えです。常識では、ストレ の心の中で生まれます。
スは、仕事や上司など、自 そして、ストレスは自分
分以外の人やモノから来 で作っているから自分で
ます。でもこれは誤解で 消せます。
す。本当は、ストレスとは、 ストレスが無くなると
自分がもらった他人の言 いうことは、自分のやだな
葉や出来事に対する『やだ と思う気持ちが無くなる
な』と思う自分の心の反 ということで、これが咳や
応、自分の気持ちです。 痰 の 原 因 と な っ て い る
宿題が『やだな』と思う 時、結果である咳や痰も消
子供にとっては、宿題はス えます。そして、やだなと
トレスですし、宿題を出す いう気持ちを消す、ないし
先生もストレスです。逆 減らす方法が、ありがと
に、宿題は楽しい、と思う う、です。これは『存在は
子供にとっては、宿題も先 意識を決定する』という法
生もストレスではありま 則の応用です。すなわち、
私達は、悲しい時は泣く、
せん。
仕事のノルマも上司も 楽しい時は笑います。逆も
やだな、と思う社員にとっ また真なり。
ては、これらはストレスで 泣くと悲しくなる、笑う
すが、ノルマは楽しい、そ と楽しくなることも真実
れを課す上司も何も問題 であることが知られてい
はないと思う人にとって ます。気持ちを変えたかっ
はノルマも上司もストレ たら、行動を変えるといい
のです。
スではありません。
ストレスは外から来る この原理を使うと、イヤ
のではなく、あくまで自分 だなと思う気持ちを無く

天下りあっせんが露見
して引責辞職させられた
前次官が意趣返しで暴露
したというだけなら、反
論にもならない。お互い
に大事な論点を見落とし
ているから、真実が一層
見えなくなってしまって

す、あるいは、減らすこと
ができます。
では、イヤな気持ちの消
し方です。
イヤな気持ちは不安定
な気持ち、逆に安定するの
は感謝しているときで
す。そして〝ありがとう〟
という気持ちを生み出す
ために「ありがとうござい
ます」と唱えるのです。
ありがとう、という存在
が、有り難い、という意識
を作る。存在は意識を決定
します。
ただ、この意識、気持ち
はあくまで、ありがとうご
ざいますと唱えた結果で
あり、大事なのは結果を作
るための行動です。
極端に言えば、気持ちは
どうでもよい。ひたすら、
ありがとうございます、と
唱えることに徹する。
この時、心得ていただき
たいのは、有り難いと思わ
なくてよい。相手に面と向
かって言わなくてよい、心
の中でよい。口先だけでよ
い。心をこめて言わなくて
よい、ということです。ウ
ソ八百でよい。
やけくそで言うのでい
いし、余計ストレスが溜ま
る、と思ってよい（でも溜
まりません）現実と違う、
と思っていいし（実際、現
実とは違います）空理空論
だ、観念論だと思っていい
し、こんなのインチキと思
ってよい。感謝する理由が
なくてよいし無意味に言
うのでよい。 そして、特に
強調したいのですが、自分
の気持ちを変えようと思
わないでよいのです。
ただし回数が大事で
す。気持ちを変えるために
は沢山の行動が必要で、一
日に 回では不足です。
症状やその強さにもよ
るようですが、一日に
回、
回、あるい
は 万回必要です。

「ありがとう」で病気は治る

文書自体が公開されれ
ば文書の内容が総理から
不適正に意向が示された
と認定できるほどの証拠
能力があるかどうかはわ
かるし、審査の過程が公
開されれば、潔白を証明
できるかもしれない。

〝ありがとう〟で免疫力が高まる

大 國 義 弘
が上がったり、過食に走っ
ているのかも知れないか
らです。心身症対策とし
て、ありがとうと言い続け
ることで、気持ちが持ち直
り、気分が高まり免疫力が
上がり、様々な症状がよく
なる、という話を外来の患
者さんにしています。
今回は、この話をまとめ
た説明書の要点を紹介し
ます。怒りや 言いたいこ
とを言えないつらさ、悲し
みなどが、あなたの症状の
原因かも知れません。
怒りや悲しみがストレ
スとなり、あらゆる症状が
生まれます。
ここで、よくある誤解
は、ストレスは、外から自
分に降りかかるという考

どちら寄りの報道もこ
の点はあいまいなままだ
し、ワイドショーのコメ
ンテーターの発言には軽
さが目立つばかりだ。
大事なことは、加計学
園の獣医学部の新設が適
正に認可されたかどうか

いる。
有名な法科大学院教授
が、
「これまで永年にわた
り獣医学部の新設を認め
ず、ひたすら省益を守っ
てきた文科省が、構造特
区を導入した官邸に獣医
学部新設を求められ、省
益を壊されたことで反撃

今村 敏昭

どちらの立場でも、た
だ相手を批判するだけで
は、単に泥沼化を招くだ
けであり、これはもう政
治の責任だ。だから、総理
が加計学園のトップと親
友 だ と指 摘する だ け な
ら、追及の、のろしを上げ
る価値はない。

蓮池ものがたり上演
花街蓮池の昔と今の物語
去る 月 日（金）午
後 時半から千葉市文化
センターで「蓮池ものが
たり」と題して二部構成
で盛大に開催された。
第一部では、歴史博士
の丸井敬二氏が「蓮池物
語のお話」の演題で、蓮
池の歴史や当時の賑わ
いを紹介。明治 年市町

人

が、こじつけとしか思えな
い。「山の日」も祝日がな
い８月になったが、６月は
梅雨の季節で山登りに適
さないから外されたのだろ
う。
祝日がない月に祝日を作
ろうという発想は、根本的
に間違っている。「雨の日」
にいたっては、理由は何で
もよいから休日を増やした
いだけで、それなら「雪の
日」「太陽の日」「雲の日」
「風の日」等々、なんでも
ありになってしまう。
何かの出来事に由来し
て記念日にするとか、数字
の語呂合わせで何かをＰＲ
する日にすることは自由
だ。しかし国民の祝日と
は、そんなものではない。
以前は旗日とも呼ば
れ、日本中で国旗を掲げ、
国民みんなでお祝いした日
が祝日本来の姿だ。それに
ふさわしいかどうかを考え
なくてはならない。ふさわ
しくなければ廃止しても
よいくらいだ。
休日を増やすだけの発想
では、祝日の意義がますま
す分からなくなる。
日本の歴史・文化・皇室
の役割を考えると、天皇誕
生日を祝日とするのは当然
だろう。
また、明治天皇の誕生日
が文化の日として、昭和天
皇の誕生日が昭和の日と
して存続しているよう
に、今後も元天皇の誕生日
を祝日として残すなら、今
後祝日は増える一方だ。
その点から考えても、祝
日は増やすべきではない。
むしろ減らすことを検討す
るべきだ。

上田 真弓

祝日を増やすべきではない
成田市

今年２月７日の東京新
聞に、祝日のない６月に
「川の日」を作ってはどう
かという投書が載ってい
た。
昨年５月 日の読売新
聞の投書欄には、６月 日
の「時の記念日」を祝日に
したらどうかという意見
が載っていた。
昨年５月 日の朝日新
聞の投書欄には、８月 日
が「山の日」になって祝日
がないのは６月だけにな
ったので、梅雨の季節の６
月に「雨の日」を作ったら
どうかという意見が載っ
ていた。
私が気づいただけで
も、これだけ６月に祝日を
作ろうという意見が新聞
に掲載されていた。ラジオ
でもそのような意見を聞く
ことがある。この稲毛新聞
６月号が発行される頃に
は、同じような意見が次々
と出ているだろう。
しかし、私はこれ以上祝
日を増やすことに反対だ。
７月に「海の日」ができ
て祝日の定義が曖昧にな
ったと心配していたが、案
の定「海の日」があるなら
「山の日」もという発想で
祝日が増えた。
それなら「川の日」「湖
の日」「空の日」もありう
ると思っていたら、やはり
次々と意見が出てきた。
「海の日」は祝日がない
７月に休日を増やす目的で
作られたとしか考えられ
ず、何を祝う日なのか理解
している国民はほとんど
いない。
明治天皇が船で巡幸し
た日に合わせたとのことだ

杉田淳ディナーに

新曲「新宿岬」をヒットさせたい

人が出席した。
村制法実施により、千葉 去る 月 日（日）正 約
町になった頃から花 街 午から「ホテルポートプ ファッションアドバイ
「蓮池」が誕生した。 ラザちば」で市原出身の ザーの経歴をもつオシャ
年ほど前までは、通 演歌歌手杉田淳のデ ィ レな演歌歌手で、デビュ
りを歩くと三味線の音が ナーショーが開催され、 ーしてから 年のキャリ
アを持つ。後援会を軸に
日常だったとスライド
全国にファンクラブを拡
で当時の模様を解説。
大し、昨年 月に新曲「新
第二部では「蓮池歌舞
宿岬 面影の人」を発売
喜」と題し、蓮池時代屋
し人気が高まっている。
の津軽三味線演奏や響
今回のディナーショー
ファミリーの舞踊、山本
には山中操県議や川合隆
とし子、森田日記の「仏
史市議（稲毛）など大勢
蘭西気質」でシャンソン
のファンが集った。
などを披露。「演歌の宴」
杉田氏は皆様の絶大な
では麻生けい子、八代浩
応援で「新宿岬」のヒッ
司、奈良崎正明、ドリフ
トを期待すると語った。
ターズの仲本工事＆三代
純歌の歌まで、次々と楽
しい曲が披露され観客を
魅了した。
ひと味違う地元のリフォーム店

他12名が跳満達成

■営業時間／AM9：00～PM18：00

介護老人保健施設たいよう医師

文書が真正に作成された
ものか、文書は真正に作
成されたとしても、総理
の意向が実際に示された
のかど うか確 認 し た の
か、あるいは確認するほ
どのすべと覚悟を持って
言っているのか示してほ

の一点だけだ。
そこを解明するのに必
要なら、実際に「不適正な
意 向が 示 さ れたかど う
か」をつきとめればいい
し、
「総理に対する過度な
忖度が働いていなかった
か」などをはっきりさせ
ればいい。

稲毛新聞論説委員

加計学園獣医学部

に出たことが問題」との
主張を公表した。
地域によって獣医師の
充足度にばらつきがある
ことが放置されてきたこ
とを考えると一理あるだ
けに妙に説得力があるか
ら不思議だ。省益のため
に獣医学部新設を認可し
なかった文科省に、官邸
が構造特区で規制を撤廃
し、認可を迫ったとした
ら、文科省は官邸の圧力
だと 言 う しかな いから
だ。いずれにしても、批判
のための批判に走らず、
真摯に事実を追い求めて
ほしいと思う。
相手を攻撃するためで
はなく、私たちのために
事実を明らかすることだ
けを念 頭 に 置い て ほ し
い。

しい。
そうでなければ、格好
のスキャンダルだと、た
だ騒 い で いる に 過ぎな
い。出会い系バーに行く
ような人だと人格攻撃す
るだけなら、事実を覆い
隠そうとしていると思わ
れても仕方あるまい。

市民にとっては冷たい市の
対応であり、残念以外の何
物でもない。
納骨堂自体は必要な施設
であるが、市が機械的対応
にとどまらず、地域住民の
求めに応じ、より具体的説
明をする努力をしてほしか
った。
「お役所仕事」の典型的パ
ターンを見せつけられたこ
とが残念でならない。市が
そういった調査をすること
は禁じられているわけでは
ないのだから、今からでも
調 整に 乗り出し て は ど う
か。住民の心配が解消し、納
骨堂が地域に受け入れられ
ればそれにこしたことはな
いし、それこそ熊谷市長の
選挙公約、「誰も置き去りに
しない社会」そのものであ
るといえよう。

稲毛区小中台町・㈲マイケン

倍満達成 渡辺様・日出山様 以上2名が達成

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

http://www.miyabi-sougi.com

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

本社

0120-533-990

土地・マンション・売買・仲介

稲毛構内タクシー
㈱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幕張本郷駅より徒歩５分

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

この欄では筆者が昔教
わった〝ありがとう療法〟
によって症状が改善した
方々を紹介しています。
ガンも含め、ほとんどの
病気が心身症と言われて
います。心が落ち込むと免
疫力が落ち、免疫力が落ち
るとガンになるのです。
毎日何千個も生まれる
ガン細胞が、免疫細胞によ
り日々、処理され私たちは
ガン化を免れています。
高血圧や糖尿病も心身
症かも知れない理由は、怒
りとか寂しさなどで、血圧

文科省の前次官が官邸
から圧力があったと記者
会見し、前次官が出会い
系バーに出入りしていた
との報道もあった。
政権を批判する立場の
人は前次官の証言や文書
の存在は重いと主張し、
政権寄りの人は出会い系
バーに行くような人の怪
文書に基づく発言だとい
う。前者は首相が友人の
ために文科行政を歪めた
に違いないといい、後者
は適正に特区制度を進め
た結果だという。
いずれの立場にも共通
しているのはただ一つ、
どちらも憶測によるもの
であって、事実に基づく
発言ではないということ
だ。
政権を批判するなら、

上は関係法令に則り、地域
住民の反対が大きくても許
可を出さざるを得ない市の
立場があるにしても、建設
に納得しない近隣住民が多
数存在する以上、市民が指
摘する問題点について毘沙
門堂に問い合わせて市民に
回答したり、不安解消や実
態説明などにもっと市が尽
力してもおかしくはないだ
ろう。むしろ、その調整役は
市にしかできないことを自
覚して、市の責務を果たし
てはどうだろうか。
そこ に 努力 が あ った な
ら、裁判沙汰にはならなか
ったのではないだろうか。

注目される毘沙門堂訴訟
が異なるものの、大手マス
コミも原告側への取材を始
めたところである。
今回の訴訟で原告側は、
納骨堂許可に至る市の手続
の取消を求めており、毘沙
門堂の実態が不透明である
こと、毘沙門堂の許可申請
に不正があること、許可の
要件とされる地域住民の同
意がないことなどが争われ
る見込みだ。
「書類上は適正であるから
審査を進めるしかなく、不
正な書類かどうかや宗教法
人 の実 態 調査 の 権 限は な
い」とする市の判断の是非
も問われている。行政手続

大手マスコミも聞き取り調査開始
稲毛駅西口商店街通りに
宗教法人毘沙門堂が建設中
の納骨堂をめぐる一連の騒
動、テレビ東京の報道を契
機に波紋が広がり、ＮＨＫ
なども取材を始めている。
休眠状態の宗教法人を利
用して墓地ビジネスを展開
する例が全国で見られるこ
とから、その実態追及の動
きが出てきたからだ。
決して安くはない墓地購
入だが、運営基盤がぜい弱
で実態が不透明だと、墓地
の維持が困難になり、利用
者に不測の損害が発生する
ことも予 測さ れ る こ とか
ら、今回の裁判とはケース

新学習指導要領改定案など協議

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

12

8

幕張本郷ホール

論壇
「漏った！」 いリフォームが持ち味。勿
「詰まった！」 論周りとの バランスも考
「壊れた！」の え、いくつかの方法を提案
修理から新築、 します。大手のリフォーム
改築まで住まいのことな 工事店と一味違うリフォー
ら何でも相談に乗ってくれ ムが好評です。
るのが小中台町のマイケン 社長のひとり言
です。一級建築士を始め一
「桜の花」
今 年 も桜 は
級建築施工管理士、インテ
入学 式 に 合 わ
リアプランナー等の資格を
せた よ う に 満
持ったスタッフが確かな
技術で対応。リフォームも 開になり見事でした。若い
安心してお任せできます。 時は「ああ、また今年も咲い
どんなリフォームするか具 たか」という感じでしたが
体的に決まっていなくて 歳を重ねるごとにあと何回
も、不便なこと、不安な個 この桜が見られるのかと思
所があったら相談してみ うと桜の花が愛おしくなり
て下さい。ちょっとした工 ます。美しいものは人を和
夫で安心、安全な住まいに ませてくれます。私も容姿
リフォームしてくれます。 は年々衰えますがせめて心
マイケンは「壊さない」 だけはいつまでも桜の花の
「取り替えない」がモット ように美しくありたいと心
ー。今使っているものは極 がけています。
力修理して使い、余計な出 連絡先・千葉市稲毛区小中
費はさせません。地球環境 台町１２０１～４
にもお客様の懐にも優し ０４３・２０７・７１２２

跳 満 2回達成 鳥飼 様 ・渡辺（廣）様
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安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
他22名が満貫達成

杉田淳歌手（円内）と会場

タクシー、ハイヤーのご用命は…

10

11

14

22

30

霊園案内サービスセンター

-812-313
満 貫 6回達成 粟村様

声の花束 吉成庸子作品朗読と歌の会

5

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

720ポイント
570ポイント
560ポイント
62500点
様
様
様
様

視覚障害者支援チャリティー公演
毎年大好評の吉成庸子 ・小汐唯菜（千葉盲学校中
さん主催の「声の花束」が 学部、ヘレン・ケラー音楽
今年も開催されます。
コンクール入賞）アンサン
吉成さんは亡くなった ブル司会・藤田桂子
ご主人の志を継がれて千 ▼日時・７月１日（土）
葉県立盲学校の後援会長 時開演▼会場・京葉銀行文
をつとめていますが、すべ 化プラザ＊入場料（全席自
ての視覚障がい者の方の 由）一般
円・中学
円（チケッ
お役に立ちたいと毎年支 生まで
援チャリティーを開催して トは京葉銀行文化プラザ
います。
受付）
今年は吉成庸子作品よ ▼問い合わせ・株式会社双
・
・
り「帰らざる日々」朗読・ 美・電話
☆ペアチケット
若林豪（俳優）「アンコ椿
は意地の花」朗読・柴山ゆ プレゼント・稲毛新聞読者
きえ（フリーアナウンサ の方 名様に入場券をプ
ー）「予感もなくて」朗読 レゼントしますお申込み
ー
千
・あご勇（俳優）「北国か は〒
らのたより」朗読・秋山陽 葉市稲毛区小仲台 ー
（俳優）。トークと歌のシ ー 稲毛新聞社「声の花
ョー・高田恭子（歌手）、 束」プレゼント係あてハガ
ジャズピアノ演奏・大原保 キで 月 日までにお申
人、ヴァイオリン演奏・岸 し込み下さい。（お申込み
川りほ、歌「いのちの理由」 多数の場合は抽選）
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JR新検見川駅より徒歩4分
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検見川ホール

安心価格！雅の家族葬
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●いずみ霊園 ●御成霊園
36名の方々が楽しく遊びました。

5月の実績報告
第一位 猪野
第二位 日出山
第三位 石本
最高得点 石本

喝采を浴びた響ファミリーの舞踊

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Ⅵクール 6月13日（火）10時～ 5回戦得点上位者に賞金あり 参加費2500円

22

優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 6月21日 （水）10時～
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ても教育勅語の内容そ
のものは素晴らしい教
えであり、問題視する
のはおかしいなどのお
話がありました。
また、本紙で論壇を
執筆中の上田真弓氏
が、小学校で使われて
いる歴史の副教材があ
まりにも日本を悪く書
いていると指摘。この
副教材を使わせないよ
うにしてほしいと出席
した議員に要望し、今
後、文部科学省に副教
材の使用について適切
な指導を求めていくと
の発表がありました。
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「新しい歴史教科書を
つくる会」の会員など
人が出席した。
初めに田沼隆志前衆
議院議員より、文部科
学省が最近発表した小
中学校の新学習指導要
領の改定案について、
①聖徳太子が厩戸王
（うまやどのおう）に変
更されそうになったこ
とに、多くの人が反対
して聖徳太子のままに
なったこと。②森友学
園をめぐる問題で教育
勅語を教えていること
が批判されているが、
教え方には問題があっ
4

4

19

５月 日（土）午後
時から、成田市幸町の
成毛家（飲食店）で、教
科書をよくする千葉県
議員連盟（会長・宍倉清
藏元千葉市議）の定例
会が開催された。
今回は教育問題に熱
心に取り組んでいる県
内の県議会議員・市議
会議員・町議会議員、成
田市の小泉一成市長、
活動に協力している
20

5

,

教科書をよくする千葉県議員連盟
教科書をよくする会千葉県議連の皆さん
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