとに塗り直す必要
があります。外壁塗装が剥
がれたり亀裂が入ると、見
た目が悪いだけでなく建
物が劣化します。
また、せっかく塗り直し
た塗装も塗料の質と技術
によって耐久性に差がで
ます。耐久性のある塗料は
腕の良い職人さんにしか
塗れません。塗ってすぐに
はわからなくても月日が経
つと必ず差が出ます。マイ
ケンは塗装技術に優れた
職人さんが揃っています。
汚 れ やカビ に 強 い 塗
料、遮熱性に優れた塗料等
様々な特長を持った塗料
があるので外壁を塗り直す
予定のある方はマイケンに
相談してみて下さい。
見積もりは無料です。

0120-148-237
フリーコール

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

跳 満 3回達成 成毛様 他11名が跳満達成

霊園案内サービスセンター

-812-313
満 貫 6回達成 猪野様 他31名が満貫達成

11

5

いつでも求められる和泉家の4大霊園

１日遊んで1800円 ★満貫で50Ｐ＋跳満80Ｐ＋倍満100Ｐ還元！
◎のぶと会第Ⅳクール 3月14日（火）10時～ 5回戦得点上位者に賞金あり 参加費2500円

20

77

優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 3月15日 （水）10時～

46

1
0
0
0
0

46

5
0
0

11

審だとして地域住民が承
諾書を提出したのは本当か
どうかを調査した結果が明
らかになった。毘沙門堂は
市に対し周辺住民の同意を
得たと文書で報告し、市は
適正な手続きであるとし
て、のり弁にして詳細を明
かさなかったが、地域住民
が自ら一軒一軒歩いて聞
き取りを行ったところ、承
諾を与えた世帯には出会え
なかったというのだ。
毘沙門堂は承諾を得たと
しているが、当の地域住民
には承諾を与えたとして現
在どんどん建設工事を進め
ているが、地元の反対する

千葉県平和大使協議
会（宍倉清蔵世話人代
表）では、来る 月 日
（土）午後 時から 時
まで千葉市中央コミュ
ニティセンター 階ホー
ルで「平和大使セミナ
ー」を開催する。
講師は一般財団法人
国際ハイウェイ財団の
大塚正尚参与（日韓トン

5

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

820ポイント
620ポイント
570ポイント
72600点
様
様
様
様
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83
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●いずみ霊園 ●御成霊園

2月の実績報告
第一位 猪野
第二位 関
第三位 粟村
最高得点
猿田

80

美しく咲き誇る笠間市のつつじ
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JR新検見川駅より徒歩4分

論壇
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11
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71

張

主

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

50

62

89

13

3

大國義弘先生

まだ許可されていないのに工事は進められている
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