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熊谷千葉市長、前代未聞の暴挙！
是非を問う裁判中に市が納骨堂許可を強行
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大地の恵みガイアロックス
花崗岩より抽出した20種類
以上の微量ミネラルを
バランスよく含む健康飲料
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㈱ガイアロックス
2リットル入り
8,640円(税込)

千葉市花見川区大日町1274

家庭倫理講演会
▼日時・4月7日（土）開演10時（開
場9時30分）終演11時40分▼会場・千
葉市文化センター3Ｆアートホール
（千葉市中央区2-5-1）☆講師・池田
ふじゑ氏（一般社団法人倫理研究所
理事）＊聴講料一人1,000円▼主催・
一般社団法人倫理研究所、後援・文
部科学省/千葉市教育委員会/千葉
市社会福祉協議会▼お問合せ・℡
090-9952-8147（堀田）または携帯
090-3249-6939（内田）まで。
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●

日本人の誇りと使命を伝えたい
建国記念を祝う県民の集いを実施して30年

千葉県民の集い実行委員長

緑区誉田町にお住いの藤
井是寛さん69才。山口県出
身で、無垢の木を使ったこ
だわりの住宅の建築や家具
等の製作を行う㈲新生住光
の社長さんだ。藤井さんは、
会社の経営をすると共に、
昭和63年から30年以上に渡
って続けてきた活動があ
る。それは、毎年2月11日に、建国記念の
日を祝う千葉県民の集いを開催し、実行
幕張メッセ〝どきどき〟
委員長を務めていることだ。
フリーマーケット２０１８
車椅子ダンス
517）担当渡部
建国記念の日といえば、昭和41年に制
日本最大級のフリーマーケットが 車椅子フォークダンス養成講座▼ 第8回グループ・パレット展
定された祝日で、日本書紀に伝えられる
今年も開催されます。日替わりで各 日時・4月24日（火）
13時～17時▼場 ▼3月29日（木）～4月3日（火）
11時 神武天皇を中心とする建国創業の歴史を
日約1500店が出店するほか、グルメ 所・千葉県障害者スポーツ・レクリ ～18時＊4月3日は17時まで▼会場・ しのび、日本人として国を愛する心を養
コーナーなども充実！◆日時・5月3 ェーションセンター▼費用・2,000 画廊ジュライ（千葉市中央区4-5-1 う日、日本のお誕生日である。
「この大切
日（木・祝）～5日（土・祝）
10時～ 円（DVD教材費）1,000円（入会費お きぼーる2F ℡043-224-4984）☆風 な日を、本来であれば行政主催の式典で
17時（入場は16時30分まで）◆会場 よび年会費）合計3,000円＊講習費 景画を中心にした写実的でわかり お祝いして欲しいが、それが無理なら自
・幕張メッセ国際展示場1～8ホー は無料☆入会者は毎月ボランティ やすい油絵約30点☆出品者・北大宮 分たち民間の手で何とかお祝いをしよ
ル◆入場料 前売券600円／当日券 アで老人ホーム・障害者施設訪問・ 台自治会館を拠点に活動する社会 う」と決意して、千葉市民会館小ホールで
800円（小学生以下入場無料）
◆問い 各種イベントに参加（養成講座修了 人10名▼問い合わせ・グループパレ 第1回目の式典を開催した。その時は、約
合わせTEL 043-296-9211
者にはインストラクター資格（但し ット代表網野文子℡043-237-3852 150名の参加者だった。最初は、誰に呼び
かけたら良いのか？誰に案内を出したら
講話「チバニアンと地磁気逆転」 年会費納入会員の方）▼募集締め切 ギヤラリー古島
良いのか？全く分からず試行錯誤の連続
☆チバニアン発見者岡田誠先生の り・4月17日募集人員20名▼主催者・ 「平岩共代 楽しむジュエリー展」
で苦労した。それから31年、30回開催する
貴重なお話です ▼ 日時 ・3月13 日 NPO法人車椅子レクダンス協会千葉 ３月２日（金）～３月12日＊３月８
中で参加者も次第に増えていった。
市支部▼申し込み・問い合わせ・
車
（火）17時15分受付開始・18時開会
日（木）休廊「清野一郎 陶と万華
今年の講師はノンフィクション作家の
▼会場・京成ホテルミラマーレ（2 椅子レクダンス協会千葉市支部
鏡展」３月１６日（金）～３月26日 門田隆将氏を迎えて開催した。式典には、
階）▼講話者・チバニアン発見者、 衣笠誠（TEL&FAX 043-278-7108） （月）＊３月22日（木）休廊「小林 森田健作知事をはじめ多くの来賓が出席
茨城大学理学部教授・岡田誠先生。 高齢者生活協同組合
孝子 かご展」３月３０日（金）～ し、約700名もの県民が参加し、建国記念
主催「里山会」（代表・近藤文子） ☆「歌の会」（抒情歌・唱歌・歌謡 ４月9日（月）
＊４月５日休廊▼ギャ の日をお祝いした。31年間の会の運営は、
▼参加費7,800円（食事代・資料代を 曲・演歌など）▼日時・3月15日
（木） ラ リ ー 古 島 ℡ 043-243-3313 Fax 多難であった。まず苦労するのが会場の
含む）▼問い合わせ・申し込み・ 10時～12時☆映画鑑賞会・「日本沈 043-241-3041（西千葉駅徒歩２分） 確保である。年々増える参加者（嬉しい悲
鳴）に対応するために、公共のホールを確
090-3096-8425（近藤）
没」日時・3月15日（木）
13時30分～ 多田屋稲毛店3月のお話会
「日本国憲法のあり方」
を考え 16時30分▼会費・200円＊どなたで 3月のお話会（読み聞かせ会）は3月 保するには、他の団体、学校行事等との抽
選で決まる。
も参加できます▼会場・高齢者生活 2日（第1金曜日）と3月16日
るシンポジウム
（第３金
「私たちの行事は、この日でなければ開
▼開催日時・３月29日（木）18時30 協同組合（エルダーコープちば稲毛 曜日）となります。
4月の第1回は4月
催出来ない。他の土日ではダメなんです」
分開演▼開催場所・日本教育会館一 支部・千葉市稲毛区長沼町167-111 6日（第1金曜日）です☆書籍、雑誌
と何度も何度も懇願して、日時を交換し
ツ橋ホール（東京都千代田区一ツ橋 ＊℡080-5070-4596）☆エルダーコ のご用命は多田屋稲毛店へTポイン
てもらうこともあった。藤井さんの熱意
2-6-2）▼主催・夕刊フジ
（産経新聞 ープちばでは「健康麻雀教室」（火 トカードご利用になれます。電話
に理解を示し、「それなら私も参加して、

藤井是寛さん

69歳

協力しましょう」と、言って運
営の仲間になって頂いた方も
いれば、「そんなの関係無い」
と一蹴されることもあったそ
うだ。そして、何といっても毎
回運営資金には苦労した。参加
費やカンパなども多数集まる
が、自身を含めて運営する仲間
が毎回負担しているのが現
実。切実なことではあったが、それでも毎
回乗り切ってきた。そんな中でも、事前の
案内や準備、当日の運営を手伝ってもら
える仲間には、本当に恵まれた。
「回を重ねる毎に、仲間が増え、自分の得
意とする分野を積極的に担当してくれる
様になった」とほほ笑むが、これも藤井さ
んの実直な人柄からであろう。式典と同
時に行われる記念講演には、渡部昇一先
生をはじめ毎回多彩な講師に登場して頂
いているそうであるが、31年の間には、す
でに鬼籍に入られた方もいる。31年とい
う、それだけ長い間この式典を続けてき
た。
藤井さんは「国難と言われる時代だか
らこそ、日本創業の叡智に学んで誇りと
気概を持つ必要がある。日本人として、生
命を受けたことの意義と使命を知り、志
ある方々とこれからもこの日をお祝いし
たい」「日本は、世界的に大きな役割のあ
る誇りある国だと思います」と熱く語る。
多くの仲間たちと運営している、建国
記念の日をお祝いするという重要な行
事。来年の会場も未だ決まっていない。そ
う、抽選で敗れたのだ。3月には、別の会
場の抽選があるので藤井さんは、また挑
む。常に前進の気持ちを持って。特定の団
体などの運営ではなく、民間有志で開催
されるこの日の行事は、次世代へとつな
ぎ、これからも続く。みなさんも来年の
「第31回建国記念の日を祝う千葉県民の
集い」に参加してください。
【取材・金子一之】

安心価格！雅セレモニー 雅倶楽部ご入会で20%割引き

家族葬 アレ ン ジ 花 プ ラ ン

星霜録

価格
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452,000円セット （税別）

セット内容
ご葬儀に必要なものすべてを含みます。
通夜・告別式を主に身内で行うことを
特化した家族葬プランです。
※千葉斎場にも対応します。
このプラン料金には返礼品・飲食・供花・お布施・火葬料金等は含まれておりません。

幕張本郷ホール

入会金、年会費、一切不要の雅倶楽部

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆

入会費0円 会員様の特典ご案内

■祭壇一式20％の割引
■生花・衣装等10％割引
■お仏壇・仏具・お位牌等30～50％割引
（幕張本郷仏壇センターに多数展示）
■法事等施設利用可
■法事お料理10％割引
■終身保険をご紹介します。
「葬儀おすすめプラン」互助会員よりずーとお得!
■入会の方全員にプレゼント!
※雅オリジナルエンディングノート

雅のモットーは
目くばり、気配り、心くばり

旅立つ故人への
思いやり…
●JR総武線幕張本郷駅徒歩6分
●京成幕張本郷駅徒歩6分
●幕張IC・国道14号線近く

随時ホール見学実施中

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔嚆
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市 民ガ イド

氏、米カリフォルニア州弁護士のケ 合員500円）など。見学を歓迎。
ント・ギルバート氏、元陸上幕僚長 第47回笠間つつじまつり
の火箱芳文氏が日本の未来、理想の 山一面が真っ赤に染まる絶景
姿を示す憲法について語り合いま 「笠間つつじまつり」は昭和46年に
す▼入場料・お一人様2,000円＊購 開園してから今年で47回目を迎え
入方法①・チケットぴあで販売中。 ます。標高143メートル、約7ヘクタ
Ｐコード638-054②ハガキ・往復ハ ールの園内には霧島・日の出など様
ガキに郵便番号、住所、氏名、同伴 々な種類約8,500（株）
が山一面に植
者を明記し、〒100-8160
（住所不要） えられております。▼会期・4月中旬
産経新聞社夕刊フジ新規事業推進 ～5月上旬、8時～18時▼会場・茨城
室「日本国憲法のあり方」係にお申 県笠間市笠間616-7笠間つつじ公園
込み下さい。入場料のお振込先をご ▼入場料・大人（高校生以上）
500円
案内させていただき、入金の確認次 （団体20名以上100円割引）
＊中学生
第入場証を送付します。定員800人 以下、障害者手帳を提示の方と介護
に達し次第締め切りとします▼問 者1名は無料▼問合せ・連絡先笠間
い合わせ・℡03-3270-4689
市商工観光課℡0296-77-1101（内線

非組 043-253-8145
社）☆ジャーナリストの櫻井よしこ 曜・金曜、会費・組合員400円、

いろいろ話 題
になった平昌オ
リンピック。これ
か ら パ ラリ ン ピ
ックが始まる
が、北朝鮮の参加
があるかどうかは不明だ。
今回のオリンピックには北
朝鮮から金正恩委員長の妹
とナンバー と言われる金
永南最高人民会議常任委員
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市民の願いに耳を傾けて欲しい

いうこと、宗教法人の役
員と博全社の役員は互い
に重複しており、実質的
には博社が宗教法人を支
配し て いる 蓋 然 性 が 高
く、宗教法人が墓地ビジ
ネスに利用されている恐
れがあること、圧倒的多
数の地元住民が納骨堂開
設に反対しているのに、
申請書に添付された住民
の同意書が 件あるが偽
造の疑いが高いこと、仮
本堂が建築確認を得てい
なかったこと、竣工した
施設に建蔽率や駐車場の
設置場所など建築基準法
違反の疑いがあることな
ど、許可を与えるべきで
はないと問題点を提起し
ていた。
裁判前も提訴後も、市

時正代表役員、和氣徹明 れていないことから、葬 長が出席し、つかの間の友
住職、山下成志事務局長 儀業者や墓石店が宗教法 好ムードを演出した。また、
は説明を求める地域住民
人を隠れ蓑にして事業展 北朝鮮と韓国の統一チーム
をともなって「迷惑だか
に対してほとんど説明を
開を図るケースが多い。 のアイスホッケーは振るわ
ら警察に訴える」などと
行っていない。「迷惑施 暴言を浴びせた。
宗教活動の一環としてで なかったが、美女応援団の
設」を嫌がる厄介なクレ 適法に手続きを進め、 はなく、実質的に営利活 振る舞いは印象的であった
ーマーとしか見ていない 反対住民にも嫌がらずに 動の一環として事業展開 ▼今回のオリンピックで何
といっても日本の女子選手
節さえ感じられる。
説明を行なえば理解も得 を図ろうとするから、そ
の活躍は素晴らしかった。
地域住民は理路整然と られようが、開業すれば の分、地元との軋轢も多
日本が獲得したメダル数
疑問点、問題点を指摘し 地域との連携も必要にな い。千葉市内でも議会で
個の内、女子は金 、銀 、
ており、反対のための反 るはずのところが、これ 取り上げられるほどの大
銅 で計 個。男子は金 、
対を行なっているのでは では台無しだとしか言い 問題になったケースがあ 銀 、銅 で計 個。特に高
ないことははっきりして ようがない。
り、他市の例では関係者 木姉妹だけで金銀銅合わせ
いる。書類が整ってさえ 毘沙門堂は反対住民を の誰にも連絡がつかなく て 個も獲得した。大和な
いれば許可を出すという 名誉棄損を理由に千葉地 なった宗教法人の役員を でしこ天晴れである▼安倍
姿勢はいただけない。
裁に提訴しているが、住 勝手に変えて乗っ取りを 首相は「女性活躍社会」を掲
あかいの郷の裁判にと 民をけん制するようでは 図ったブローカーが摘発 げたが平昌オリンピックは
どまらず、特に裁判所を 先が思いやられる。
文字通り女性が大 活躍し
された事例もある。
無視する熊谷市政のあり 住民は疑問点に説明を 私たちの死後を半永久 た。なかでも女子カーリン
方には疑問を感じる。
求めて い る に 過ぎな い 的にゆだねる場所となる グではＬＳ北見チームが初
「そだ
が、毘沙門堂の対応のあ 施 設の 開 設 にあ た っ て の銅メダルを獲得し、
住民を恫喝する役員
は、少しくらいうっとう ね」の言葉を連発、巷で流行
りようは残念である。
しくても地域住民に丁寧 している。もしかして今年
毘沙門堂は内覧会を行 宗教法人が狙われる に対応する姿勢が事業者 の流行語大賞に選ばれるか
も知れない▼それにつけて
う地域住民あての案内文
にも行政にも求められて
を作成し、市に配布する 宗教法人が税法上優遇 いる。複数の裁判沙汰を も韓国の文在寅大統領は韓
国独立運動記念式典で慰安
と報告したが、実際には されていることは広く知 招いた責任を毘沙門堂に
婦問題で「加害者である日
案内文は配布されていな られている。株式会社な も千葉市にも、真摯に受
本政府が『終わった』と口に
い。内覧会開催の情報を
け止めてもらわなければ してはならない」とか「竹島
どの営利法人には課税さ
得た住民が参加を申し出 れても、宗教法人の非営 ならないだろう。
は韓国固有の領土」と発言
たところ、毘沙門堂は案 利事業とみなされれば、 本紙には博全社やその し反日の感情をむき出しに
内文を配布した人だけに 同じ事業を行っても「節 関連会社が千葉市にまつ した。日韓合意で 億円を
参加を認めるとしてこれ 税」できるケースは多い。 わる施設や「市政だより」 受け取りながら、約束を反
を拒否している。そして、 新規に宗教法人を設立 に年間多額の広告を出し 故にした▼従軍看護婦はい
内覧会の参加者は地元自 するには手続きが面倒で ているから「市は甘い判 たが従軍慰安婦は存在して
治会関係者の中で僅か１ あるうえ、数年以上を要 断をしているのではない いなかったと、元日本兵は
名であった。
するいま、休眠している か」という、うがった見方 語った。慰安婦像は反日の
また、施設前の路上に 宗教法人を入手し、事業 をする声まで寄せられて 象徴だ。台湾の元李登輝総
統は「韓国は恩知らずの国」
いた住民に対し、博全社 活動に利用するケースは いる。
の代表取締役で毘沙門堂 全国に見られる。特に墓 まさか市はそのために と筆者に語ったことがあ
の責任役員でもある松丸 地や納骨堂経営は自治体 許可を下ろした訳ではな る。韓国はいつまで恩を仇
喜樹氏は毘沙門堂の酒井 か宗教法人にしか認めら いだろうと信じたい。 で返す気だろうか。（正）
5

地域住民の根強い反対が続く稲毛駅近くの宗教法人毘沙門堂による納骨堂
開設騒動は、宗教法人法、墓地埋葬等に関する法律、建築基準法その他の関連
法令に抵触する疑いを残す中、住民が提起した許可の是非を問う訴訟が千葉地
裁に継続中であるのに、次回期日直前の今月一日、千葉市は突然、納骨堂の経
営許可を出した。許可を出した理由は、博全社は千葉市に多額の広告費を払っ
ているからだと言う声が寄せられている。裁判の行方を待たず、許可を強行し
た住民無視の姿勢は熊谷市政に大きな波紋を呼んでいる。 【文・武田弥太郎】

千葉地裁は判決言渡し
の予定だった３月２日の
期日を新たな疑問が生じ
たとして取消し、原告被
告双方に書面の提出を求
め、３月 日に審理を再
開する予定であったが、
市は裁判所の期日再開の
意向を受入れておきなが
ら、千葉市は今月一日、突
然毘沙門堂の納骨堂経営
許可を与えた。
不意打ちの経営許可に
より裁判の意味がなくな
る可能性が出てきたこと
から、原告側は対応を迫
られている。
裁判では、宗教法人毘
沙門堂が事実上休眠して
いた宗教法人であり、多
数の信者がいるとする活
動報告には疑問があると

毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会が設置した看板

9

またしても裁判所を無視した千葉市

後だしジャンケンで建てられた毘沙門堂の納骨堂

13
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