千葉市花見川区柏井町800-1

今月のアンケート「支持する政党名は 」

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

％の支持率

内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

自民党・公明党で

診 療 科 目 ご予約システムあり

子）。アベノミクス維持し、 夫）。自民党に対して批判票 抗（抵抗、反対）する政党が 投票へは行く（幸町・関義 思う（桜木・小野智子）。
北朝鮮の脅威を守って欲し として（あやめ台・後藤貞 あって欲しい（みつわ台・ 男）。保守の無党派（小仲台 特になし。期待してません
いです（天台・山本信夫）。 子）。将来の福祉について充 伊勢眞也）。公約が不動で正 ・寺田純子）。まだ迷ってい （花見川・齋藤邦昭）。特に
衆議院議員選挙は自民・公明の圧勝で終わりましたが、選挙前に本紙読
他の政党は信頼がおけない 実させることを熱心に考え 論であるから（東千葉・高木 ます。じっくり考えて（稲毛 支持政党はありません。正
者の支持政党について回答していただきました。
と思う（朝日ヶ丘・福田カヨ ているため与党（自民党）政 一也）。政府与党は森友、 ・宮原勝子）。未定、良い政 直なるよ うにしかならな
支持政党の回答の結果は左グラフに示すとおり、自民党が ％、希望の
子）。自民政治はいい生活を 権では何も変わらないと思 加計疑惑を解明しないまま 党ないから（船橋・平野澄 いと。自民だろうが希望
党 ％、共産党 ％、立憲民主党 ％、公明党 ％、日本維新の会 ％、 させてくれる（平成 、 年 います（園生・浜岡明男）。 大義なく衆院を解散してし 子）。
だろう が 良くな ら な い
社民党 ％、支持政党なし ％、決まってない ％、その他 ％という結
のバブル時自民政治でし 政界も定年制があっても良 まった。野党も内部分裂し
（さつきが丘・澤田英和）。
ありません
果となりました。千葉 区では自民党の門山宏哲氏がトップ当選し、民進
た）（八千代・牧けい子）。 いと思います。若い人の考 たりしてだらしがない。し
支持する 党はありませ 支持政党はありません。
党から希望の党に鞍替えした田嶋要氏が比例区で当選を果たしました。
自民党の政治家は一生けん えも聞き入れられる党があ たがって健全野党の日本共
ん。どの党も信頼できない みん な 信 用 が な い です
読者の支持率調査から順当な得票数となりました。
めいやってくれるので（小 っても良いかと思います 産党を支持します（稲毛東・
（園生・丸山宗男）。特にな （花見川・角田友美）。
県民のために当選者の今後の活躍が期待されています。
倉台・月舘聡美）。もし占領 （轟町・西田しげ代）。国全 島津千代子）。反安倍ならど
し（高浜・匿名）（高洲・
その他
されたとき（そういう状況 体でのオリンピックの成 こでもよいが、民進党はな
藤崎貞雄）（白旗・青坂美代
国民のために一生懸命
に陥る可能性が高くなって 功、新しい改革の期待（園生 くなってしまい、社民党は
子）
（さつきが丘・新井郁子）
に 考え てくれ て る 人 に
きている今）今の法律では ・内野敦子）。やっと安倍政 虫の息、共産党は元気があ
（作草部・喜田はるか）
（稲
（六方・阿部ちい）。自民
かねない（貝塚・佐藤直樹）。 られているから（松波・佐藤 何もできないので、憲法改 権に代わり日本国の顔とな るので支援する（高洲・菰田
毛・西村くみ）（小中台・
自民党
党か希望の党か今現在迷
野党に期待できないから。 勤）。他の政党は大衆受け 正でも何でもいいから何と りうる希望の党、政権を目 和也）。共産党です。自民党
高須絹枝）。支持政党はな
希望の党の小池さんかと
加計だ、森友だと騒いでい のスローガンばかり。地に かしてほしいと思う。希望 指して頑張ってほしいです 政治はもう うんざりです
っています。希望の党が
い。小池新党には絶対投票
思っていたが民進党を吸収
は自民と似ているところと （幸町・秋田キヌ代）。支持 （天台・山本富子）。
るが百％たたいてもホコリ
足のついた自民党を支持し
しない。ずるいから…（園生 なければ自民党 本なの
されたのでいや。自民党に
のでない政治家が存在する ます。もっとも小生吉田茂 頼りないと ころがちょっ する前議員が希望の党から
公明党
・匿名）。支持する政党はな ですが、理由は何となく
もうちょっと頑張ってもら
とは思えない。あれだけ選 の時代から保守党政権を支 と。民主は、改憲っていって 立候補している。それと庶
政策を実現する党だから しですが今後の日本をどう 昔から（園生・喜多信枝）。
いたい（松波・中村勇）。
たけど安倍さんにはさせた 民層が受け入れやすい政策
挙にお金をかけた議員給与
持してきました（高洲・鈴
（山王・山本幸彦）。政策が するか？（幸町・中村春雄）。 年寄や子供に優しく考え
消去法から自民党 しかな
くない的なところがちょっ を掲げている（浜野・匿名）。
でチャラにできるはずがな
木悦男）。安定感とこれま
ぶれない党だから（稲毛東・ 特に支持する党はないが安 てくれ る 党 に い れ ます
い。早く政権担当できる党
く、多少の必要悪は存在す での実績。希望の党は民進 と（打瀬・橋本裕美）。 希望の党（民進党）昔から
斉藤静子）。安心して暮らせ 倍首相にならないよう他の （あやめ台・一森万亀美）。
が出てくることを期待した
（長沼原・原田敬子）。色々
るのが当然（みつわ台・小林 党のように実力なし（六方
以 上
る日本にお願いしますガン 党を応援したい（椿森・本間
希望の党
い（真砂・神崎俊光）
（打瀬
な改革に期待します（四街
広樹）。支持するしないは別 ・泉谷正誼）。憲法改正と
バッテ下さい（宮野木・奥山 ゆりあ）。支持する政党はあ
もう少し考えてみたい、
・匿名）。理由は他の政党よ
道・永山郷明）。色々ともめ
にして現在の日本国では、
その他の党を信用できない
悦子）。学会員なので（横戸 りません。今の政治にがっ
先がわからないので（仁戸
り安定している。安倍さん
ているが女性として小池知
世界と対等近くにお付き合 ため（作草部・立花裕司）
かりしてます。選挙の時に
・松戸一二三）。
名・高澤總子）
。
安倍独裁政
は今までの総理より頑張っ
事にはどんどん強い政策を
いして行ける党は自民党し （椿森・匿名）。政策がし
は「この人は絶対当選して
治の不満。
森友、
加計問題説
日本維新の会
ていると思う（おゆみ野・遠
出して引っ張ってほしいの
かない。もどかしさ…。第二 っかりしてい て安心です
明不足、消費税 ％に値上
今の政治家は自分の儲け ほしくない」人には×をつ
山進）。安倍政権しか信用で
で（園生・佐伯亜里沙）。
党早く出て来い （小深・ （高洲・萩原貞夫）。今現
げ反対（小仲台・富永政美）。
ばかり考えている。維新は けてその数を○印の数より
きないから。日本国家を思
北村勝）。社会保障の財源、 在安倍さんしかいないと思
小池党首の矛盾性の発言が 立憲民主党
それより定数是正、自分自 減らす方式にしてもらいた
い、日本国民を思い、これだ
消費税 ％しかないと思う
います（千草台・佐々木勝
多いが他党も同じ、そこで 安倍首相の傲慢な政治手 身の給与削減により大学ま いです（小仲台・河内桃子）。
け頑張っているのに、何で
（高浜・住村直希）。理由な 枝）。どの党にも主張がある
近い将来…初の女性総理に 法に嫌気（真砂・榊原功）。 で無料にし、その費用を消 決まった党はありません。
も反対、反対しか言えない
く自民党（千草台・上野多 と思いますが、次々と新党
期待する（高洲・吉沢徳成）。 九条を変えない主張に賛成 費に回させることにより景 政見放送や選挙運動演説を
党は信用できない。もし政
喜）。同じ安倍だから（高洲 を結成したり、離党したり
厳密に言えば代表の小池百 です（花見川・鈴木活美）。 気向上させる（打瀬・平田正 聞いて判断し今回は消費税
権がかわったら、また以前
・安倍ゆき子）。安倍首相が
と、何とエゴイストが増加
合子さんを支持しているか 政治家はブレてはいけませ 昭）。増税しない公約だから の増税を凍結する党にきめ
のような大変なことになり
頑張っている、世界で認め
していることかと思い、こ
ます（長沼・吉田友子）。支
らです。必ずや良い方向に ん。あべは選挙後政策すら （高洲・藤本広樹）。
れ以上の党が増えないこと 日本を導いてくれると信じ すぐ変える。信用できない 社民党
持する政党はありません。
を望みます（穴川・行木照 ています（さつきが丘・塚野 二枚舌。共産党は正論なの 土井さん以来応援してい 支持する政治家に投票する
子）。きちっとしたポリシー 寿世）。支持している政党は ですが…。今回の希望は希 るので（花見川・相馬英治）。 ことにしております（四街
をもっているから（千葉港・ いませんが希望の党に期待 望がありません（作草部・小
道・松戸健夫）。特にありま
決まっていない
小松育子）。安心して暮ら しています（園生・高張実）。 林のり子）。自民党安倍政権
正直ど の党を支持する せん。人物で選んでいます
せる日本に お願いします 安倍総理 暴走を止めよう は信頼できない。立憲民主 か、支持してよいのか決ま （四街道・粟村道生）。支持
（宮野木・奥山悦子）（宮 （穴川・前林勝美）。安倍政 党枝野さんに頑張ってもら っていません（稲 毛の住 する政党は無し、一党独裁
野木・江田よしみ）。自民 権の独裁を止めたいので いたい（朝日ヶ丘・横須賀和 人）。自民党でない党。各党 にならない様にバランスを
・公明、世界との会議、実 （長沼原・ほっちとしあき）。 男）。枝野さん頑張ってくだ の主張をよく聞いてこれか とるため（小仲台・横田邦
績、人脈、目標、少数の政 安倍総理大臣が嫌いだから さい（稲毛・森田美恵）。 ら決めたい（高浜・小笠原早 明）。支持政党はないが経済
党があつまってやろうとし （千草台・中山恭正）。オー
苗）。今はよくわからない 面に努力してほしい！お金
日本共産党
てもまともな政治はできな
が世の中でまわって行けば
プン
（情報公開）
な政治を期
常に公正であること（稲 （仁戸名・高澤輝夫）。今回
いと思います。今回は特に 待しています（打瀬・亀高邦
国民の生活が違ってくると
毛・田畑文生）。自民党に対 の選挙は考えさせられるが
感じます（高浜・古川さつ
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読 者 の 声
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赤字国債と建設国債の違い

千葉市美浜区真砂4-1-10
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と公共工事反対を主張し、 驚いた つのグレートウエ
ーブ」葛飾北斎パワフル創
二重に間違いを犯す。
そもそもデフレは供給力 作人生）より。葛飾北斎は徳
（宝暦 ）
に対し需要が極端に激減し 川 代
ているのに、政府が公共工 年江戸本所（現墨田区ＪＲ
事をせず需要（投資）が喚起 両国駅近く亀沢町）に生ま
れ当時としては 歳と長生
出来ないのである。
国民はウソに惑わされず きしている。北斎は一生で
真実に目覚めよ！真実を覚 回も転居をし も名を変
醒することこそデフレ脱却 えている。
である（穴川・入野守雄）。 実は北斎と同じ時代、千
葉県にも波を追及した人が
北斎の波と伊八の波
いた。武志伊八郎信由で
（宝暦 ）年の生ま
れで北斎より 歳上であ
る。伊八郎は鴨川の生まれ
で房総南部の神社や寺院の
欄間彫刻など優れた作品を
残しており、特に波の作品
については関東に行ったら
波は彫るなと言われ「波の
伊八」の異名で呼ばれるよ
うになっている。
そこでとりざたされるの
が北斎の大波の絵は伊八の

診療時間

1

今夏ロンドンの大英博物
館に長い行列が出来たとい
う、長い行列の先にあった
のは日本の葛飾北斎の展覧
会でその作品の目玉は神奈
川沖浪裏であった。
浪裏は海外ではグレート
ウエーブ（大波）と呼ばれダ
ビンチのモナリザと並ぶも
っとも有名な絵画だと言
日歴
う。（ＮＨＫ９月
史秘話ヒストリー「世界が
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り、中国に膨大な額の投資
をしているのも日本であ
る。財源があるのに安倍首
相は公共工事をしないので
、連合
ある。それは
国（国連）が公共工事を悪と
するイデオロギーで日本国
民を洗脳したからだ。
第三の権力とうそぶくＮ
ＨＫやメディアは債権大国
の日本を借金大国とウソを
言い、その典型がＧＨＱの
命令で真相はこうだと日本
人を極悪民族と報道したの
だ。アベノミクスのデフレ
脱却で日銀が金融緩和の円
の増刷を実施した時、ＮＨ
Ｋやメディアは禁じ手だ、
ハイパーインフレになると
反対した。
しかし ％の物価上昇も
できなかったことで、メデ
ィアは間違いを犯したの
に、ＩＭＦが主張する日本
経済を潰す財政再建の増税

眼科美浜クリニック
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ある。従って建設国債で投
資した資金は減価償却出来
るのである。それを赤字国
債だと否定したのが財務官
僚である。
兆円投資し
例えば
年保
て出来た施設が
つとしたら、年間の償却額
は 兆円である。それをせ
兆円を単年度で計
ず
上して金がないと公共工事
を出来なくしたのである。
だから米国や中国が公共
工事で国民の所得であるＧ
ＤＰを伸ばしているのに、
我国だけは全く伸ばせない
のだ。
我国は世界一の債権大国
である。米国の国債を世界
一持っているのが日本であ

Y

政府が発行する国債は赤
字国債と建設国債の 種類
がある。その違いが分から
ない国民が殆どである。
しかし最悪なのは政治家
もＧＨＱに洗脳され違いが
分からず、国民は政治的無
関心の無党派層が半数を占
める。国民は選ぶべき政治
家が居ないことを示すの
だ。更に東大出の財務省キ
ャリアは国連（ＧＨＱ）に洗
脳されたので、日本経済が
年以上も続け
デフレを
ている。
建設国債で新幹線、高速
道路、堤防、ダムなどの公
共工事の施設は少なくとも
年は国民
修繕すれば
の生活を支えている資産で
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ミサイルを発射する可能性
波彫刻が大きな影響を与え
選 挙
があり金氏が堪忍袋の緒が
たのではないかと言うこと
だ。伊八の波彫刻はいすみ 今般の選挙、手放しでは 切れて軍事衝突が起こり日
市にあり一つは荻原にある 喜んでいられません。ただ 本に核をぶち込まれたら巻
行元寺の欄間でなるほどよ 今の日本の現状、（年金の き添えとなり数千万人の死
く似ている。しかしこの欄 目減り。物価高。失業・捏造 者がでるだろう。北朝鮮に
）こんな国で、何が 核を公認するか日米同盟を
間を伊八が作ったのは
（文化 ）年で北斎が 選挙だ…国民をこの伴食 解除しないと明日の命は保
千葉（木更津）に来たのは （馬鹿者）が食い物として 障されない。北朝鮮は百兆
（文化 ）年でこ いる。税金をガツガツと食 円貰っても核廃絶はしない
れを見たとは思えない。当 っている。今回、国中が大 だろう。安倍氏はトランプ
時の木更津は江戸から船便 変な時…自分の所持金で勝 氏の武力先制行為を支持し
で気軽に来ることが出来、 手に選挙をするならまだし 米艦への給油と防衛を行
木更津（長須賀村）の名主 も、公金を使うのはとんで い、トランプ氏の機嫌をと
水野清右衛門宅に逗留して もない。この伴食共が国民 っているが戦争を止めろと
いることがわかっている。 に〝死ね〟とばかり大音声を なぜ言えないのか。米国の
もうひとつが岬町和泉に スピーカーから流れる言葉 世話にならないと言うフィ
ある飯縄寺で伊八が
は吠えている。東北の大地 リピンのドウテルテ氏、韓
（寛政 ）年に作る時、 震の方々、九州での水害、 国の文氏を見習うべきだ。
寺の馬を借りて近くの大東 地震にあった方々の行き先 米国は常にどこかの国を
岬へ向かい、当時は遠浅だ を考えて見て下さい。
（二重 いじめる性癖がありイラク
った海中に入り視点を低く ローン、高齢）選挙どころで は大量破壊装置があるとの
して横波が崩れる瞬間、波 はない。まして 歳より参 理由で攻撃されフセインは
の断面を観察して描いたと 選、こんな勝手な国はない。 殺されたが米国は責任をと
言う。その大波は天狗と牛 ましてこの伴食議員は食う らない。北朝鮮は核で手に
×
ための職業（サラリーマン） 負えないし中露も力がつい
若丸の大額
の左右に海と飛龍（
です。議員定数は千葉県 て大国になったのでいじめ
×
）と言う形である。 区も不用。千葉県は５名で る矛先はイランになったが
この作品は伊八の波の特 充分。まして比例区は全て 他国はトランプ氏の行動を
徴が見られる最も早い時の 不用。国、県、市、町、村 批判している 新聞の社説
作品と言われている。作品 の議員は最低 分の で充 は公平でなければならない
は厚い板に彫刻されており 分です。先日外出の折、この のに米国・自民党の顔を立
波が立体になっている。 伴食が大量の音を使って他 てて辺野古移設は日本政府
この飯縄寺には江戸の信 党の悪口のみ、聞くに耐え が地元の意見を踏まえて調
徒より寄贈された賽銭箱 ない文言。他党の欠点？を 整した唯一の解決策だと賛
（天保 ）年があり江 恥ずかしくもなく捲し立て 成していると書いている。
戸からの参詣があったこと る。私はこの日本の現状、 沖縄の東村で又、米軍ヘリ
がうかがえる。ただ残念な 現況を少しでも、皆様のお が不時着し炎上したが、米
がら北斎が訪ねたと言う物 役（減税、定員カット活力の 軍に究明まで飛行中止を申
証は何もない。大東岬の波 ある生活をメインに、マイ し入れても一週間も経たな
は荒い。その後の北斎の作 クを使う）地元の皆様のお いのに同型機を使用し始め
品から、北斎は船で安房小 役に立つ…多少ウソでも？ 強い反発の声が上がってい
湊から大東岬へ入ったので こんな、スピーカーから発 るのに毎回万全の注意する
はないかと類推する人もい しられない文言です。こん との繰り返しで泣き寝入り
る。北斎の大波が伊八の波 な人間にこの大切な税金を である。米国の奴隷となり
の真似なのかは永遠の謎 食い物にされたくありませ 他国と戦う軍隊を作る憲法
・ ん（稲毛区・匿名希望）。 違反をする日本は法治国家
か。飯縄寺（℡
・
）・行元寺（℡
と言えない。米と北朝鮮が
嵐の前の静けさ
・ ・
）
戦争となれば自衛隊も参加
の見学をおすすめし た い また朝鮮半島周辺で米韓 させられ死者が出たら安倍
（鎌ヶ谷市・元稲毛小校長 合同会場訓練が開始され自 氏は切腹するつもりなのか
衛隊も参加すると北朝鮮が （花園町 岩井 秀夫）。
・島津 幸生）。
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以 上

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

眼科診療・全般
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1

子（千葉港）吉沢徳成（高
お正月が近づいてきまし カード（２名様）
【クイズ応募方法】
左記のクロスワードパズ た。日本古来のおせち料理、 ☆アクアリンク賞＝スケー 洲）。
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ お宅では作りますか、それ ト無料券（５組様）
の順に文字を並べると言葉 とも買いますか。
☆吉本イオンモール劇場賞 ニクあほえん＝中村勇（松
になります。その言葉とア 締切・平成 年 月 日
＝無料観劇招待券（ 組様） 波）遠山進（おゆみ野）田畑
文生（稲毛）榊原功（真砂）萩
ンケートの質問内容をハガ （当日消印有効）
月号の当選者
原貞夫（高洲）。
キに書いて住所・氏名・年齢 今月の賞金・賞品
月号の答えは「フルサ ☆千葉市動物公園賞・無料
・電話番号を明記。〒２６３ ☆特 賞＝１万円（ 名）
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆一等賞＝ 千円（ 名） トノアキ」でした。抽選の結 招待券＝西村くみ（稲毛）横
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 果次の方が当選しました。 田邦明（小仲台）原田敬子
【敬称略】（長沼原）小野智子（桜木）澤
係」宛。なお、応募はメール ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆特賞・ 万円＝伊勢眞也 田英和（さつきが丘）。
でも受付ＯＫです。
（みつわ台）。
☆多田屋小仲台店賞・図書
※今月のアンケート
招待券（５組）
「我が家のおせち料理」 ☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆ 等賞・ 千円＝小松育 カード＝内野敦子（園生）住
村直希（高浜）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝月舘聡美（小倉
台）喜田はるか（作草部）亀
高邦夫（打瀬）高木一也（東
千葉）佐藤直樹（貝塚）。
☆吉本イオン劇場賞・無料
招待券＝丸山宗男（園生）青
坂美代子（白旗）小林のり子
（作草部）藤本広樹（高洲）菰
田和也（高洲）。
↓タテのカギ
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①百獣の王。
②突然。
③特定の分野や物事に異常にくわしい人。
④じゃんけんで人の出したのを見てから出す。
⑤父母や兄弟など。
⑨おどかし。
⑩今の季節。
⑪あん、クリーム、カレー。

2

お正月が近づいてきました。日本古来のおせち料理、
お宅では作る派ですか、それとも買う派ですか。

?

20

1

7

「我が家のおせち料理」

2
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今月のアンケート・テーマ

3

2

29

5

1
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4

→ヨコのかぎ
①○○あれば苦あり。
④漫才などで共に演じる人。
⑥妻⇔。
⑦盗○○、山○○。
⑧合唱のついた交響曲。
⑩海驢と書きます。
⑫嫌い⇔。
⑬苦しみ。
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