情報公開に優先させては
ならない。
鳥取県警は協会が貴ノ
岩に事情聴取をしてもか
まわないとしているのだ
からなおさらだ。多くの相
撲ファンは、本当のことを
知りたいだけで、浮ついた

っていると教えています つ まり大 脳が あるか
が、なぜ人間だけが迷っ ら、迷いや間違いが生じ
ているのですか？そして るのだから、大脳の働き
改めて修行しないと悟れ を停止すれば悟るという
ないのですか？という根 教えでした。
本的 な質 問をし たと こ それを痛みに当てはめ
ろ、大僧正は答えること ると、痛みは危険を知ら
が出来ませんでした。 せる信号ですから、痛み
それならと道元禅師は がでたら、その動作や姿
当時の宋へ渡り、その疑 勢はいけませんよと解釈
問に答えられる指導者を すべきなのです。身近な
探して中国中を訪ね、つ 犬や猫を観察すればお分
いに如浄禅師という本物 かりでしょうが、動物は
に出会いました。如浄禅 本能で判断して痛 むこ
師の教えは、「心塵脱落」 とは決してしません。
すれば悟りだということ 人間だけが痛くても少
でした。
しは我慢して動かさない
心の塵とは今でいう知 と治らないのでは ない
識のことで、人間だけが か、という間違った考え
迷う理由は、人間だけが 方をする人が９割もいま
唯一大脳が発達した動物 す。つまりすべての動物
だから知識を持つことが は解っているのに、万物
出来ました。そのため、知 の 霊 長 た る 人 間 だ け
識のメリットで地上に君 が、間違っているという
臨し繁栄しましたが、同 皮肉な話です。
時にデメリットとして不
人間だけが間違 うよ
安や恐怖、間違いを持ち うになった原因は 大脳
込みました。
が発達し、知識を持った
ことです。その間違った
理論が構築された時期の
学問体系があり、それが
間違っていればそのまま
後世に引き継がれてしま
っているのです。
原因は、社会にリハビ
リや運動、筋トレはいい
ことに違いない、という
誤った固定観念が浸透し
ているからにほかなりま
せん。
皮肉なことに運動器疾
患を扱う専門家（整形外
科医、理学療法士、接骨
師、鍼灸師、マッサージ
師、カイロプラクター、整
体師など）の大部分が、
痛みに対する考え方が誤
っているために、運動療
法やリハビリと称して、
痛みを伴いながらの運動
や過剰 な運 動量を指 導
し、明らかにその行為の
ために悪化したり、長引
いたりしているケースが
少なくないのです。

新連載・痛みシリーズ
ました。
人類として大脳 が発
達し始めたのはわずか５
００万年前ですから歴史
が非常に浅いのです。で
すから大脳が獲得した知
識は、本能に比べたらか
なり不完全で、度々間違
うのは当然です。
例えば、本能で子育て
する自然動物には、不良
犬などの育て損な いは
いないし、子離れも時期
が来れば完璧に行 われ
ます。ヒトの大脳が不完
全な証拠に、子育ては下
手で、不良少年は沢山い
ますし、いじめや夫婦喧
嘩、犯罪、戦争などが未
だに続いていると いう
ことがあります。
鎌倉時代、若き日の道
元禅師が日本仏教 の最
高峰と言われた比 叡山
の大僧正に尋ねました。
仏教の教えでは、あら
ゆるものに仏性があり、
草木国土がことごとく悟
目を厳しく意 識する今
日、一般財団法人よりも公
益性の高い公益財団法人
には高い透明性や情報公
開が求められている。
協会が公益財団法人に
なるとき、透明性と公益性
を確保するため、それまで

都賀治療院 院長 藤城 博

②

ととらえ、それを翻訳す
ると「痛みを誘発または
憎悪させるような動作や
姿勢をしないでいれば最
短期間で治ります」とい
うことになるのです。
動物はこれを本能で判
断し、痛いことは決して
しないのです。しかし、大
脳の発達した 人間 だけ
が、本能の正しい判断を
ゆがめて、不完全な大脳
で間違った判断を優先す
るため、治らないで無駄
に苦しんでいるのです。
そもそも本能は地球上
に単細胞生物が生まれて
から 億年の歴史があり
ます。その後の生物進化
の過程で長い間、大脳は
存在せず、生物たちは本
能だけで完璧に生きて来
買っていた。関係者に限ら
ず、貴ノ岩の話を聞きたい
と圧倒的多数の人々が思
っているからだ。貴乃花親
方が取材や協会の事情聴
取を拒否しているとか、八
角理事長との確執がある
とか、過去の出来事を引き

稲毛新聞論説委員
高額で取引されていた〝年
寄株〟（親方になる権利）
の売買を、文部科学省が強
く廃止するよう求めたこ
とは記憶に新しいが、〝貴
ノ岩隠し〟はこれに匹敵す
る 問 題 に 発 展 し かねな
い。透明性が強く疑われる
からだ。協会内部の問題を

今村 敏昭
コメントを聞きたいわけ
ではないはずだ。高度な公
益性には積極的情報公開
も当然含まれる。それが実
現されるからこそ税制面
で特に有利な扱いを受け
ていることを忘れてはな
らない。公益財団法人は、
親方のものでも力士のも

まだまだ現役 働きたいシニアを応援
スマートコミュニティ稲毛で開催

で、三番目の子豚のように
賢くなりなさいという教
訓的な話だが、その三番目
の子豚を裁判にかけるとい
うのだ。
なぜこんな発想が生まれ
るのか、思い当たることが
ある。実は今では日本版
「三匹の子豚」もあるのだ。
一番目と二番目の子豚
が三番目の家に逃げ込ん
だ後、狼がレンガの家を爪
をたてたり、かじったりす
るが歯が立たないので諦
めて帰る。それを見ていた
三匹の子豚たちが「狼さん
はきっとおなかが空いて
いたからあんな乱暴なこ
とをしたんだ。かわいそう
だから助けてあげよう」と
言って狼を家の中に入
れ、傷の手当をしてあげ、
暖かいスープを飲ませる。
それから三匹の子豚と
狼は仲良く暮らしました
という物語に作り変えら
れているのだ。そんなこと
をしたら三匹とも食べられ
て全滅だが、どんな人たち
がこんな話に作り変えて
広めようとしているのか推
測できる。
憲法九条さえ守ってい
れば日本は安全で、こちら
が何もしなければ相手も何
もしないと考えている人
たちだ。
しっかり自分を守る三番
目の子豚のようになりな
さいという教えなのに、三
番目の子豚のしているこ
とは危険で間違っている
と考えるのだ。そこから三
番目の子豚を裁くという発
想になる。このテレビ番組
を学校の授業で使うのは間
違っている。

上田 真弓

三匹の子豚の教訓を変えるな
成田市

月６日の産経新聞に
次のような中学生の投書
が載っていた。
『学校の公民の授業で
「昔話法廷」というテレビ
番組の「三匹のこぶた裁
判」を見た。「三匹のこぶ
た」の物語を元にして、裁
判員裁判が開かれるの
だ。狼を殺害した罪に問わ
れた子豚を被告人として裁
判が進められる。簡単では
あるが裁判の仕組みがわか
るようになった。別の時間
には死刑について学ん
だ。ヨーロッパ諸国など多
くの国が廃止している死
刑制度の良い点と悪い点
が挙げられ、クラスメート
と意見交換した。自分と違
った観点からの意見はと
ても参考になった』。
なかなか立派な意見だ
が、問題は授業で見たとい
う番組だ。狼を殺した子豚
を裁判にかけるという発想
が間違っている。
ネットで確認すると、こ
れはＮＨＫのＥテレで放
送された番組だ。
「三匹の子豚」は、狼が
やってきて一番上の子豚
のワラの家を吹き飛ば
し、二番目の子豚の木の家
も吹き飛ばし、一番目と二
番目の子豚が狼に食べら
れる話と三番目の家に逃
げる話がある。
三番目がレンガで造っ
た家は頑丈で、狼は言葉巧
みに子豚を外に誘い出そう
とするが騙されず、逆に知
恵を働かせて、煙突から忍
び込んだ狼を煮えたぎった
熱湯の中に落として殺し
てしまうという話だ。
日頃からの備えが大事

年末年始の風物詩「ルミラージュちば
」
約 万球の
が街を彩る
今年も千葉の街を彩る
イルミネーションイベン
ト「ルミラージュちば
」が開幕し、 月１日
には中央公園で点灯式が
行われた。
千葉市中央公園をメイ
ンに、中央公園プロムナー

ドや商店街などに、約 万
が
球のカラフルな
飾られ、年末ムードを盛り
上げている。特に中央公園
のイルミネーションは、
映えする撮影スポッ
トとして毎年話題にな
り、クリスマス時期にはカ
ップルや親子連れなど多
くの人が訪れるようにな
った。また、通町公園には、
年に向け
千葉開府
た取り組みの一つとし
個以上の提灯が
て、
飾られ賑わいを見せてい
る。ライトアップは来年
月 日（水）まで実施。時
間は 時から 時、大晦日
は 時まで。【真田】

吉田様・竹形様

■営業時間／AM9：00～PM18：00

間違いだらけの痛み対策

に、その場にいなかった元
力士や部屋関係者、親族ら
の話を組み立てて番組を
作っている。不正確な情報
も一旦広まれば真実と受
け止められるのが世の常
だ。明確な裏打ちのある取
材ができないから、ちょっ

のでもない、国民全体の財
産であることを肝に銘じ
るべきだ。
横綱白鵬が優勝インタ
ビューで全力士を代表し
て謝罪するとともに日馬
富士と貴ノ岩を今一度土
俵に上げたいと表明した
のも異例の展開だった。白
鵬発言の後になって、貴ノ
岩の頭が割れたとする傷
口の写真が出てきた。
そして日馬富士が引退
した。事態は日々新たな展
開を見せている。評議員
会、理事会、横綱審議委員
会の動きにも衆目が集ま
る。いずれ刑事処分も下さ
れるはずだ。全容が明らか
になったとき、貴乃花親方
が頑なであることに納得
のいく事情が判明するこ
とを願っている。

ずっているからだとか、い
ろいろな報道がある。
貴ノ岩の容体も表に出
てこない事情も正確なこ
とはわからないが、日本相
撲協会が公益財団法人で
あることを理解している
のか疑問だ。利益追求の株
式会社であっても世間の

とする自治体が出てくる
など、懸念も指摘されて
いた。千葉総國講社はこ
れらの 神社や様々 な施
設、自治体とも協力関係
を結び、連携をとりなが
ら県内の出雲大社関連行
事の一層の発展を図りた
いとしている。
千葉総國講社は、千葉
県における出雲大社の御
祭神、大国主大神との御
神縁が大切にされ、その
ご加護により誰もが幸せ
に暮らせるよう祈り、活
動を続けていきたいとし
ている。千葉総國講社の
設立を機に、千葉県にお
ける出雲大社信仰が一層
広がり、人々に多くのご
利益がもたらされること
が期待されている。

大切に暮らそう

他7名が跳満達成

（以下次号に続く）

人間と違い、自然動物
は怪我をすれば敵に襲わ
れるか、餌を摂れずに餓
死するなどの可能性が高
いので、最短期間で治す
必要があります。
早く治すためには患部
を安静にする必要がある
ので自然界では痛みとい
う信号を使って、動かせ
ば痛み、安静では痛まな
いという方法で正しい対
処法に導いているものと
思われます。つまり痛み
信号は体が発する痛いこ
とはダメ、痛くないこと
はＯＫというメッセージ

としたコメントに飛びつ
き、それをことさら取り上
げる。視聴率がすべてのマ
スコミの世界だとは言
え、いささか閉口する。
それにしても、事件に最
も関心のあるはずの被害
者本人がまったく出てこ
ないことが世間の不信を

公益財団法人日本相撲協会

横綱白鵬が前人未到の
０
４ 回目の幕内最高優勝を
果たした大相撲九州場
所、３横綱１大関ほか多数
の休場者が出た中、横綱日
馬富士の暴行問題に注目
が集まった。
スポーツ紙、週刊誌、ワ
イドシ ョーにと どま ら
ず、ＮＨＫのニュースでも
取り上げられた。ＭＣや多
くのコメンテーターたち
が、伝聞をもとに憶測で話
している。視聴者は報道内
容を信じるから、あやふや
な事実が世間に広まって
いくことになる。はっきり
していることは日馬富士
が貴ノ岩に何らかの暴力
行為を働いたということ
だけだ。
当事者の記憶でさえ正
確ではないことがあるの

出雲大社千葉総國講社が発足
座をあおぐ県内唯一の出
雲大社の正式機 関が誕
生した。
これまでにも千葉県内
には出雲大社ゆかりの神
社が存在しているが、正
式に出雲大社に認められ
ているわけではなく、正
当の証である御 分霊御
鎮座は県内では ここだ
けだという。出雲大社の
ご利益があると 誤信し
てこれらの神社を参拝す
るケースがあったり、出
雲大社の正式な 組織で
はないことを疑わず、神
社を観光の目玉にしよう

千葉県下唯一の出雲大社正式機関
かねてより設立が求め
られていた出雲大社の正
式な千葉県の組織と し
て、千葉市中央区道場北
に「出雲大社函館教会千
葉総國講社」（小川恵光
講社長）が発足した。
先月 日の設 立祭で
は、神殿清祓式、御分霊
御鎮座祭、 日には御分
霊御鎮座奉祝大
祭などの一連の
神事が執り行わ
れ、出雲大社の
御分霊をお迎え
する運びとなっ
た。出雲大社に
おいて慎重に検
討が重ねられた
うえで設立が認
められたもの
で、御分霊御鎮

月 日（水）スマートコ 参加機関・団体は千葉労
ミュニティ稲毛のクラブ 働局、千葉市シルバー人材
ハウス２階イベントホール センター、千葉市生涯現役
で千葉県、千葉市、市原市、 応援センター、協和警備保
四街道市、千葉労働局の主 障㈱、㈱クイック・ガーデニ
催による『まだまだ現役 ング、㈱高齢社、㈱ヘルシ
働 き た い シ ニ ア を 応 ーサービス、㈱セブン・イレ
ブン・ジャパンなど。
援 』が開催された。
このイベントは株式会 まず最初に「シニアの雇
社スマートコミュニ ティ 用状況について」「シニア
（染野正道社長）が、より の再就職支援セミナー」の
アクティブなシニアライ 講演があり、その後、参加
フを地域の皆様にお送りい 企業・機関との交流会が行
ただくための就労支援イベ われた。
ントを開催したいという趣 参加者は「シニアになっ
旨で、昨年に続き２回目の ても家に閉じこもりたくな
開催。当日は寒さの厳しい いと思っていたので大変
中、再就職を希望するシニ 参考になりました」「お話
アの方など大勢の参加者 を聞いて元気がでました」
など感想をのべていた。
で会場がにぎわった。

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

日光そばまつり大にぎわい

中

修理とリフォームの専門店
稲毛区小中台町・㈲マイケン

7回達成

『スズメバチ』
先日お客様からスズメバ
チ退 治 の 相 談
がありました。
蜂は夜行動
せず巣に戻るので夜間に出
入り口をコーキング材で塞
いで蜂を閉じ込めてしまお
うとしていると蜂が出てき
て見事に３カ所刺されまし
た。ほんのわずかな光でも
蜂には攻撃目標がわかるの
です。幸いアナフィラキシ
ーショックにはならず軽症
で済みましたが体質により
死亡する人もいると知りゾ
ッとしました。
「君子危うき
に近寄らず」でスズメバチ
の退治はプロに任せること
にしました。
※連絡先・千葉市稲毛区小
中台町１２０１～
０４３・２０７・７１２２

満貫

鳥海美江様のお別れの会
吉成庸子さんのお母様を偲ぶ

社長のひとり言

大三元

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

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…

論壇
・キッチンや
トイレの排水
の流れが悪
い。・便器の水
が流れっぱな
し。・水道の蛇口からポタ
ポタ水が漏れる。
・ドアや雨戸、窓の開閉が
スムーズにいかない。・網
戸を張り替えたい。・スイ
ッチ、インターフォンの調
子が悪い。
・照明器具を交換したい。
・手摺り、棚を付けたい。
・防犯灯、面格子等、防犯
の相談に乗ってほしい。
・要らないものを片付けて
欲しい。
・ついでに包丁を研いで欲
しい。などなど…。マイケ
ンはお値段を伝え、すぐ手
直ししてくれます。（出張
料３千円）

平山

本紙にエッセイを連載
している吉成庸子さんの
お母様（鳥海美江さん）が
月 日 歳のご長命で
永眠されました。明るいお
人柄は各方面から愛され
慕われたご一生でした。
月 日ホテルグリー
ンタワーで故人を偲ぶお
別れ会が盛大に行われ約
名が出席しました。
正面のにこやかな故人
の大きな写真の前でまず

成田山新勝寺のご住職の
読経から始まり、小泉成田
市長、熊谷千葉市長など代
表者の献花、親族代表の森
英介衆議院議員の挨拶に
続き安田教育振興会理事
長安田敬一氏が献杯の音
頭を取られました。
食事タイムでは、故人が
好きだった歌やピアノ、ヴ
アイオリンの演奏。お孫さ
んの真由美さん（利根川進
氏夫人）の故人の微笑まし
いエピソード、吉成さんの
お母様を語 るエッセイ
を、若林豪さんが朗読して
感動を呼びました。
吉成さんは、こんなに沢
山の方に参加して頂き親
孝行がでたと挨拶、全員で
故人の好きな「この道」
「故
郷」を大合唱してお別れ会
を閉じました。

中川様・岡部様・関様
満
倍

0120-148-237
フリーコール
役満

様

勝俣
3回達成
満
跳

霊園案内サービスセンター
様
様
様
様

様

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
他27名が満貫達成

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

690ポイント
680ポイント
620ポイント
90500点

-812-313
様

●いずみ霊園 ●御成霊園
32名の方々が楽しく遊びました。

11月の実績報告
第一位
中川
第二位
関沢
第三位
岡部
最高得点 中川

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8クール 12月12日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円
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稲毛新聞読者感謝ディ 12月20日 （水）10時～
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街路樹に飾られたカラフルなLED
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JR新検見川駅より徒歩4分

早期割引 12/12（火）まで
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安心価格！雅の家族葬

写真・印刷年賀状
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鳥海美江様の遺影前で読経する住職
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出雲大千葉総國講社設立祭に集まった関係者

千葉在来そばに人気が集まった
19

千葉手打ち蕎麦の会に長蛇の列

のそばブースがあり 大勢のお客が食の順番
全国より 県 市より を並んで待っていた。
の参加で、そば好きを 千葉の名がこの広い
大いに喜ばせる催しで 栃木県の会場にあるの
ある。
はうれしい。
北海道のキタワセソ 千葉手打ち蕎麦の会
バ、福井の越前おろし としてブースを張り、出
そば、島根の出雲そば、 場しているのは稲毛区
長野、福島、東京、茨城、 宮野木にある掬水そば
そして千葉から千葉手 遊会主催の大浦明氏を
打ち蕎麦の会が出店し はじめとした千葉在来
た。どこの店も「もりそ 普及協議会（事務局栢
ば」を統一メニューとし 沼友彦氏をはじめトー
円での販 タル 数名）の方々。盛
て一食５
売で、どこのブースも手 況だった会もさること
打ちで腕を競い合って ながら遠くに見える山
いる。その中にあって 々、黄葉がきれいで整
千葉手打ち蕎麦の会の 備された広い公園は口
大きな木の看板と千葉 と目を半日楽しませて
在来ののぼりの下には くれた。【川村 文彦】
23

11

月 日（金）から
（日）の 日間、栃木
県日光市で「日光そば
まつり」が日光だいや
川公園で開かれた。
当日は無料の送迎バ
スが会場まで運んでく
れた。ユルキャラの出
迎え、物産コーナー、ス
テージイベントと大に
ぎわいであった。
広い公園の一角のオ
ートキャンプ場は日本
最大級を自称するだけ
あって、ところ狭しと
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