⑬牧童などが吹く動物の角で作った笛。

↓タテのカギ

⑨夜明けの空が明るんできた時。春は○○○○。

⑪漢字⇔

③通信をとりかわす。

⑦鬼や猪の口にあるもの。

②遊芸など習うこと。

⑫移植前の幼い植物。

いとは言えないので調査す り東京下町の深川教会で
る必要がある。国会招致は 年、その後千葉教会へ。
参考人招致より偽証罪に問 昭和 年より平成 年ま
われる可能性があり証人喚 での 年間、千葉教会再建
問の方がより重い書き換え のため夫婦で尽力されてい
は虚偽公文書作成罪である る。退職後館山で南房教会
（花園町・岩井 秀夫）。 設立などキリスト教の普及
に努めた。
迷子の通報をした方へ
東洋英和女学院、女子聖
月 日 時頃、親子 学院の中・高等部で宗教主
人で稲毛ペリエで買い物中 任、日本基督教団全国教会
歳の娘が迷子になりまし 婦人会委員長等歴任してい
た。ペリエの方に迷子放送 る。合掌（報告・川村文彦）。
を流して頂き館内を捜しま
したが見当たらず娘と 度
と会えなくなるのでは？と
不安な気持ちで仕方ありま
せんでしたが主人が稲毛交
番へ連絡したところ近隣の
イオン付近で娘らしき迷子
の通報が入っているとの事
で急いで交番に向かいその
後、私達の元へ戻る事がで
きました。
この日から娘をより愛お
しく思い、改めて大切な存
在だと強く感じました。あ
の晩一人で歩いていた娘を
見かけ稲毛交番に通報して
下さいました方、本当にあ
りがとうございました。
こうしていつもの娘の笑
顔が見られる事を心から感
謝申し上げます。そして娘
を早く保護してくださいま
した稲毛交番の皆様とお忙
しい仲娘を捜し続けて下さ
いました稲毛ペリエのスタ
ッフの方々、本当にありが
とうございました（星野）。
17

043-270-0777

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

最成病院

千葉市花見川区柏井町800-1

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

17

元千葉教会牧師の死

ショッピングセンターＰＩＡ3階

10

千葉市美浜区真砂4-1-10

51

22

眼科美浜クリニック
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昭和 年から平成 年ま
で日本キリスト教団千葉教
会で牧師を務めた、高倉田
鶴子氏が高崎の博仁会第一
病院で 月 日心不全のた
め 歳でなくなられた。
喪主は夫で牧師の謙次
氏。高倉氏は東京女高師（今
の御茶の水女子大）東京神
学大学を卒業。昭和 年よ

白内障手術

診 療 科 目 ご予約システムあり

ばれるか、社会人野球まで （バス旅行）。家で猫を飼っ でいるかな（浜野・柳澤範 最近テレビで百歳の方が現
いって選ばれるかと細かく ているので泊まり込みは出 光）。太極拳を習い始めて 役で山仕事や農業に従事し
皆の前で発表していたこと 来ません。留守番の猫ちゃ 年になりますがこの度め ているのを見て涙が出てき
でした（佐倉・小原康子）。 んにお土産の干物を買って でたく師範の資格が取れま て、自分も少しガンバル気
子どもの成長。最近はうん 帰りました（高浜・鈴木晴）。 した。私は資格が欲しいと がでてきました。でも口で
ちやおしっこをしたら教え 特賞１万 円をもらったこ 思ってい なかったのです は言うが出来ません。何と
てくれるようになった（ち と。なんとなく、なくなりま が、夫が皆に自慢したいか か頑張り少しずつ動く様に
ゃごぼーい）。最近姪が産ま した（高洲・河口淸司）。 ら取りなさいといってくれ 努力しています（松波・菊池
れました。とてもかわいい 野菜が高くて食べられませ ましたので試験を受けて無 安佐子）。将棋で初めて永世
（小仲台・服部千佳）。小三 んでしたが最近安くなり嬉 事合格しました。夫がよろ 冠達した井山裕太の国民
の孫が県の百人一首大会で しくなり料理も楽しいで こんでくれ感激しました 栄誉賞の授与に感動しまし
た（朝日ヶ丘・横須賀和男）。
三位入賞したことです（花 す。感動しました。これから （長沼・匿名）。
シャンシャンのかわいさに
見川・斎藤邦昭）。娘がおめ も安くなることを期待して
自然のこと
今でもメロメロです（小仲
でたになり 子目が生まれ ます（祐光・坂本麻衣子）。
冬の寒さに耐えて、春に
るのでうれしいです（千城 昔の友人から電話がきて話
台・高木歩美）。
なると毎年可憐な花を咲か
台南・匿名）。一人息子が英 ができたこと（桜木・小野智
山本甲士の「はじめまして、
せる、庭の梅と杏にはいつ
会話スクールで 番になっ 子）。好きなアーティストの
お父さん」を読んで感動し
もながら感動してしまいま
（作
たことです（東京・最上妙 ライブで感動した
ました（小倉台・中村潤）。
す（みつわ台・黒澤博子）。
子）。一人でごはんを食べら 草部・喜田はるか）。大好き
映画「北の桜守」を観て感動
稲毛海岸駅前のマリンピア
れるようになった。一人で なアーティストのＬＩＶＥ
しました（八千代・牧けい
の周辺に河津さくらが満
歩けるようになった。一人 に行った事です。ＬＩＶＥ
子）。サイエンスアワー
開、めじろが遊びにきて桜
後編。 歳までガンバッて
で階段を上れるようになっ だから味わえる沢山の感動
にまつわりついて！寒いの
生きた難病（プロジェリア）
た。一人でできることが増 があります（園生・櫻井美
に桜を観れるとは（高洲・萩
のアシューリちゃんの言葉
えた我が子（高洲・藤本広 紀）。大学卒業後連絡がとれ
原貴美子）。寒さで花が瀕死
「また生まれるとしたら私
樹）。孫がカナダから手紙を ていなかった仲間達があつ
の状態。なんとかして元気
に生まれたい」に感動（桜木
くれました。もう 人の孫 まりました（長沼・大曾根孝
にと思い土を入れ替えあの
・宮本裕子）。
が高校合格したこと、二人 子）。昨年 月頃からキルト
手この手…数十日したらな
も嬉しいことがあって感動 を始めて今年になり自分の
んと葉も元気になりやがて 政治のこと
しました。ありがとうです リュックを作りやっと 月
花が咲いた。今も咲き続け 北朝鮮とトランプ（船橋・
（宮野木・奥山悦子）。工作、 日に出来上がったのでそ
てます！！（作草部・渡辺満 土屋直子）。
お菓子作りが好きな小学 れに感動しました（小中台・
男）。 月 日にスナップエ
特にない
年の孫に編み物を教えまし 安田美枝子）。スーパーの出
ンドウの種蒔きをして 日
（園生・喜多信枝）。
（椿森
たがまだむずかしいようで 来事ゆずりあい。子供のか
目にワカブキ色の芽が出て
・上田晃之）。（高洲・藤崎
すが、一本の長い紐が完成。 わいい笑顔、ママさんの育
来たので感激しました（小
貞雄）。（稲毛・富山善弘）。
花・ハート・ポシェットを作 て方が良いこと（真砂・藤代
仲台・森田一雄）。
（稲毛・富山厚子）。毎日単
ってあげ、縫いぐるみに夏 幸子）。赤信号の中横断歩道
用冬用の衣装を作りました を渡っていく老夫婦の前に ラジオ・ＴＶ・新聞 調な生活なので刺激が欲し
らほめてくれたのですごく 自転車を放り出し飛び出し ラジオで岩崎ワタルの い（幸町・関義男）。よく考
うれしくなりました（高洲・ て車を止めた若者に感動し 行の美しい歌（詩）を聞いて えて、いろいろ探してみた
戸沢恵子）。
た（長沼原・吉田孝子）。 感動した（千種・土谷よし けど今現在みつからず、こ
昨年の事、人々がせわしく 江）。先日の新聞で私の母と れから探して生きていきま
嬉しい体験
行きかう蘇我駅構内通路で 同じ位の女性が毎日小走り す（真砂・関文子）。残念な
月に卓球大会のミック
飛べない鳩の雛がよちよち で 時間も走っているとの ことですが、最近は感激、感
スダブルス戦５戦全勝で３
歩きしていた。またそこを 記事を見て感動しました 動した出来事が無く、平凡
千円賞金を獲得したことで
通ったら親鳥が口を大きく （松波・中村チズ子）。先週 な毎日を過ごしています。
す（園生・宮澤良平）。電車
開けた雛に嘴を入れて懸命 テレビを見て感動したこ それが良いのかも （稲毛
内で若者から座席をゆずら
に餌を与えていた光景を見 と、百三歳とか百歳の方が の住人）。昔は映画を見ても
れて感動しました（園生・
た。人混みを意に介せず餌 現役で農業に精出していた 感動して、夜眠れないこと
野口一歩）。一月に白内障の
を与える親鳥の雛への愛情 人を見て私もちょっとばか もありましたが、最近は年
手術をしたら世の中が明る
に心を強く打たれた。だい り働く気になりました。で のせいか感動することが少
くなった（園生・諸石早苗）。
じなものを鳩に教えられた も中々思い通りにはなりま なくなりました（幸町・中村
２月 日（フロの日）に日帰
以 上
思いである。親子共に元気 せんネ（松波・中村千代子）。 陽子）。
りで温泉に行って来ました
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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

診療時間
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⑤身につけて持ち歩く。○○○○電話。
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今月のアンケート「最近感動・感激したこと」

3

平昌オリンピックで日本選手の活躍

15

?

10

34

12

⑥釣り糸につけて水に浮かす。

4

5

13

25

2

39

②千葉、神奈川、福島。

2

91

5

ったこと、身体は不自由で
も心は自由だと感動しまし
た（高浜・河野千絵美）。
暗いニュースが多い中で、最近感動した出来事は、「平昌オリンピック パラリンピックの選手の活
・パラリンピック」で日本選手が活躍したことが一番多くあげられました。 躍に毎日感動をもらってい
とくに、日本の女子スケートのメダル数は高木姉妹の活躍で、過去最高 ます。オリンピックもすば
という結果をもたらし、さらに、羽生結弦選手の金メダル、女子カーリング らしかったですが、ハンデ
でＳＬ北見チームの銅メダル、パラリンピックでも大きな活躍を見せてく ィをかかえながらもそれに
れました。平昌オリンピックを契機に、北朝鮮と韓国の対話が始まり、戦 打ち勝ち努力し続ける姿は
本当に美しいと思います
争の危機がひとまず収まったことは大きな出来事でした。
（四街道・三角ひろ子）。パ
ラリンピックで女子アルペ
ン大回転で金メダルの村岡
桃佳選手、勇気と感動をう
ピックスケート金メダリス
平昌オリンピック
河内桃子）。高木姉妹のス けました（長沼原・原田敬
トの活躍（高洲・佐々木靖
やっぱり冬季平昌オリン
ケート（稲毛・富山訓歳）。 子）。パラリンピックの女子
隆）。小平奈緒さんの金メダ
ピック（白旗・青坂美代子）。
冬季オリンピックカーリン アルペン大回転の村岡桃佳
ル（高浜・住村信江）。スピ
オリンピックでのメダル数
グがメダルをとり、チーム 選手が急斜面を滑り降りる
ードスケート小平さんの大
はよかった。北朝鮮の出場
ワークの良いところが（団 姿を見て、ハンディのある
活躍金メダル銀メダル獲得
で面白さ半減（稲毛・森田美
結）これにつながったと思 人とは思えませんでした。
（白旗・佐々木英咲）。平昌
恵）。冬季オリンピックで金
いかんどうした。北見市ガ どんなに努力されたのかた
オリンピックの小平選手と
・銀・銅を取られた方々の
ンバレ （小仲台・寺田純 だただ感動しました（稲毛・
李相花選手（四街道・松戸健
今までの苦労を聞いて感動
子）。冬季オリンピックのカ 斉藤静子）。パラリンピック
夫）。オリンピックの小平さ
しました（匿名）。冬季オリ
ーリング女子です。試合も の選手の頑張りとその結果
ん、カーリング女子、高木姉
ンピックで日本勢の活躍ぶ
感動しましたが、それより （高洲・宇都宮亮）。平昌冬
妹には感動しましたし、元
り（幸町・中村春雄）
（花見
もインタビューに感動しま 季パラリンピック、日本選
気をもらいました（あやめ
川・高橋正司）（稲毛東・
した（山王・斉藤三樹夫）。 手の笑顔と活躍に感激で
台・一森万亀美）。今回のオ
島津千代子）。平昌オリンピ
スケート羽生君が 連勝金 す。腰痛ぐらいでグズグズ
リンピック競技のパシュー
ックで日本選手が活躍した
メダル獲得した事（稲毛東 してはいられないと頑張る
トで滑り方は芸術のごとく
こと（園生・高張実）。オリ
・渡邊幸子）（園生・丸山 気持ちがでました（幸町・
美しく何といったらよい
ンピックで日本がメダルを
宗男）（花見川・相馬英治） 栗原正子）。オリンピック・
か、また金メダルを取るな
個とったこと（仁戸名・
（小中台・高須絹枝）（高 パラリンピックでメダルを
んて、すごく感動しました
高澤正二）。オリンピックで
浜・住村直希）（稲毛・富 とり国民を喜ばせてくれた
（四街道・粟村道生）。平昌
の日本のがんばりにつきま
山輝章）。やっぱりピョンチ 選手の皆さん日常の努力の
オリンピックのスケートで
す（千城台南・匿名）。オリ
ャンオリンピックのフィギ 積み重ねに感動致しました
金メダルをとったパシュー
ンピックのメダリスト達、
ュアスケートで故障をのり （朝日ヶ丘・福田幹子）。
トの勝利（六方・泉谷正誼）
本当に素晴らしいと思う
超え金メダルを羽生結弦君
平昌オリンピックです。金
し、頑張ってきたんだなと
がみごとに取ってくれた事 家族のこと
メダルの羽生結弦、小平奈
思う（作草部・立花裕司）。
です（みつわ台・宇都俊一）。 妻が作ってくれたケーキ
緒、高木菜奈、高木美穂、
冬季オリンピックの中で過
羽生結弦選手が金メダルを （小仲台・横田邦明）。昨年
カーリングの方たちです。
去最高のメダル数でした
とった事です。イケメンだ 春から書道を習い始めた小
特にカーリング の 実 況 中
し、小平さんや高木姉妹、フ
しスタイルも良いうらやま 学校 年生の娘が、県書初
「そうだネー」日本語の言葉
ィギュアスケートの羽生君
しいです（高洲・高野翔太 め展で受賞し、立派な賞状
が聞こえて最高でした（あ
など、感動のプレーがたく
郎）。平昌五輪フィギュア を頂いたこと（園生・斉藤比
やめ台・後藤貞子）。オリン
呂子）。孫が幼稚園の発表会
さんで、久々に熱くなれま
スケート男子羽生さんに感
ピックの小平選手、パシュ
した（幸町・大浦穂乃香）。
動しました。ほんとうに素 ではつらつと演技をしてい
ート、カーリング本当にか
オリンピックにおける日本
晴らしかったです（小深・室 たので、その成長ぶりに涙
んどうしました。素晴らし
女子の活躍（登戸・市角明）。
賀とき子）。オリンピック、 がでました（高品・高見澤雅
かった。他人の私でもこん
平昌で輝いた女子選手達。
パラリンピックで日本選手 代）。孫が大学に受かった事
なに嬉しいのだから、選手
勇気・気品・リスペクトと思
が健闘したシーン（小仲台・ （高浜・古川さつ子）。授業
の御家族の喜びと感動はい
いやり、そして笑顔（四街道
富永政美）。パラリンピック 参観で小学校４年生の息子
かばかりか。選手の皆さん
・島崎冨士男）。平昌オリン
で日本勢がメダルを沢山と が将来の夢はプロ野球選手
お疲れさまでした（小仲台・
になること、ドラフトで選

→ヨコのカギ

読 者 の 声

今月のアンケート・テーマ
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①朝一番に発車する電車。

4

20

⑪あさり、蛤、しじみ。

9
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1

11

20

18

20
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50

20

10

81

⑨工事の時丸太を組んで足がかりとする。

40

「私のＧＷの過ごし方」

38

2

37

4

⑩身をもって経験する。

41

30

⑧二つ揃って一組にする。

5

来月のゴールデンウィークは、どんな
計画でどのように過ごされますか？

14

消えた黒砂小学校

④出張を命ずること。

!

2

しかしその名は今の学校名 る。昭和の金融恐慌時代 リムジンバスで稲毛のバス 私を抱え上げて下さった あったが 億円もするのに
にはない。どのような歴史 年、再び登戸尋常小学校黒 停で降りた時に私の不注意 女性の方は、稲毛在住で、 億円で何の関係も無く売
を歩んだのかみてみたい。 砂分校になり、 年後の昭 から足を踏み外しバス停の 船橋で介護士の仕事をされ 却は疑問に思う。佐川・昭恵
黒砂小が出来る明治８年、 和 年弥生小学校開校に伴 柱に激突、左肘と左ひざに ているというだけで連絡先 氏は民間人だから証人喚問
前年には「小学校維持費負 い同分校となり翌年廃止さ 激痛を覚え地面に叩きつけ 等は一切不明ですが、最後 できない。
千葉市内に新設される学 ちろん学校（当初は 年）が 担過重反対」の農民一揆が れ校舎は公民館となった。 られ起きあがれずにいた にお名前だけでもとお訊き 籠池氏も民間人なのに喚
校がある中で、昨年までに 作られた。
）年、弥生 処、偶々通りすがりの見ず した際に、「大島さん」と云 問されたがこんな言い訳は
各地に発生している。当時 昭和 （
消えた学校は 校、その中 千葉市内で最初に出来た 黒砂地区は戸数 、人口 小と登戸小の学区の一部を 知らずの２人の介護士の方 われてました。
通らない。職員の自殺の遺
人、今の黒砂四丁目に 持って緑町小学校が創立さ の咄嗟のご好意から私を立 救急車の手配をして私が 言で書き換えを認めたこと
で合併・統合され新たな学 学校は、犢橋小学校で明治
区が造られ再出発した学校 ６年１月 日。以下２月に 開校した。児童数男 名・ れるに当たり黒砂地区は緑 ち上がらせ抱きかかえ頂い 救急車に乗るまで見届けて なのか。なぜ遺書を公表し
は 校。今から 年前、幕張 新宿小・本町小・登戸小・ 女１名計 名。この当時の 町小の通学区となる。
た上、救急車の手配までし 下さった若い男性は、稲毛 ないのか。安倍氏は麻生氏
小でのこと、戦前につくら 生浜小、３月１日が蘇我小・ 多くの学校のスタートはお 緑町小開設準備の過程で て頂き私が救急車に無事乗 駅に近い稲毛東あたりに住 の責任、麻生氏は佐川氏の
れた木造校舎が壊されたそ 検見川小・稲毛小・幕張小 寺・旅籠・民家等などが多い は「仮称黒砂小学校」となっ るまで待機頂きました。 んでおられ、某病院で介護 責任とたらい回しで佐川氏
の日、夕食のため入った近 で、３月 日が畑小、 月１ が、新築校舎であった。しか ていたが、当時の緑町町内 見ず知らずの私（ 歳）に 士の仕事をされているとの だけが餌食になった。
くの店で、ひとり飲んでい 日白井小、５月 日寒川小、 し残念ながら財政困難によ の陳情により緑町（みどり 対するこうした心温まるご ことでしたが、お名前は「い 昭恵氏はいい土地だから
る人がいた。話しかけたと ５月 日椎名小、８月 日 りわずか 年で登戸小学校 まち）小学校と名称が変更 親切な言動に接し、私は大 ままきさん？」といわれた 前に進めて下さい、名誉校
ころ「自分たちが学んで来 都小、 月 日更科小、明治 に統合され黒砂分校となっ され開校になっている。 変な感動を覚え感謝の気持 ようでしたがはっきり聞き 長として園児に総理大臣は
偉い人と言わせたり我が者
た木造校舎が壊され、なく ７年開校は都賀小・園生小・ てしまう。
学校の歴史は地域の歴史 ちを何とか伝えご恩返しを 取れませんでした。
なっていたのをかなしんで 横戸小・誉田小で明治８年 その後明治 年千葉師範 だ。この施設は元○○小学 したいと思い、お二人にお 私は、救急車で最寄りの 顔にしているのに関係ない
いる（私には泣いているよ 黒砂小、明治９年土気小が （今の千葉大学教育学部） 校だった、がこれから増え 名前、連絡先、電話番号等を 稲毛病院に担ぎ込ま れた のは納得できない。
うに見えた）のだ」と言う。 出来ている（平成 年発行 学校の附属小学校（猪鼻町 るのだろうか（鎌ヶ谷・元稲 是非教えて頂けないかと何 後、レントゲン検査の結果、 安倍氏は私と妻が関係し
多くの学校に、それぞれ 千葉県小中学校校長会編 にあった）が学区制をとっ 毛小校長・島津 幸生）。 度も伺いましたが、お二人 左肘は完全に骨折、左ひざ ていれば総理、議員を辞め
とも、
「当たり前のことをし は出血打撲傷と判明、 月 ると言っているのでやめる
に歴史があり、地域にまた 「校長会 年の回想と展 ていたため、村地区におけ
私を助けてくれた人へ
る小学校教育の研究を目的
ているだけですから」と云 日（土）に、左肘手術の為 のか、この発言によって官
歴史が出来る。明治 年（今 望」）による。
から１４６年前）学制が公 千葉市内で 番め、明治 とし黒砂分校は、千葉師範 「去る 月 日（金）午後 って、お答えになろうとさ の一連の検査を 時間か 僚が特殊性、特例的な内容
けて行い、 月 日（月） とし忖度が働き書き換えた
布された。千葉市内にもも ８年に出来た黒砂小学校、 附属第二小学校と衣替えす 時頃、私が羽田空港から れませんでした。
に稲毛病院に入院、 月 のか、又、上からの命令なの
「私のＧＷの過ごし方」 ☆多田屋賞＝千円分の図書 江（千種）。
【クイズ応募方法】
日（火）
に、
全身麻酔による
か、太田局長も首相答弁を
☆名古屋製酪賞・無臭ニン
左記のクロスワードパズ こんどのゴールデンウィ カード（２名様）
左肘の手術を受けました。
否定していない。誰が書き
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ ークは、どんな計画でどの ☆アクアリンク賞＝スケー ニクあほえん＝中村チズ子
幸い術後の経過は良好 換えたか国民は知りたいと
（松波）鈴木晴（高浜）小原康 で、左肘の痛みと腫れ、熱感 思う。
の順に文字を並べると言葉 ように過ごされますか？
ト無料券（５組様）
になります。その言葉とア 締切・平成 年 月 日 ☆吉本イオンモール劇場賞 子（佐倉）坂本麻衣子（祐光） は顕著に残っているもの 佐川氏の喚問で驚くこと
（当日消印有効） ＝無料観劇招待券（ 組様） 粟村道生（四街道）。
ンケートの質問内容をハガ
の、あとは外来でリハビリ になるかも知れない。国会
☆千葉市動物公園賞・無料 に精を出すようにとの条件 前では大勢の人が集まり安
キに書いて住所・氏名・年齢
今月の賞金・賞品
月号の当選者
招待券＝河野千絵美（高浜）
・電話番号を明記。〒２６３
倍辞めろと叫んでいる。
付きで、１週間振りに退院
月号の答えは「ハルガ 平木恵理（小仲台）福田幹子 することが出来ました。
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆特 賞＝１万円（ 名）
佐川氏を長官に抜擢しか
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン キタカナ」でした。抽選の結 （朝日ヶ丘）宮澤良平（園生） 今の世の中、老人をター ばってくれると出世させる
果次の方が当選しました。 諸石早苗（園生）。
係」宛。なお、応募はメール ニクあほえん（５名様）
ゲットにした殺人、窃盗等 とみせつけていたが大騒ぎ
【敬称略】 ☆多田屋小仲台店賞・図書 暗い話が多いなかに あっ になり首にしたが佐川氏は
☆千葉市動物公園賞＝入園
でも受付します。
☆特賞・ 万円＝土谷よし カード＝渡辺満男（作草部） て、上記のような感謝、感動 操り人形でナポレオンの百
招待券（５組）
※今月のアンケート
菊池安佐子（松波）。
を伴う明るい善意・実話が 日天下のようだ。
☆アクアリンクちば賞・無 あることを是非読者の皆様
佐川氏ばかりを責めない
料滑走券＝齋藤比呂子（園 に判って頂きたいとの思い で昭恵・平沼鴻池氏等も調
生）中村潤（小倉台）喜田は から投書しました（稲毛区・ 査すべきだ。
るか（作草部）高木歩美（小
上田義晴）。
安倍氏は今となって友達
仲台）服部千佳（小仲台）。
ではないと訂正している。
誰が書き換えたか
☆吉本イオン劇場賞・無料
百万円問題でも昭恵氏は出
招待券＝萩原貴美子（高洲） 一年も前から騒いでいた てこず籠池氏だけが喚問さ
奥山悦子（宮野木）渡邊幸子 森友問題も黒幕が出ていよ れ牢獄に入れられ、うやむ
（稲毛東）関文子（真砂）大浦 いよ解決されそうだ。週刊 やになっている。加計につ
穂乃香（幸町）。
誌に安倍夫妻の犯罪の真 いても安倍氏は理事長とゴ
相、麻生さんの責任転嫁と ルフをやる仲なので関係な
6
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