「ありがとう」で病気は治る

「ありがとう」で瞼のけいれんが止まった③

とでした。
今までの歴史〟を振り
返ると、聞くたびにけいれ
んを誘発していたかのよう
だったので、今回聞いたこ
とで、またまた寝た子を起
こしていないか、再びけい
れんが始まった、なんてこ
とはないかと心配になり、
四日後にも再度、聞いたら
〝今回はけいれんが起きて
いませんので、ご安心を。け
いれんがひどくなった時
は、その事で体のどこかに
問題があるのではないか、
などと心配をしないように
意識をしていました〟との
ことでした。
ありがとうが進んで、状
態が落ち着いたら、①心を
込めて言う②有り難いと思
う理由、腹が立つ事件ない
し相手が、自分にとってど
んな利益をくれたか考える
というディマティーニ博士
の教えを実践するというの
がいいのかも知れません。

た。真実を解明すること で日米韓の防衛体制に重
より、守りたい人の関与 大な影響があるかもしれ
がなかった方向の答弁を ない。政府があれほど派
引き出そうとする質問、 遣にこだわったＰＫＯ派
ことさら関与があった方 遣部隊に撤収命令が出さ
向に持っていこうとする れたことは何を意味する
質問であることが見え透 のか。ことが起きること
いていた。
を予測しての本土防衛の
真実を知ろうとするこ 強化ではないかとの指摘
とよりも陣営を有利に導 もある。唯一の被爆国で
こうとする思いが強いか あるわが国が「核拡散防
ら迫力に欠けるうわべだ 止条約（ＮＰＴ）再検討会
けの質問になり、結果と 議」に参加しなかったの
して証人の独演会の様相 も、核の傘に入って有事
を呈してしまったことが に備えるためだとの見方
残念だ。調査能力があり、 もある。
質問技術に長けた本当の 森友から守ること、森
本物の政治家に出会いた 友で攻めることにうつつ
い。
を抜かしている間に、重
韓国の次期大統領選で 大な事態が進行している
は北朝鮮寄りの候補者が かもしれないことを、も
優勢だといわれている。 っと自覚してほしいと思
大統領選挙の結果次第 う。

一人います。で、いつもター が起きるのは、元プロ野球 これでは、お前は人をよ
ゲット（？ ）にされます 選手の森本稀哲さんが言わ くしたいのか、苦しめたい
介護老人保健施設たいよう医師 大 國 義 弘
（笑）。今の職場を辞めても れた「三振してはいけない」 のか、一体、どっちなんじゃ
いいかな～とも思い ます と思うと〝三振する〟のと似 い と自分に突っ込みを入
れないといけないかのよう
が、（正観さんの嫌なら辞 ています。
めれば～の感覚で）ただ、今 Ｎさんには、その通りス です。
効果的なのですが、これは 回のことをクリアーし た トレス反応だと思う、心配 しかし、Ｎさんはとても
〝こうして思
当時は思いが及ばなかった ら、更により良い環境を自 は要らないです。とお伝え 優しく、私が、
か、代わりにディマティー 分の周りに引き寄せられる した他には、特に何もお話 い出したかのように近況を
ニ博士に教わった、同僚の ように思いました。なので、 し出来ず、また二ヶ月くら 尋ねるのは、まるで、けいれ
Ａさんの厳しさで、自分に 今回、とっても良い課題を いして、具合をお尋ねした んのスイッチを押している
前々回から登場頂いたＮ 得なことは何かを考えても 頂いたと思います。最近は、 ところ、すっかり治まって みたいだから、もう聞くの
さんは、まぶたの下のけい らいました。
は止めようか 〟とお尋ね
『ありがとうございます』と いるとのことでした。
れんに悩む 代の女性で
それが効いたのかどう 言っている時や、けいれん ところが、なんと私がこ したところ、聞いてくれて
す。職場の同僚Ａさんがス か、Ｎさんから「昨日、ペン は～と氣にしている時に、 の時聞いたことが、まるで 構わない、読むクスリを送
トレス源らしく、受診は不 とノートを出して書き出し よくけいれんが起こるよう 寝た子を起こしたかのよう ってもらい、助けられたと
要かと思い、ありがとう療 てみました ！何個かです な氣がします。メールを打 に次の日のメールにはけい 感謝をしてくれて、私も大
法を勧めたところ、改善。 が、文字にしてみたら、有り っている今も、かなりけい れんがあって、ありがとう いに救われました。
しかし二週間くらいして 難いな～と感謝の氣持ちが れんが起きています。かえ を言うと余計にひどくなる Ｎさんの好意に甘えて、
私が状況を聞いた後から悪 沸き起こってきました。完 って何も意識していない時 ことが多く、あえて何も言 さらにまた三ヶ月後に、様
化されました。もしかした 全に治まっているわけでは の方が、けいれんが起きま わず、またけいれんしても 子を伺ったところ「前回メ
らＮさんに、落ち着いたら、 ないようですが、けいれん せん。これも一種のストレ 氣にしないようにしていま ールをもらった時は、しば
Ａさんに心を込めて言うと は、一時よりは落ち着きま ス反応でしょうか（笑）」と した。今朝は久し振りにけ らくの間ひどくなっていま
いれんが起きました。意識 したが、そう言えば、いつ
いいとお伝えしなかったか した。けいれんを治したい のメールを頂きました。
らかもなどと後から考えて 氣持ちも勿論ですが、私は 引き寄せの法則と呼ばれ したからなのかな？とのこ の間にかけいれんが治まっ
しまいました。
どの職場に行っても、いつ る原則に照らすと、けいれ とで申し訳ないような気持 ていました。すっかり忘れ
心を込めて言えば、より もＡさんみたいな人が必ず んを気にすると、けいれん ちになりました。
ていました（笑）」とのこ

ュニティーセンターで、三 は、子供も大人もあるとい
部構成のメインイベントが う。また、避難してきて家を
開催された。
：
か 建てても、地に足がつかな
ら行われた第一部の「パネ い感覚があり、故郷への想
ルディスカッション」では、 いは消えることがない気持
頭と
福島から避難してきて千葉 ちを語った。牛
在住の双葉町ご出身の千代 共に山武市に移住された小
田信一さん、浪江町ご出身 林さんは、飯館村と千葉に
の亀田和弘さん、飯館村ご 故郷ができたと語ってくれ
出身の酪農家 小林将男さ た。今後の課題は、避難解除
ん、写真家の山崎芳郎さん、 後、戻る戻らないの心の距

千葉大の田代智也さんのお
話しを伺い、理解を深め、今
後を共に考えていく時間と
なった。必死の思いで避難
し、千葉に落ち着かれた方
々への 差 別的 発 言や態 度

今村 敏昭

森友にうつつを抜かすな

築地市場の豊洲への移 ようで、気が気ではない。 与えており、アメリカで 程度が許される範囲を超
転問題は、一地方自治体 問題の本質は、土地売 は、日本の右傾化と戦前 えていないかが問題なの
である東京都の問題であ 却価格の設定方法の妥当 回帰と受け止められ、イ であって、忖度そのもの
るから、都議会でどうい 性と政治家の関与の有無 ギリスでは、日本の幼稚 が問題なのではない。
う取り扱いをするかは都 であるのに、首相夫人の 園は教育勅語を暗唱させ 私たちの声を届けるの
の勝手であり、注目度の 関与に傾注しているよう ていると誤解されている は口利きにほかならない
高い知事のことだから、 に思えて仕方がない。 節もある。
から、口利きをしない政
マスコミがこぞって取り 首相夫人に警備がつい １００万円もらったな 治家の存在価値はない。
上げるのもマスコミの勝
手だ。だが、森友は違う。
国会が森友問題に溺れる
影響は、わが国全体に及
稲毛新聞論説委員
ぶ。新年度予算をより深
く審 議する こ とをは じ
め、森友問題なんぞより たり、夫人付きの国の職 らともかく、寄付のどこ 口利きに利益が伴うこ
重大な案件が山積してい 員がいても普通のことで が悪いのかというのが日 とが問題なのであって、
るのに、それが十分に取 あり、むしろ何もない方 本の右傾化を極度に警戒 口利き自体が問題なので
り上げられないし、報道 が不自然だ。
する韓国の受止め方のひ はなかろう。
もされない。国政に影響 森友の教育方針に批判 とつだ。
国会を開くのに一日３
を与える７月２日の都議 が上がっているが、国政 関係している人物に配 億円かかるという。それ
会議員選挙の前に取り上 で取り上げるべきことか 慮することを忖度という だけ費やした証人喚問の
げられるべき国政の課題 は疑問だ。本質から外れ が、忖度は我々の日常に レベルの低さ、議員の質
が埋もれてしまっている た報道は海外にも影響を も存在している。忖度の 問力 のな さ に は閉 口 し

千葉と福島を繋ぐ交流イベント
カ所のコミュニティーセ
ンターで、 月 日から
日まで千葉と福島を繋ぐ
交流イベントを行った。
各コミュニティーセンタ
ーでは、写真家の山崎芳郎
さんが収めた福島 年目の
今も変わらない帰宅困難区
域の現状の写真展示と福島
県産品販売が行われた。
月 日（日）は鎌取コミ

千葉市指定管理業者㈱京葉美装が企画
今年の 月 日で、東日
本大 震 災は 年目を迎 え
た。千葉市の指定管理業者
の（株）京葉美装の国吉晃甲
社長は、現在福島から千葉
市へ移住をされている方々
が 千人であることと、
年目にどう復興支援に協力
すべきか悩む人たちへきっ
かけづくりができればと思
い、自社が管理業務を行う

大賞・千葉県知事賞は鎌ケ谷巧業㈱
第 回千葉元気印企業大賞表彰式

感染症対策など世界が
協力して取り組んでいか
なければならない医療問
題などの会合にも、台湾は
参加できないことが多
い。中国の妨害によって拒
否されるのだ。中国が妨害
する理由は明らかで、台湾
を中国の一部としたいから
だ。中国と台湾が国際的な
会合に出席すると、二つの
国と世界が認識してしま
うので、それを避けたいの
だ。しかし世界で取り組む
べき問題の会合に、政治的
な妨害が堂々と続いてい
る状況は異常だ。国連はこ
の問題に正面から取り組
まなければならない。
日本人も日本のどこが
世界遺産になったとか何
が世界遺産に登録された
と喜んでばかりい ない
で、すぐ隣の親日国の台湾
の厳しい現状を知るべき
だ。
今年３月『ユネスコ番外
地台湾世界遺産級案内』
（中央公論新社 平野久美
子編著）という本が出版さ
れた。台湾には前述の事情
で登録はできないが世界
遺産にふさわしい自然や
文化遺産がある。それらを
紹介した本だ。
たとえば大木が茂る阿
里山周辺や太魯閣（タロ
コ）の大峡谷などは自然遺
産にふさわしい。
日本統治時代に日本人
技師の八田與一が中心に
なって造り、台湾の発展に
大きく貢献した烏山頭（う
さんとう）ダムは文化遺産
にふさわしく、日本ユネス
コ協会連盟も登録に協力す
るべきだろう。

上田 真弓

台湾に世界遺産がないのはなぜか
成田市

台湾には日本統治時代
に新高山と呼ばれた標高
３９５２ｍの玉山をはじめ
３０００ｍ級の山々が多
く、世界自然遺産にふさわ
しい大自然がある。
しかし、台湾は中国が反
対して国連に加盟できな
いためユネスコにも加盟で
きず、ユネスコが決定して
いる世界遺産には登録で
きない。ユネスコ（国連教
育科学文化機関）は、教育
・科学・文化の協力と交流
を通じて国際平和と人類の
福祉の促進を目的とする国
際連合の専門機関であ
り、政治的な介入は避けな
くてはならないはずだ。中
国の妨害はユネスコの理
念に反している。
１９４５年に日本が戦
争に負けて台湾を去った
後、毛沢東の共産党との戦
争に敗れた蒋介石の国民
党が台湾に逃げてきて台
湾を占領して独裁政治を行
ない、大陸で樹立した中華
民国という名前を持ってき
た。１９７１年に国連が中
華民国（台湾）よりあとに
樹立された中華人民共和
国（中国）の加盟を認めた
ため、蒋介石が怒って国連
を脱退し、ここから台湾が
世界遺産にも登録できず、
世界的な会議にも中国の
妨害によって参加できな
いという悲劇が続いてい
る。大陸の中国人と戦後台
湾にやってきた中国人の
抗争に、元々の台湾人は振
り回されているのだ。
昨年 月に開かれたＩ
ＣＰＯ（国際刑事警察機
構）の総会への出席も、中
国の反対で拒否された。

森田健作氏が大差で 選
知事選挙投票率 ・ ％と低調
任期満了に伴う千葉県 リンピック千葉で 競技
知事選挙が 月 日（日） 開催を踏まえた安定的発
に投票が行われ、即日開票 展を訴えながら自民・公明
の結果、現職の森田健作氏 の支持を受け
万
（ ）が次点の前浦安市長 票以上を集め圧倒的な勝
松崎秀樹氏（ ）を破り 利を納めた。
しかし、投票率は ・
期目の当選を果たした。
森田氏はアクアライン ％と、 年前の ・ ％よ
通行料
円にした り ・ ％下回った。
知事選挙の開票結果は
期 年の実績や
年東京オリンピック・パラ 次の通り。
当選＝森田健作氏・百
万 千
票。次点＝松
崎秀樹氏・ 万 千
票。角谷信一氏・ 万
千
票。竹浪永和氏・
万 千 票。

耐震工事も地元のリフォーム工事店

千円で昼カラオケはいかが？
稲毛小仲台の「モンパヴェ」

カラオケを楽しむ仲間たち
電話0120-812-313

健康麻雀の王様

投資を続けてきた。創業
周年に名誉ある賞を頂けた
のは社員や家族のおかげ。
今後も千葉の経営者のみな
さまから刺激をいただきな
年続く企業を目
がら
指したい」と喜びを語った。

千葉営業所／若葉区多部田町

カラオケは健康によい 時まで一人千円で歌い放
とされています。歌うこ 題！お酒以外の食べ物な
とにより脳内が活性化 ら持ち込みもＯＫ！
されボケ防止にもよい 夜の営業は午後 時～
ので、最近は中高年の方 時まで。夜の料金は男
円、女性は
が昼カラオケをする人が
円より。
増えています。
昨年 月 日から営 稲毛区小仲台 丁目 番
業を始めた「モンパヴェ」 号（信栄ビル） 階。
（ママ・笹川あつ子さん） お問い合わせは電話
・
・
はお客様のおもてなし
がよいという評判で、カ （定休・火曜）
ラオケ好きの中高年が
気軽に集い昼からカラオ
ケを楽しんでいます。
ウーロン茶などのソフ
トドリンクは何杯飲んで
も無料。ビール等のお酒
を飲みながら歌いたい人
はワンショット
円より。
昼の営業は 時～

吉田様

安心して暮らせる我が家を次の世代へ！

四暗刻

離感が難しいと複雑な胸の 感じた。会場では福島の「野
内を覗かせた。
菜麺」が無料で振る舞われ、
第二部は「大懇親会」で、 ヘルマン ハープ の 演 奏 会
千代田信一さんの福島への や、女流噺家 林家つる子の
想いを込めた「福島慕情」を ミニ独演会も開催され、熊
生歌で披露された。また、福 谷市長も駆けつけるなど、
島と千葉のゆるキャラが大 外はあいにくの雨にもかか
集合し、子どもたちは大喜 わらず、たくさんの家族連
び。福島県復興シンボルの れで賑わった。
ゆるキャラ「キビタンショ 第三部は「書道パフォー
ー」は、復興に向ける勢いを マンス」で、千葉県立袖ヶ浦
高校書道部（国際高校生選
抜書展全国準優勝 回、全
国青少年書き初め大会団体
優勝 回、全国規模の公募
展での受賞多数）による、福
島県へのメッセージが大き
な用紙に綴られた。
彼女たちは、定期的に福
島へ行き、書道パフォーマ
ンスで言葉を届けている。
彼女たちが筆に認めた想
いが、福島から避難されて、
今共に千葉に生きる方達の
心に響いてくれることを心
から祈りたい。
【取材：水元富美子】

他8名が跳満達成
白井様

稲毛区小中台町・㈲マイケン

橋川様

国士無双

社長のひとり言

2回達成

満

千葉みなと病院、新築移転

『本屋にて』

満

役

４月５日（水）から外来オープン

跳

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹
■営業時間／AM9：00～PM18：00

千葉県知事第3588号
京成大久保駅より徒歩3分

279-1234㈹

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
http://www.miyabi-sougi.com

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
JR新検見川駅より徒歩4分

タクシー、ハイヤーのご用命は…
検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

!

医療法人・浄光会千葉
みなと病院（西村佐知子
理事長）では、かねてよ
り病院の新築計画を進
めてきたが、このほど完
成し先月 日（土）に竣
工式を同病院内で実施す
るとともに内覧会を行
い関係者に披露した。

6

1
0
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伊豆原様・中様

以上2名が達成
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他26名が満貫達成

各部門賞の受賞企業

●優秀製品・サービス賞＝
㈱三英●優秀技術賞＝㈱ツ
インズ●優秀経営賞＝㈱拓
匠開発●地球環境貢献賞＝
システムエンジサービス㈱
●創業・ベンチャー賞＝㈱
新閃力●特別賞（地方創生
賞）＝㈱ティーエスケー●
激励賞＝芳源マッシュルー
ム㈱・亀田酒造㈱・㈱アース
・
・㈱
㈱エジソンパワー。
授賞式後の懇親パーティ
ーでは受賞者や参加者によ
る活発な交流が行われた。
【取材・真田はる代】

町 に 出かけ
て時 間 が あ る
と本 屋 に 立 ち
寄り面白そうな本を購入し
ますが、最近ふと気が付き
ました。平置きして目立つ
位置にやたら神様の本が多
くなってきました。
それって買う人がいるか
らだと思い考えてみると、
世の中なかなか景気が良く
ならず最近は親も余裕がな
くなり援助できないので、
頼る人がいなくなり「苦し
い時の神頼み」の人が多く
なったのかと思いました。
※連絡先・千葉市稲毛区小
中台町１２０１～
０４３・２０７・７１２２

0120-148-237
フリーコール

竹内様

11

建築基準法は
建物の強度を確
保するために昭
和 年と平成 年に改正
されています。
今お住まいの「我が家」
は子供さんとお孫さんに
とって「ふるさと」です。
耐震補強をして丈夫な
家を子供さんとお孫さん
に残しませんか？
マイケンは建物の内部か
ら耐震補強する技術を持っ
ています。
リフォームと併せて耐震
補強すれば短い工期と少
ない予算で安心・安全な我
が家を次世代に残すことが
できます。
マイケンは出張相談、見
積もりは無料。気軽に相談
してみて下さい。

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
2
8
7

5回達成

-812-313
貫

千葉県内の活力ある中
小・ベンチャー企業を表彰
する「第 回千葉元気印企
業大賞」（主催＝フジサン
ケイビジネスアイ、共催＝
千葉興業銀行、特別協賛＝
千葉ロッテ）の授賞式と懇

奨励し千葉の産業や地域経
済に活力が出るようお役
に立ちたい」と語った。
今回の大賞・千葉県知事
賞は、厳正な審査の結果、
鎌ケ谷巧業㈱が受賞し、
「千葉元気印の会」会長の
柳内光子山一興産社長と
諸橋千葉県副知事より表彰
状と副賞が手渡された。
年に創業した
鎌ケ谷巧業㈱は、原材料の
受注から製造・加工・納品・
設置までの一貫体制を構築
し納期短縮と期日管理を容
易にしまた、職人の自社育
成や技術伝承の取り組みに
も力を入れるほか、地域貢
献の一環として千葉県を本
拠地とするスポーツ団体に
支援している。
授与者挨拶で鎌ケ谷巧
業の今井靖彦社長は「先行
き不透明な時代だからこ
そ、攻めの経営戦略や設備

千葉みなと病院は
年に中央区汐見丘
町に汐見丘病院として
年 月に
開設、
美浜区幸町に新築移転
「千葉みなと病院」とし
て発足、地域医療に取り
組んできた。
しかし、築後 年経過
し病棟の老朽化が進
み、 年前から新病院の
建設計画を進めていた。
新築された千葉みな
と病院は京葉線・千葉都
市モノレールのちばみな
と駅西側に位置し、目前
は海、ポートタワーが見
え、患者さんには癒しの
絶好地。病床数は 床と
なっている。

霊園案内サービスセンター
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●いずみ霊園 ●御成霊園
12

8

96 31

3

67

●千葉中央霊園●千葉緑霊園
17

32名の方が楽しく遊びました。

840ポイント
570ポイント
540ポイント
様 75900点

鎌取コミュニティーセンターで開催された交流イベントの記念写真

いつでも求められる和泉家の4大霊園

6

１日遊んで1800円 ★満貫で50Ｐ＋跳満80Ｐ＋倍満100Ｐ還元！
◎のぶと会第Ⅴクール 4月11日（火）10時～ 5回戦得点上位者に賞金あり 参加費2500円
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稲毛新聞読者感謝ディ 4月19日 （水）10時～

当選した森田健作氏
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3月の実績報告
第一位 吉田 様
第二位 野村 様
第三位 白井 様
最高得点 吉田
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新築・移転した千葉みなと病院
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大國義弘先生
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第22回千葉元気印企業大賞受賞者
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親会が去る 月 日に京
成ホテルミラマーレ（千葉
市中央区）で行われた。
年から始まった
「千葉元気印企業大賞」は
千葉県の産業創造と企業
の活力アップを目指す企業
表彰制度で毎年多くの企業
がエントリーしている。
開会にあたり主催者で
あるフジサンケイビジネス
アイの遠藤一夫社長は「土
壌に恵まれた千葉県はこ
れからも元気な企業がまだ
まだ出てくる。今後もこの
制度を拡充していきたい」
と挨拶。続いて千葉興業銀
行の青柳俊一頭取は「表彰
は日ごろ積み重ねて来た経
営努力の賜物。これからも
千葉の元気な企業を発掘、
1
9
6
6
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