るとは思えません。治療家
自身が医学教育の過程で、
マインドコントロールされ
ているのだと思います。で
あればなお治療家も患者さ
んも余計に哀れなのです。
患者さんも、いくつ病院
を変えても同じような治療
と対策と結果なので、この
病気は歳のせいや手遅れな
どもあって、こんなもんだ
と思い込み、諦めているふ
しがありますが本当にもっ
たいないことです。
【都賀治療院の症例】
変形性膝関節症の治療歴
歳（女性）
８年
４か所の整形外科を順繰
りに通院しながら、８年間
で 回水を抜きました。医
師の指導のままに朝晩２回
ずつ歩き続けた女性が痛み
のために歩けなくなり、お
んぶされて来院しました。
初診時、左右膝関節共に
変形がひどく、水も多量に
溜まっていました。私は初
診時の生活指導として、痛

みが出る原理を良く説明し
た上で、痛みの出る動作や
姿勢は一切しないように
と、アドバイスしました。
もちろん患者さんは高齢
だし家族も、安静ばかりで
は、寝たきりになりはしな
いかと心配します。しかし
歩きを止めて、痛みを誘発
する曲げ伸ばしの訓練や姿
勢をしないように生活をし
たところ１週間後はっきり
と痛みが軽くなってきまし
た。その時患者さんは喜び
と同時に心底納得します。
そして次第に炎症が治ま
り、水と痛みが引いて楽に
歩けるようになって３年が
過ぎております。その間１
度も水を抜いていません。
患者さんは目からウロコと
喜びました。同時に痛みが
出始めた８年前に、この痛
みの原理を知っていたらい
ち早く治り、こんなに変形
や悪化はしていなかったの
ではないかと、悔しがって
もいました。 （続く）

慰安婦問題は朝日新聞が広めた嘘
上田 真弓

■営業時間／AM9：00～PM18：00

成田市

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

㈱雅セレモニーホール

痛みシリーズ

て関節が変形するのは必至
りました）
新連載・
です。仮に歩きながら治っ
ウォーキング
た人がいたとしたら、それ
間違いだらけの痛み対策 ⑤
痛みが軽くなったら運動 は極めて軽 症だったから
都賀治療院 院長
藤城
博
量を増やす。平坦な道を で、もし、その人が発症直後
～ 分歩くことを目標とし から安静にしていたら、も
が浸透しているからにほか ます。目標に向かって歩く っと短期間で治ったはずな
のではなく膝の痛みと相談 のです。
なりません。
皮肉なことに運動器疾患 しながら歩くことが大切。 一般病院の治療と対策を
を扱う専門家（整形外科医、 歩いていて痛みが出た 翻訳すると、膝の場合、痛み
理学療法士、接骨師、鍼灸 ら、すぐに中止し、翌日は歩 が出るまで歩きましょう→
師、マッサージ師、カイロプ く距離を少し短くします。 再受傷（たとえば靴擦れの
ラクター、整体師など）の多 痛みが翌朝回復する程度な 傷口が再び悪化）するまで
くが、痛みに対する考え方 らそのまま歩きます。翌朝 負荷をかけ続けましょう。
が誤って教育されています までに回復しなければ、距 そして関節内に赤むけ（靴
擦れ）が完成し、痛みが出た
から、運動療法やリハビリ 離を少し短くします。
と称して、痛みを伴いなが ※このホームページから ところで今日のリハビリは
らの運動や過剰な運動量を は、何としても痛みが出る 終わりです。また明日、再受
指導し、明らかにその行為 まで運動するのが正しい、 傷するまで歩きましょう。
のために悪化したり、長引 という意図がうかがえます そして慢性化・変形・悪化し
いたりしているケースが少 し、そう教育されてきたし、 ながら生涯患者であり続け
信じているのでしょう。 て下さいねと。これを悪魔
なくないのです。
例えば、某整形外科の膝 これら一連の指導は痛み のささやきと言いますが、
関節治療の方針をホームペ （炎症）がまだ残ったまま ほとんどの患者さんは、そ
ージから引用し分析してみ 歩くことになるので、治り の治療方針を信じて悪化の
きらない傷口を引っ掻いて 方向へ頑張るのです。
ましょう。
（ウォーキングは最も安全 いることになりますから、 治療家は悪意を持ってわ
で手軽な治療法と副題があ 炎症が悪化・長期化し、やが ざと悪化する指導をしてい
連れ去って慰安婦にした
と報じ、韓国の人たちはそ
れに怒ったのだ。それが事
実なら怒って当たり前
だ。しかし朝日新聞は間違
いでしたと取り消した。そ
れが韓国には全然伝わっ
ていない。相変わらず朝日
新聞が広めた根拠のない
万人もの朝鮮人女性が
日本軍に強制連行されて
慰安婦にされたと思って
いる。朝日新聞がやらなけ
ればならないのは、それは
事実ではありません、私た
ちの誤報ですと、韓国の人
たちに知らせて謝罪するこ
とだ。あきれることに朝日
新聞は１月 日に、公立中
学で慰安婦問題を教え続け
る社会科教師を好意的に紹
介していた。依然として慰
安婦問題を広めたいようだ
が、この教師にはぜひ日韓
の慰安婦問題は朝日新聞
が広めた嘘であることを学
校で教えていただきたい
ものだ。
故吉田清治氏が韓国に
作った謝罪碑を撤去したい
と望んでいる長男の依頼を
受け、石碑に刻まれた謝罪
文の上に石板を貼って読め
なくした奥茂治さんが韓
国で拘束されて裁判にか
けられ、懲役６月、執行猶
予２年の判決を受けた。
この碑の建立時に、朝日
新聞は碑の前で土下座する
吉田清治氏の写真を掲載し
て嘘を広めた。韓国で広ま
った嘘を正そうとした奥氏
の勇気ある行動を朝日新聞
は全く報道しない。朝日新
聞には吉田清治氏の話は
嘘でしたという事実を韓国
で広める責任がある。

足立様・川端様・皐月様

、労働価値説

１月 日の朝日新聞の
社説は、慰安婦問題の解決
を確認した２０１５年の日
韓合意を韓国が事実上破棄
したことについて書いて
いたが、この問題は自分た
ちが広めたという事実に
は一切触れていない。
朝日新聞が吉田清治と
いう人の作り話を鵜呑みに
して、日本軍が朝鮮人の若
い女性たちを無理やり連れ
去って慰安婦にしたとい
う嘘を大きく報道して、日
本と韓国の大問題になっ
たのだ。
朝日新聞は２０１４年
８月５日・６日の記事「慰
安婦問題を考える」で、日
本軍が朝鮮人女性を強制連
行して従軍慰安婦にした
とするそれまでの記事を撤
回し、吉田清治氏に騙され
たと言い訳したが、韓国に
はそれが全然伝わってい
ない。
社説では「何よりもめざ
すべきは、元慰安婦のため
の支援事業のていねいな継
続であり、そのための日韓
両政府の協力の拡大であ
る」と書いているが、何よ
りも重要なのは、日本軍が
朝鮮人女性を強制連行して
慰安婦にしたというのは
朝日新聞の誤った報道だ
ったと韓国の人たちに広
く知ってもらうことだ。朝
日新聞はその努力を全くし
ていない。
家が貧しくて身売りさ
れたり、生きていくために
慰安婦になった女性は日
本にもたくさんいた。朝鮮
の女性たちも同じだ。
しかし朝日新聞は日本
軍が無理やり朝鮮の女性を

清水様 他10名が跳満達成

経済否定である。共産主
義経済だから経済が成長
出来ずソ連は崩壊した。
ロシアに代わっても資本
の蓄積がなく財政破綻し
ギリシャ、アルゼンチン
も破綻した。

入野 守雄
賃金に支払われた残りが
充当される。
さらに会社存続に必要
な技術開発投資にも使わ
れる。そしてデフレによ
る倒産を防ぐための内部
留保金も必要だ。
会社発展のＭ＆Ａ、企
業買収の資金も必要であ

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！

倍 満 粟村様・渡辺（悦）様・関様・石井様

労働によって価値が発
生するのは確かだが、労
働以外からも価値が発生
する。生産された商品は
流通業を通って消費者の
手元に届き、価値が増加

労働者から奪った価値 る。いずれにしても労働
は全て資本家が手にする 者に支払われた残りの金
のではなく、資本金を集 は他の企業に回り、労働
め、銀行から借金して会 者の賃金ともなる。カネ
社が設立され、土地を買 は天下の回り物であり経
い機械を買い設備投資し 済は回転する。
た資金の銀行への返済や これを否定するのが
利息、株主の配当金など、 世紀のグローバル経済
で、ヒト、モノ、カネが自
由に国境を越えて、国家
を否定する共産主義であ
る。中央銀行が発行する
紙幣に信用があるのは資
本を蓄積した国家と勤勉
な国民があるからだ。
我国は世界一の債権大
国で、借金大国ではない。
然るに税金で存続する東
京大学経済学部教授は国
民国家を否定して中央銀
行が発行する紙幣を認め
ず、財政が破綻すると主
張する。

公共投資否定は共産主義である

労働者は働いて賃金を
もらうが、労働で価値が
生まれても資本家は発生
した価値の半分しか労働
者に配分しないと主張。
資本家が労働者を搾取し
ていると言う。

、剰余価値説

稲毛新聞論説委員
する。運送業、卸業、小売
業をマルクスは否定し経
営者も否定する。そして
金を貸して利息を取るの
を不労所得と認めない。
これでは銀行業は成立せ
ず、資本金を集め株券を
発行する株式会社も存在
できない。即ち資本主義

月 日「ホテルポート
プラザちば」で演歌「新宿
岬」の千葉歌唱大会が杉田
淳後援会の企画で盛大に
開催されました。
「新宿岬」は千葉県市原市
出身の歌手杉田淳さんの
新曲で、大勢のファンが集
まる中、 名のカラオケ自
慢が身振り手振りを交え
て熱唱、審査の結果緑区に
お住まいの下みよ子さん
が見事優勝しました。

緑区の下みよ子さんが優勝

「新宿岬」歌唱千葉大会

12

「新宿岬」は松井由利夫
作詞、矢崎一雄作曲、末吉
時雄編曲の作品で、人の流
れは打ち寄せる波、ざわめ
きは波の音、車のライトは
漁火、ネオンのあかりは灯
台に見立てたという意味
が込められた演歌で、最近
話題になってヒットし始
め、多くの演歌ファンにカ
ラオケで歌われている。
杉淳後援会の苫米地会
長は千葉出身の杉田淳歌
手を盛り上げようと日夜努
力している。「これからも
杉田淳の「新宿岬」や「房
総ブルース」を多くのファ
ンに歌っていただきた
い」と語っている。

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

京成大久保駅より徒歩3分

279-1234㈹

千葉県知事第3588号
習志野ホール

本社

0120-533-990
http://www.miyabi-sougi.com

義で世界を統一するグ
ローバル経済、即ちマル
クス経済学、共産主義に
世界が洗脳されたのだ。
マルクス経済学は①
労働価値説②剰余価値
説が二本柱である。
労働価値説は労働に

よってのみ価値が生ま
れるという哲学であ
る。剰余価値説は賃金で
支払った価値以上の価
値が生まれるという哲
学で、いずれもクソまじ
めな人間ほど洗脳され
る。

佐渡斉氏が大差で３選

受験生のお部屋のリフォームも地元の工事店

稲毛区小中台町・㈲マイケン

社長のひとり言

20

ときや不動産
株式
会社

JR幕張本郷駅より徒歩５分

稲毛構内タクシー

幕張本郷ホール

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

誠実をモットーに地域社会に奉仕する

土地・マンション・売買・仲介

タクシー、ハイヤーのご用命は…
JR新検見川駅より徒歩4分
検見川ホール

安心価格！雅の家族葬

人間だけが間違うよう
になった原因は大脳が発達
し、それが正しい知識なら
いいのですが、問題は時々
間違った知識を持つことで
す。その間違った理論が構
築された時期の不完全な学
問体系があり、それが間違
っていればそのまま後世に
引き継がれてしまうので
す。しかも一旦定着してし
まうと覆すのは大変困難で
す。間違いだらけの痛み対
策に於いて、その原因は、
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

日本経済がデフレな
のは、安倍総理がマルク
ス経済学にタブラカさ
れ、公共投資を実施しな
かったからだ。
その結果、国内需要が
激減し、企業は工場を米
国や中国に移転したの
で日本人の働く場所が
なくなった。しかも人手
不足で技能修習生と留
学生を増大 させて農
業、コンビニ、居酒屋な
どに安い賃金で働く外
国人が増えた結果、賃金
は上がらない。さらに消
費税増税をしたので消
費が沈滞しデフレが深
刻化し非正規社員や失
万人
業者が 千
も出現している。
世紀末に現れたカ
ール、マルクスの共産主

大手会計事務所が申告書偽造か
Ｃ会計事務所と密接な関
係の監査法人の公認会計士
が千葉市の包括外部監査人
に選任されているから事態
は深刻だ。
申告の内容を正確に把握
するため、この清算人は千葉
東税務署に対し、Ｃ会計事務
所から提出された申告書等
の写しの交付を請求したと
ころ、これを拒否されたこと
から、情報公開請求に及んだ
ところ、税務当局はこれにも
不開示決定を行った。
「公開することで会社の秘
密を侵害することになる」と

佐川宣寿国税庁長官は開示請求を棄却
末に通常の申告を行ない、そ
の申告を取下げて改めて解
散の申告をしたものの、その
後同じ事務所の別の税理士
が解散していない前提で翌
年度以降の申告を行ない、そ
の申告を行なった日に再び
申告を取下げるという、不可
解な経緯を経ている。
清算人はＣ会計事務所に
対し提出したすべての申告
書の写しの交付を求めたと
ころ、一部を隠匿して出さな
かったばかりか、担当税理士
の氏名を抹消するなど、悪質
な対応だった。

の理由であるが、自身が代表
権を持つ法人の申告書を開示
するのに「秘密が漏れる」こ
四街道市長選投票率 ・ ％
とになるのか理解に苦しむ
任期満了に伴う四街道市 一方、広瀬氏は「市の財
ところだ。
清算人は不開示決定を不 長選は 月 日（日）に投 政は最悪の状態。佐渡市長
服として審査請求を行った 開票が行われ、無所属で現 にレッドカードを突きつけ
が、税務当局は「国税庁長官 職の佐渡斉氏（ ）が、前 退場してもらう」との意気
佐川宣寿」名でこれを棄却し 市議の広瀬義積氏（ ）、 込みで民進党の支援を得て
た。清算人は開示を求めて行 元派遣社員の山田耕史氏 臨んだが及ばなかった。
政訴訟を提起するかは検討中 （ ）の２新人を破り、３選 四街道市の総人口は 万
であるとしているが、自身の を果たした。
人。当日有権者数は
会社の申告書等を開示しな
佐渡氏は「子育て日本 ７万５６４８人（男３万７
いのは不可解であるばかり 一」を掲げた２期８年の市 ２９４人、女３万８３５４
か、税理士の監督権限を有す 政運営をはじめ、市庁舎建 人）。今回の投票率は ・
る税務当局が虚偽申告につ て替え、「３・４・７号線」 ％で前回の ・ ％より
いての調査・処分に着手しな など都市計画道路の新設凍 下回った。
いことには大いに問題があ 結と見直しで財政再建。吉 ◇佐渡氏の略歴 （元）
る。大手会計事務所が相手だ 岡地区に新設するごみ処理 県議、衆院議員公設秘書、
けに忖度したのだろうか。 場・契約方法改善。民間経 市職員。明治大学政治経済
【文・武田弥太郎】 営手法と情報通信技術（Ｉ 学部卒。美しが丘。
ＣＴ）の市政運営への導入 開票結果
などの方針を掲げ、市政の 当・佐渡 斉１５８６８
高橋さんは 月 日の
継続を訴え有権者の支持を 次・広瀬 義積８８８２
夜 時からチバテレビで放
訴えた。
山田 耕史１１５０
送され、 月 日午後 時
から再放送される。
久保田さんは 月 日
の夜 時から放送され、
月 日に再放送される予
定になっている。

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

1

9

34

『薪ストーブ』
近所のお客様
が薪ストーブを
購入して車庫の
中でバーべキューをするので
仮囲いを依頼されました。終
わって一杯ごちそうになり
そのストーブの温かさとその
上で焼くつまみの旨さとお酒
の旨さ、なんとなんと快適空
間が出来ました。お客様と二
人で飲み始めたところ時間が
豊かに穏やかに流れます、夕
方五時半から飲み始め気が付
いたら十二時五分前です、何
とか今日中に帰れましたがあ
くる朝は二日酔いで大変でし
た。でもこれが癖になり度々
お邪魔させて頂いています。
※連絡先・千葉市稲毛区
小中台町１２０１～
０４３・２０７・７１２２

跳 満 2回達成 猪野様・関様・石井様・足立様

63

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

-812-313
他30名が満貫達成

34

37

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 6回達成 渡辺（悦） 様

63

●いずみ霊園 ●御成霊園

2月の実績報告
38名の方々が楽しく遊びました。
第一位
石井
様
980ポイント
第二位
渡辺（悦）様
650ポイント
第三位
吉田
様
560ポイント
最高得点 渡辺（悦）様 74500点

64

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 3月20日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円

2

受験シーズ
ンが終わりほ
っと一息つい
ているご家族におかれま
してはお疲れさまでし
た、又来年に向け受験準備
のご家族の皆様には子供
部屋のリフォームは如何で
すか。結露を押えるエコカ
ラットや外部の音を遮断す
る二重サッシと落ち着い
た色の壁クロス、エアコン
や空気清浄機と来年の合
格に向け快適空間をお作
りして健康で俄然勉強の
やる気が出る環境にして
お子様の為に備えません
か？マイケンの社長も受験
の子供は４人も経験して
います。アドバイスとリフ
ォームとそんな時にはマイ
ケンに相談してみて下さ
い。出張相談、見積もりは
無料です。

優勝した下みよ子さん

74

18

10

54

72

30

優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 3月21日 （水）10時～
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論壇
2

9

7
1
2

63

12

2
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1

の高橋伸和さんで優秀賞は
「君を忘れない」を歌った花
見川倫理法人会の久保田寿
士さんが選ばれた。
また各賞は次の通り。
○喜働賞＝山藤利夫（佐倉
市・商売繁盛）
○愛和賞＝渡辺利雄（四街
道市・昭和の縄のれん）
○明朗賞＝奥山栄臣・安倍
公志（中央区・ＳＡＹＹＥＳ）
○地区会長賞＝田沼たか
し（稲毛区・群青）
○県会長賞＝森政枝（佐倉
市・裏町酒場）
なお、最優秀賞の高橋伸
和さんと優秀賞の久保田
寿士さんは稲毛新聞のカ
ラオケクラブ推薦でチバ
テレビカラオケ大賞
の番組の出場権が与えら
れた。
25

3

4

平成 年８月に解散した
千葉市中央区の洋服店を営
んでいた有限会社の法人税
等の申告について、同区内の
大手会計事務所が虚偽の申
告書を作成し、税務申告をお
こなっていたことが明らか
になった。
中央区にある大手のＣ会
計事務所が、解散した法人の
清算人からの連絡を無視
し、清算人に相談せずに清算
人の署名押印を偽造するな
どして申告書を作成し、税務
署、千葉県、千葉市に提出し
たもの。解散を無視して年度

20

44

14

たかはし のぶ ちか

7

5

4

最優秀賞は中央区の高橋伸知さん
2

16

会場は応援合戦で盛り上がった

千葉県倫理法人会千葉地区カラオケ大会
街道市会員）と千葉佳子さ
ん（中央区会員）の二人で
楽しく進められた。
始めに千葉地区の齋藤治
雄会長が「日ごろの歌唱力
を十分に発揮して下さい」
と挨拶したあと、ゲスト歌
手の大和晃三郎さんが三
波春男の俵星玄蕃やオリン
ピックの歌等を披露した。
当日は千葉地区の七つ
の単会から 名がエントリ
ー、自慢の歌を披露した。
審査員は各単会から選
ばれた 人。審査の結果、
最優秀賞は「メロディ」を
歌った中央区倫理法人会

3

4
0
0

月 日（日）午後 時
から穴川コミュニュティ
センター多目的ホールで
倫理法人会千葉地区のカ
ラオケ大会（本田健実行委
員長）が行われた。
司会は市川英彦さん（四
25

8

張
主

氏

博

藤城

最優秀賞高橋氏㊨と優秀賞久保田氏㊧
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