通りです。
１、痛みが出た原因は筋
肉が弱っているのだから、
少しは痛みを我慢して運動
した方がよいのでは？
２、 痛いからと動かさな
いでいると関節が固まった
ままになるから、多少の痛
みは我慢して、少しずつ動
かして可動範囲を拡げない
といけないのでは？
３、 腰痛や膝の痛みなど
で安静にしていると、特に
年寄りはそのまま寝た切り
になりはしないか？
長く患っている痛みの患
者さんは、こういう理由か
ら、痛みを我慢して動かし
続けている結果、治らない
で無駄に苦しんでいる人が
殆どなのです。
さてここで、本テーマで
ある「痛みの意味」を考えて
見ましょう。誰しも痛みは
不快で辛いものですから、
そんなものない方がいいに
決まっています。
しかし、もし痛みを感じ

る機能がなければ、死ぬま
で異常が分かりません。痛
みは生体にとって危険を知
らせる信号ですから本来有
難い味方なのです。痛みは
火災報知器のように大火事
に至る前に危険を知らせる
役割を担っています。
つまり最終的には命を守
るために全身に張り巡らさ
れた、知覚神経のネットワ
ークなのです。先天性無痛
覚症という病気があります
が、これは生まれつき骨折
や怪我などをしても全く痛
みを感じない病気です。こ
の病気の人たちは 歳以上
生きた人はいないことが分
かっています。このように
実際、痛みの感覚がなけれ
ば、最後は命を守れないと
いうことです。つまり、痛み
を体からのメッセージとし
て翻訳すると『ご主人様、そ
の動作や姿勢は傷口を刺激
していますから、炎症と痛
みが治りません。だからや
らないで下さい。そして痛

人生で痛みを経験したこ
とのないひとは先ずいない
と思います。痛みは全身い
たるところの病的部分とそ
の関連部位に発生する可能
性があります。内臓疾患に
よる痛みももちろんありま
すが、ここでは専門が違い
ますので、取扱いません。そ
して運動器系疾患による痛
み対策に特化して話しま
す。その理由は、多くの患者
さんがその対応を間違って
いるために、治らないとい
う現実があります。運動器
系疾患には中高年に多く発
症するロコモティブ・シン

「波の伊八」の飯縄寺（いづなでら）
上田 真弓
大きな彫刻があり、これら
も見事だ。
本堂内をぐるりと見まわ
すと、右手の壁に田園地帯
を走るＳＬの絵が額に入れ
られて飾ってあるので「あ
れ？」と驚いた。
それは私の知り合いの
画家・久保木彦（げん）さ
んの絵だ。その横には久保
木さんが描いた猫の絵の
絵葉書も飾ってあった。
なぜ久保木さんの絵がこ
こに飾ってあるのか不思
議に思い、その場で久保木
さんに電話した。
「ボタンの花の絵を買っ
てもらったのがご縁で親
しくしている。玄関の中に
ボタンの絵があるよ」と言
うので、玄関のチャイムを
鳴らして出てきた住職に
話を伺うと、
「元国鉄マンの
久保木先生の紹介でＪＲ
が寺の修復などに協力し
てくれました」と大変感謝
していた。そのボタンの花
の絵も見せていただき、思
わぬ出会いに感激した。
久保木さんの話による
と、「ＪＲ東日本に飯縄寺
を紹介して、波の伊八の貴
重な彫刻などを守るための
協力をお願いしたところ、
ＪＲ東日本が文化財保護
活動としてお寺の修理な
どに協力してくれた。
またＪＲ東日本が企画す
る旅のコースに飯縄寺を入
れるなどしてくれた」との
こと。
波の伊八の彫刻を守るた
めに知り合いの画家が動
き、ＪＲ東日本が協力して
くれていることを知り、大
変嬉しかった。
■営業時間／AM9：00～PM18：00

痛みシリーズ

傷を深くしています。その
新連載・
ほとんどの人は次第に悪化
間違いだらけの痛み対策 ③ して行き、とうとう寝た切
りの運命をたどることにな
都賀治療院 院長
藤城
博
るのです。
良かれと思って、努力し
ドローム（運動器症候群）と たひとほど、悪化するとい
言われる腰や下肢、膝、首、 う全く皮肉な結果になって
肩、上肢などの疾患があり います。老人になると安静
ます。中でも、特に多発する にしていると筋力が落ち
腰痛、坐骨神経痛、膝関節の て、寝たきりになりはしな
痛みで悩んでいる方は気の いか、という不安がとてつ
毒です。
もなく大きいので、痛みを
なぜなら、９割の患者さ 我慢して動いてしまうので
んは、それらの痛みに対す す。これは日本中の運動器
る治療と対策が間違ってい 系の痛み患者さんに共通の
るために、治りが無駄に長 心理状態だと思われます。
引いたり、悪化したりして 残念ながら、痛みの本当の
意味が分からないために起
います。
しかも、医療機関やリハ こっている皮肉な現象なの
ビリ専門の介護施設などで です。本人の苦痛もさるこ
も痛みの真の意味が解って とながら、看病する家族の
いないため、治療方針や生 負担や、医療費・介護費の無
活指導が不適切になってい 駄遣いなど個人と国にとっ
る場合が多々見受けられま て良いことは一つもありま
す。そのため、患者さんは自 せん。
分で判断し、真面目で努力 その痛みに対する共通の
家ほど必死で筋トレをして 間違った考え方とは以下の

ドラマでは選挙に行く
べきであることを示唆し
ていたように思う。
結局はあとから文句を
言わないで済むように選
挙には行くべきだと言っ
ていたように感じられ
た。支持した候補者がすべ

みを出さないように暮らし
ていれば最短期間で治りま
すよ』と身体が教えてくれ
ているのです。
成田市
私が痛むことをしなけれ
１
本紙 １
月号の「読者の
ば最短時間で治るという原
理に気付いたのは、うちの 声」に、「波の伊八」の彫
犬のゲンが怪我をして足を 刻の話が載っていた。
私も以前から一度は見
引きずっていた時でした。
右の前足がパンパンに腫 た い と 思 っ て い た の だ
れていて、その足を完全に が、葛飾北斎の有名な「神
持ち上げて３本足で歩いて 奈川沖浪裏」に影響を与え
いましたが、治るに従って たのではないかといわれ
少しずつ悪い方の足を引き ている波の彫刻の他にも
ずりながら使 うようにな 素晴らしい作品があるら
り、完全に治った時点で普 しいので、どこを見てまわ
通に歩いていました。こ ったらよいか分からず、こ
の時引きずり具合（体重 れまでひとつも見ないまま
の掛け具合）の判断基準 でいた。
はどうしているのかと興 葛飾北斎の絵が最近ヨー
味を持ち、観察した結果、 ロッパでも日本でも話題に
たどり着いた答えは、悪 なってテレビでよく放送
い方への体重の掛け具合 され、「神奈川沖浪裏」の
は、痛みの有無だったの 波と似ている彫刻だけは
です。つまり痛みが出な 見ておきたいと思ってい
い範囲内で負荷をかける たところ、この投書におす
ということに気付いたの すめのふたつが紹介されて
いたので見に行こうと決
です。（続く）
め、 月にいすみ市までド
ライブし、飯縄寺（いづな
でら）と行元寺（ぎょうが
んじ）を訪ねた。
行元寺には「神奈川沖浪
裏」のモデルになったと
も、いや葛飾北斎は見てい
ないだろうともいわれて
いる「波に宝珠」の欄間の
彫刻があり、確かに構図は
似ている。いろいろと説明
が聴けて勉強になった。
飯縄寺の本堂には伊八
の最高傑作ともいわれる
「牛若丸と大天狗」の大き
な彫刻がある。お寺はひっ
そりと静かにたたずむ雰囲
気で風情がある。
本堂内正面にあるケヤキ
の一枚板に彫られた縦１
ｍ、横４ｍの大きな彫刻が
「牛若丸と大天狗」で、な
かなか見応えがあった。
その両側には波と龍の

たら結果が変わったこと
はいくらでもあるだろう。
昨年 月の市川市長選
挙も、どの候補者も法定得
票に届かず再選挙になる
ようなことはなかったか
もしれない。
あおば市のニューポー
ト建設に何らかの利権が
絡んでいるようににおわ
せたところはわかりやす
い設定であった。
そして、「民衆の敵」は
実は私たち自身「民衆の
心」なのだとの結論への導
き方もきれいだったと思
う。常に政治に関心を持ち
続けるのは難しいかもし
れないが、政治を放置しな
いことは誰にでもできよ
う。
多くを考えさせられた
ドラマだった。

おはよう倫理塾開催
月 日（日）午前 時～ 時
特に、生涯学習活動の一
環として毎朝 時より開
いている「おはよう倫理
塾」は、千葉市内で中央区
吾妻自冶会館、若葉区小倉
台自冶会館、緑区誉田町二
丁目町内会自冶会館の
ヶ所で開催しています。
朝早起き活動は脳の活
性化につながり、充実した
一日を過ごせます。若男女
が嬉々として日々純粋倫
理の学習と実践に励んで
います。どうぞこの機会に
倫理とはどのようなもの
か触れてみませんか。
・
問い合わせ・
・
（堀田）

むらまつ ひろし

村松大の
津軽三味線生演奏
各種ライブ
毎日やっています！

他7名が跳満達成

あらゆる日常の問題にど
う対処するか、行政が常に
悩むところだ。
窓口の担当職員の苦労
は計り知れない。いずれの
声も行政が聴くべき「市民
の声」にほかならないから
だ。それではどう決着を図

今村 敏昭
てを思いどおりに進めて
くれることはないが、選挙
で世の中が変わることが
あるのは大多数の人が見
聞しているはずだ。
国政でも、東京都でも、
千葉市でも劇的な変化は
あった。棄権した有権者の
５％でも投票に行ってい

今年で 回目の元旦稽古を実施
宮野木少年剣友会
宮野木小学校及び地域
の好意で 回目の元旦稽
古が無事に終了しまし
た。宮野木剣友会の会員と
中学校の校長を始め、他の
剣友会のメンバーも大勢参
加して盛り上がった稽古を
しました。
各自、今年の目標を確認
自宅にて雑煮を頂き新し

千葉市家庭倫理の会（堀
田康子会長）では、広く倫
理を知って頂くために一般
の方を対象にした「おはよ
う倫理塾」を開催すること
になりました。
開催日時は 月 日
（日）午前 時～ 時まで
の 時間で、場所は中央区
問屋町のカンデオホテル
千葉 階です。
当日の講師は一般社団
法人倫理研究所生涯局長
の徳江秀雄さんです。
家庭倫理の会では「幸せ
の基本は和やかな家庭か
ら」をモットーに様々なイ
ベントを開催しています。

まだ間に合う！床暖房・インプラス

倍 満 渡辺（悦）様・矢澤様

民 意 がせめぎあ っ て い
る。生活保護の不正受給を
なくすために審査を厳し
くすると、本来保護を受け
るべき人が救済されない
ケースが出てくることあ
るが、審査を甘くすると不
正受給がはびこる。

るか、ドラマでは「市長の
ご判断ですね」が回答だっ
た。市民の直接選挙で選ば
れた市長と議員が判断を
下すことになる。
特に市長の権限は絶大
だ。市長がどう判断するか
でその自治体の方針が決
まる。そのための選挙だ。

民衆の敵
せる統合教育を進める立
場と分離別学を求める立
場もある。
情報公開を進める立場
と個人情報を守る立場で
情報開示をめぐる混乱も
ある。そしてどちらかの肩
を持つわけにはいかない
のが行政の立場だ。ありと

稲毛新聞論説委員

消えた年金記録の完全
な証明を条件にすると真
の受給資格者が救われな
いままになるが、かといっ
て申告を無条件に受け入
れると虚偽の受給資格者
を受入れることになりか
ねない。
子育て支援で保育所を

して適切な問題解決を図
るとのことだ。
来年の東京オリンピッ
クを前に来日外国人の数
が増えているが、在留許
可の申請や日本への帰化
申請も扱っている。同支
部では市民の負託に応え
るため、千葉駅前での街
頭相談会を行うなどして
いる。私たちの暮らしを
めぐる様々なことについ
て、一人で悩まずに一度
行政書士会に相談してみ
てることをお勧めする。
区役所での相談コーナー
の日程は市政だよりで確
認できるし、毎月第二水
曜日には中央コミュニテ
ィーセンターでも相談を
受け付けている。問い合
わせは県行政書士会副支
部長・伊藤督倫携帯０９
０・６０２１・４９５６

修理とリフォームの専門店
稲毛区小中台町・㈲マイケン

0120-148-237
フリーコール

新設しようとすると、騒音
問題を理由に建設反対の
声が上がることもある。
学校の統廃合を進める
と遠距離通学になる児童
生徒が出てくることがあ
る。障がいのある子どもを
健常児と同じ学校に通わ

フジテレビ「民衆の敵」
が終わった。
一主婦が議員を経て市
長になっていくストーリ
ーのドラマだった。
最終回の篠原涼子と高
橋一生の長台詞の中に、制
作者がドラマを通して訴
えたかったことが凝縮さ
れていたような気がす
る。「みんなのために一人
が不幸になるって、おかし
いでしょ！」「一人のため
にみんなが不幸になるっ
て、おかしいでしょ！」
「ど
ちらも正解」だ。
一つの方針を打ち出さな
ければならないのにたく
さんの考え方が寄せられ
る。そこを判断していかな
ければならない。
現実の行政の現場では
常に相反するたくさんの

暮らしと住まい、何でも相談
時に公正証書遺言を作成
したり、後見人や遺言執
行者を行政書士に受任し
てほしいなどの高齢者か
らの相談が目立 ってい
るのは、高齢化社会が進
んでいることの 表れで
はないかと同支部では話
している。また、離婚に
伴う財産分与や養育費の
取決めの相談には公正証
書にすることを勧めてい
るとのことだ。通信販売
や訪問販売に対するクー
リングオ フの相談もあ
り、内容証明郵便の作成
の相談にも応じている。
相談内容によっ ては弁
護士や司法書士等と連携

千葉県行政書士会千葉支部
見、公正証書による離婚
協議書の作成など、幅は
広い。県行政書士会千葉
支部では、毎月一回いず
れかの区役所で税理士・
社会保険労務士などの他
の士業団体とともに、暮
らしと住まいの相談コー
ナーを設けて無料相談会
を実施しているが、ここ
のところ相談件数は増え
ているという。曾祖父の
名義のままの宅地の相続
を放置していたら相続人
が 人を超えてしまった
とか、まったく行方の分
からない相続人がいて困
っているなど相続に関す
る相談や、成年後見と同

い年をスタートさせまし
た。当剣友会は昭和 年９
月１日に発足、会の目標を
「基本を大切に 正しい剣
道をモットーに稽古を通じ
て心・気・力の充実を養い、
又伝統文化としての剣道を
通じて今忘れられている
キチンとした礼儀作法（挨
拶が言える子供・ハイと言
える子供）身につけること
を信条としています」。ま
た、剣道の特性として言わ
れていることを紹介しま
す。運動面では瞬発力・持久
力。精神面では集中力・判
断力・決断力が養われます。
一度、見学・体験をしてみて
下さい。
を参照。
※詳しくは
【宮野木剣友会】を検索

新年にあたっておかみさん会の決意

早期割引 12/12（火）まで

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

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
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

写真・印刷年賀状

7

20

おかみさん会会長 吉成 庸子

3
9
9

論壇

12

エアコンや 社長のひとり言
ファンヒータ 『新たな出会い』
ーを点けても 昨年大学に入学した娘が
底冷えがする、
休みに 帰 っ て
そんなお宅に
きました。勉強
は床暖房とインプラス（二
の他 に 部 の 合
重サッシ）がおススメで 宿やサークル仲間とのコン
す。床暖房は足元からポカ パ、新しい友達との付き合
ポカと暖まり、まるで日な いと忙しそうでした。他の
たに居るよう。空気の対流 大学に入学していたら多分
がないのでホコリも立たず 一生出会うことのない人達
快適です。
だと思うと一生のうち出会
インプラスは今ある窓 う人は生まれた瞬間に決ま
の内側に樹脂の内窓を付 っているのではないかと思
けて冷たい外気を遮断。光 いました。初めて会う人は
熱費が節約でき結露も軽 偶然ではなく必然のような
減します。床暖房もインプ 気がします。私もこれから
ラスも施工されたお客様 仕事を通し新しい出会いが
は満足度が高く、増設の発 あると思いますが一人一人
注も数多くでています。厳 との必然の出会いを大切に
しい寒さを快適に乗り切り していきたいと思います。
たいお宅はマイケンに相談 ※連絡先・千葉市稲毛区小
してみて下さい。出張相 中台町１２０１～
談、見積もりは無料です。 ０４３・２０７・７１２２

跳 満 3回達成 平松 様

5

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

-812-313
他27名が満貫達成

28

6

8
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7

1

7

霊園案内サービスセンター

定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！
満貫 7回達成 中川・飯島・竹形 様

5
2

28

6

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 1月16日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円

49

優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 1月17日 （水）10時～

宮野木少年剣友会の元旦稽古記念写真
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43

●いずみ霊園 ●御成霊園

12月の実績報告
38名の方々が楽しく遊びました。
第一位
竹形
様
520ポイント
第二位
伊藤
様
510ポイント
第三位
野村・小林 様
460ポイント
最高得点 伊藤
様
64700点
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数ある士業の中でも最
も私たちの生活に近いの
が行政書士。各種営業許
可や事業免許の申請など
で地元企業のお手伝いを
するばかりではなく、個
人の暮らしのサポートを
していることも知られて
いる。建設業許可や宅地
建物取引業免許や飲食店
営業許可などのほか、車
庫証明の取得や自動車登
録に関する業務も取り扱
っている。運転免許セン
ターの前の代書屋さんも
行政書士であるし、パス
ポートの取得の代行も行
政書士の業務だとい
う。遺言や相続、成年後
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21
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9

10

4

5

43

新年おめでとうござい
ます。今年も千葉おかみさ
ん会をどうぞよろしくお
願い申し上げます。
おかみさん会の一番の
目的は「女性の視点で街の
活性化を目指す」というこ
とです。
昨年も県立盲学校支援
チャリティ「声の花束」の
裏方や、お体のご不自由な
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第 位・加曽利貝塚が国
の特別史跡に指定される
（ 月 日）。縄文時代の
集落跡を伴う国内最大級
の貝塚遺跡とされる「加曽
5

平成 年千葉市の十大ニュース

以降に駅ビルが全面開業。 による事業継続の方針を表
第 位・「脱・財政危機」 明した。
宣言を解除（ 月 日）
第 位・三越千葉店閉店
利貝塚」が、貝塚としては 平成 年 月に発出した （ 月 日）
全国初となる特別史跡に指 「脱・財政危機」宣言を解除 第 位・市内ミニストッ
定された。９月からは 年 した。危機的な状態を脱し プ店舗の成人誌取扱いが
ぶりとなる本格的な発掘調 たが、財政状況は依然とし 中止に（ 月 日）
て厳しいことから、今後も 第 位・「千葉市立保育
査を再開した。
第 位・千葉市長に熊谷 財政健全化路線は堅持。 所男性保育士活躍推進プ
俊人氏が３選（ 月 日） 第 位・千葉競輪場の再整 ラン」を策定（ 月 日）
第 位・ＪＲ千葉駅ビル 備と事業継続の方針を決定 第 位・幕張で「レッド
開業（ 月 日）。駅舎が （ 月 日）。平成 年度 ブル・エアレース千葉
」（ 月 日・ 日）
年ぶりにリニューアルさ 末での事業廃止を予定して
れたＪＲ千葉駅の駅ビル いた千葉競輪について、民 第 位・新庁舎整備の事
（ペリエ千葉本館２～７階） 間活力の導入により、自転 業方針を発表（ 月 日）
が、９月７日にオープン。 車競技の国際規格走路を有 次点・千葉市章と初音ミ
平成 年４月には駅ビル する多目的施設の整備と、 クが１日限定でコラボ（
内に保育所が開園、同年夏 国際ルールでの新たな競輪 月 日）。
7

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様
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11

方々のお手伝いなど、たと
え微力であってもお役に
たちたいと願って活動し
ております。
その他ではサッカーの
ジェフユナイテッド、プロ
野球の千葉ロッテマリーン
ズの応援など、今年も様々
な行事予定があります。そ
のため今年は役員を増や
し若返りを図りました。
先のことになります
が、 月 日には千葉
市民会館で「友情」の上
演をいたします。この
物語を是非中学生に観
てもらいたいと、市内
３百名の中学生をご招
待すると共に、白血病
の方や、骨髄バンクの
支援など会員一同張り
切っております。
おかみさん会のみなさん
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国の特別史跡に指定された加曽利貝塚
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