痛みシリーズ

藤城 博

その意味は安静イコール動
新連載・
かさないこととは限らない
間違いだらけの痛み対策 ⑧ ということです。というの
も腰椎椎間板ヘルニアなど
都賀治療院 院長
でうつ伏せや仰向けで、下
肢の方へ放散痛が次第に増
う。手の場合は三角巾で高 してくる場合があります。
めに吊っておくか、机の上 そういう姿勢は神経根の
に台を載せ、その上に載せ 傷口を突出した髄核が圧迫
ておくと治りが極めて早い している姿勢ですから、そ
です。特に最初の１～２週 ういう状態で治療したり、
間これをやるかやらないか 安静にしていても治らない
が重要です。ここで「安静」 ばかりか、痛みが増強して
について考えて見ましょ 次第に悪化してゆきますか
う。一般には安静と言えば ら、治療中や日常の姿勢な
寝ているか、または座っ ども大切な要因です。
ている状態仕事をしない 痛いということは、今現
状態運動器であれば患部 在傷口を刺激しているとい
を動かさない消化器や内 う証明ですから、繰り返し
臓であれば絶食重症者は 痛みを出していれば炎症が
面会謝絶などですが新しい 治まらず、痛みが慢性化し
安静の定義を提案します。 て行くのです。また自宅で
④安静とは痛みを出さない 安静のつもりで寝ていても
姿勢のこと
ダメージポジション（痛み
安静とは単に動かないで を悪化させる姿勢）で寝て
ジッとしていることを言う いては、痛みが増してくる
のではなく、痛みを出さな ばかりでなく長期化します
い姿勢のことをいいます。 ので、あくまでも痛くない

姿勢が治る条件です。ある んでいますが、体の側から
いは安静にしているにも関 見れば安静になっていない
わらず、痛みがひどくてど ケースが多々あります。
うしても治 まらない場合 日に例え数回でも痛みを誘
は、中でも一番らくな姿勢 発すれば、傷口をひっかく
を捜し出して、それを維持 のと同じですから治りが遅
していると、やがて痛みが れるのです。くどいようで
軽減してきます。次の段階 すが「安静とは痛みを出さ
として動かさなければ痛く ない姿勢」のことで、それを
ないようになり、さらに良 「治るまで維持する」ことが
くなると動かしても痛くな 完治につながるのです。そ
いという風にして治ってい の期間の長短は症状の重症
度によりますが、これらを
きます。
椎間板ヘルニアの重傷者 徹底すれば最短時間で治り
は入院して硬膜外ブロック ます。極論を言えば、たとえ
注射をしますが、この場合 歩いたとしても、歩行の最
の治っていくための要因と 中とその後も痛みが出なけ
して二つあります。ひとつ れば患部の組織は刺激され
は薬の効果と、もう一つは ていないことになり、安静
入院で絶対安静に近い環境 が保たれているということ
が整うこ とも見 逃せませ になります。
ん。自宅にいますと、特に主 ○運動器系の痛みは靴ずれ
婦などは、最低限トイレや を治す要領で
風呂、人によっては炊事、洗 運動器系の痛みはどれ程
濯までやってしまい安静が 慢性化していようとも、大
出来ていないのです。また なり小なり今現在炎症があ
本人は仕事をしていないか ります。例えば、 年も 年
ら、それを安静だと思い込 も増悪を繰り返 していた

それは事実に反する。
米軍隊が居て、用心棒
代 兆円を支払ったから
だ。トランプ大統領は用
心 棒 代 値 上 げを要 求す
る。日米同盟を破棄する
なら、憲法 条を破棄し
て 軍隊を持 つ 必 要 が あ
る。保守は 条 項 項

国際法違反の憲法

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！

むらまつ ひ ろし

「悪党とは？」の説明で
は「鎌倉時代末、幕府の支
配に従わない武士が現
れ、悪党と呼ばれました。
年貢をうばうなどの乱暴
をはたらき、幕府に反抗し
ました」と書かれている。
楠木正成については「鎌
倉時代に登場した悪党の
代表的存在です。河内（大
阪府）を拠点に力をたくわ
え、後醍醐天皇のよびかけ
に応じて、鎌倉幕府をたお
す戦いを始めました」と書
かれている。
この一連の記述を読め
ば、楠木正成は悪い人だと
思ってしまうだろう。初め
の生徒の中学校でも同じ
副教材を使っているとのこ
となので、教師がこの説明
を読みながら「悪い奴」と言
ったに違いない。
私は若い頃に吉川英治
の『私本太平記』を読んで
楠木正成を尊敬するように
なり、その足跡を訪ね歩い
た。歴史を勉強すると尊敬
したくなる人物に出会
い、その生き方に学びたい
と思う。その筆頭が楠木正
成だ。人としてどう生きる
べきか、楠木正成から学ぶ
ことは多い。そんな尊敬す
べき楠木正成が、今や中学
校で悪い奴と教えられて
いるとは…。楠木正成イコ
ール悪い人と思わせる記述
は訂正しなければならな
い。また悪党という言葉は
誤解の元なので、中学で教
えるべきではない。文部科
学省の検定を受けない副教
材は誰が内容をチェックす
るのか、誰が採用を決める
のか、文科省は明確にしな
ければならない。

上田 真弓

私が尊敬する楠木正成

その１週間後の 日、大田
中将は司令部壕で自決し
た。 歳だった。
この電文は大田中将の温
かい人柄を伝える名文とし
て知られる。昭和 年には
当時の長柄町長らが中心と
なって生家前に顕彰碑を建
立した。
発起人の一人で西福寺
（同町六地蔵）の三田隆広
住職は「沖縄では今でも尊
敬され、親しまれているが、
地元ではその功績を知らな
い人も多い。興味のある人
はぜひ参加してほしい」と
呼びかけている。
解散後、希望者による笠
森観音を参拝する。
顕彰碑の場所は千葉県長
柄町高山６３６。
お問い合わせは三田住職
携帯電話０８０・５４９９
・２３９９。

役満賞 石井様（国士無双）・川畑様（四暗刻）

ランシスコ講和条約締結
の時、マッカーサーによ
って首相になれた吉田茂
だけが米国国務長官に別
室へ呼ばれ締結した条約
である。それ以来、今日ま
で沖縄を始め日本各地に
米軍基地が置かれ、米国
軍隊が我国を占領してい

り、または次第に悪化して
いたり、あるいは急性期の
痛みほどは痛くないが、そ
の後痛みが平行線の場合な
成田市
どですが、いくら慢性化し
ていても痛むところは必ず 私は塾で英語を教えてい
炎症があります。この炎症 るが、先日、歴史好きの中
を治めれ ば 痛みは 治りま 学生が「歴史の授業で先生
が楠木正成は悪党で悪い
す。
運動器疾患の慢性的な痛 奴だと言っていました」と
みは、損傷や物理的刺激が 言うので驚いた。
歴史の教科書（東京書
殆どで、簡単に言えばくり
返しそこを刺激することで 籍）を見せてもらうと「鎌倉
炎症が起きてセンシティー 時代後期、荘園領主や幕府
ゼーション（知覚過敏）状態 に従わず年貢をうばう武士
となっていますから、そこ も現れ、悪党と呼ばれまし
をこすらない（刺激しない） た」と書かれている。楠木
よ うに し て 一 定 の 期 間 正成も悪党だが、この悪党
（炎症が治まる期間）維持 とはこの時代特有の言葉
すればよいのです。靴ず で、現在の一般的な意味で
れを治すのに靴をやめて 解釈すると間違える。悪に
草 履か下 駄 に は き 替 え は 強 い と い う 意 味 が あ
て、かかとの赤むけの部 り、単純に悪い奴らという
分をこすらないようにし 意味ではない。生徒に説明
て、 ～ 週間経ると新 して教師に伝えてもらっ
しい皮膚が再生してきて たところ、「先生が調べて
治るのと同じ原理です。 みると言っていました」と
（以下次号に続く） のことだった。
別の中学校の同学年の
生徒に「楠木正成のこと習
った？」と聞くと、「まだ
出てきません」と言うの
で、「習ったら、先生がど
んな説明をしたか教えて」
と頼んだ。すると後日、
「先
生は資料集を読んだだけで
したが、楠木正成は悪い人
だという印象を受けまし
た」と言うので、その資料
集を見せてもらった。
副教材として使われて
いる浜島書店『よみとき総
合歴史』で、「後醍醐天皇
は政治の実権を幕府から朝
廷に取り戻そうとしまし
た。２度失敗して隠岐へ流
されましたが、北条氏に対
して不満をもつ悪党（楠木
正成ら）、御家人（足利尊
氏・新田義貞ら）を味方に
つけ、幕府を倒しました」
と書かれている。

第 回大田中将顕彰慰霊祭
月 日（水）生家前で実施

先の大戦末期、死闘が展
開されていた沖縄戦で困窮
していた沖縄県民に特別の
配慮を求める電文を送った
ことで知られる長柄町出身
の旧海軍沖縄方面根拠地隊
司令官、大田実中将を顕彰
する集いが 月 日（水）午
後 時受付開始で同町高山
の生家前で行われる。

慰霊祭は「日本のために
戦った大田中将の思いと足
跡を後世に伝えたい」と、地
元有志（日本の心をはぐく
む会茂原）が戦後 年の節
目の 年前の命日を契機に
始められた。
当日は午後 時 分から
約 時間、顕彰碑前で供養
と大田中将慰霊とともに散
華された幕僚 名の魂入開
眼供養を執り行う。
大田中将は昭和 年６月
６日、米軍との戦いが激化
する中、沖縄県民の協力と
支援をたたえ、窮状を訴え
るため「沖縄県民斯ク戦ヘ
リ。県民ニ対シ後世特別ノ
御高配賜ランコトヲ」との
電文を海軍次官に送った。

今月から漫画の
住まいの救急社
作者が交替します 漏った・詰った・壊れたから新築まで

地元のリフォーム工事店・㈲マイケン

他18名が跳満達成

千葉市稲毛区小仲台6-2-16
043-253-0503㈹

㈱雅セレモニーホール
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国連の常任理事国はテ 国を攻撃する。財政が破
ロ組織に自国の国益のた 綻する国の円は
円が現在
め武器を売っていて、世 年、
界の武器取引の ％を占 円の円高だ。
めている。この驚くべき 本当に財政破綻するな
事実を認識できない政治 ら円は暴落する。財政破
家、マスコミ、学術会議、 綻の財源なしで公共投資
経 団連 が 戦 後体 制 で あ 額を半分以下にした政治
る。日本の金融資産は共 家も国賊である。ＧＤＰ
をＣＨＩＮＡ、米国、韓
国、ドイツなどは 倍か
ら 倍に伸ばした。
もし日本が 倍に伸ば
せたら、 千兆円になる。
日本を敵国とする国連の
敵国条項で日本を後進国
にした。ドイツには原爆
を落とさず、憲法は 回
も改正出来た。
我国は先ず国連の敵国
条項を破棄させることが
先決だ。本物のナショナ
リストはいないのか？

産ＣＨＩＮＡ（中国）の
倍もあるのに、財政破綻
を言う財務省は行政文書
も捏造する国賊だ。
敵国条項の国連は日本
が財政破綻するので、財
政再建で増税せよと 年
前から経常黒字国の日本

入野 守雄

いたはずだ。対応できる業
者がいないというのはやむ
を得ないようである一方、
にわかには信じがたいもの
だった。
実際、本紙が探し出した
業者は中央区内に所在して
おり、しかも市の取引業者
としての登録があるばかり
か、巣の撤去実績がある業
者であった。これでは「対応
できる業者がいないからで
きない。」という理由は通用
しない。
業者を把握する体制に問
題があったことは確かだ
が、カラスの巣は毎年でき
るから、今後は充分な体制
を構築して、備えてもらわ
なければならない。

の軍隊否定を残し、自衛
隊を書く。これでは自衛
隊は今まで通り憲法違反
だ。革新は憲法改正を戦
争法案と反対し、日米軍
事同盟破棄を主張する。
しかし、護憲では論理に
一貫性がない。

稲毛新聞論説委員
る。政治家やマスコミは
日本国憲法や日米軍事同
盟を、米国が強制したこ
とを否定しないし、曖昧
にする。
革新は現憲法があった
から軍隊がなくとも平和
が守られたと主張する。

あったが、危険は放置され
たままであることから、本
紙は独自に業者を探すこと
にし、５月になって、中央
区内に対応可能な業者があ
ることがわかり、遅ればせ
ながら撤去に向けての準備
が始まったところだ。
しかしながら、最初に住
民が市に巣の撤去を要請し
てからすでに２カ月以上た
ってもそのままであること
は看過できない。
また、本紙が業者を探さ
なければそのままになって

わせを感 じ る 部 分 も あ
る。来年４月には統一地
方選挙があり、新たに選
出される市議の任期は新
元号に変わる５月１日か
らだ。改選を機に、新たな
気概をもって私たちの暮
らしを守り、支えてほし
いと願うばかりだ。
事件が起きた「居酒屋」
は、その日以来休業。再開
する見込みはない。

倍 満 成毛様・本田様・吉田様・石井様・中様

患部を自分の心臓よりも
はっきりと高い所に持ち上
げます。その際、心臓との落
差が大きいほど血圧が下が
り効果が高いです。こうす
ることで内出血を防ぎ、痛
みも軽くなります。
いすや台、クッション、ま
くらなど、ミカン箱の上に
クッションを置きその上に
足を置くとより高く出来ま
す。睡眠中も安定したもの
で挙上したままにしましょ
う。そうすると極めて早く
治ります。
日中は足の場合は机の上
に載せておくとよいでしょ

国際法違反の日本国憲 茂外相が持ち、もう一通
法は、マッカーサーがフ は米政府が持った。米国
ィリピンから開戦後一か の凄いところは日本と違
年 月、 い機密文書を保管し、捏
月の
万人 の 米 軍を持 ち な が 造しないことだ。
ら、 万人の日本軍に撃 日本国憲法はマッカー
滅され、 万人の部下を サーの私怨と国際法違反
捕虜にして、遁走した屈 の原爆を 発投下したこ
辱を晴らすために作った とで作られた。国際法は
憲法である。
ＧＨＱは憲法草案を幣
原政権の吉田茂外相に
年 月手渡した。
同席したのが松本烝治憲
法学者、白洲次郎である。
草案は吉田茂外相には前 日本が米国に 発原爆を
もって知らされていた。 落 とすこ とを認 め て い
松本、白洲は強硬に反対 る。だから米国は憲法
した が 吉田 は 黙 っ て い 条 項で戦争と武力行使
た。ＧＨＱは反対すると を放棄させ 項で陸海空
天皇の命は保証できない 軍を持たせず、交戦権は
認めないとした。
と脅迫した。
機密文書の草案は吉田 日米軍事同盟はサンフ

丸よし公園のカラスの巣撤去へ
あり、住民は危機感を持っ
ている。市は巣の位置が
メートルと高く、対応でき
る業者がいないから、今年
は我慢してくれという。け
が人が出ないか心配だ。」と
切実な内容だ。
本紙の取材に対し、中央・
稲毛公園緑地事務所は同様
の説明を行い、
「巣の位置の
高さや、現場の状況、重機を
搬入できるかなど、対応で
きる業者がおらず、どうし
ようもない。樹木の伐採な
らすぐできる。」とのことで

本紙の調査で対応できる業者探す
千葉公園の蓮池で生まれ
たばかりの真鴨の雛がカラ
スに五羽食いさられたり、
ゴミ置き場の袋を破り、中
の餌を食い荒らされたりす
るなど、カラスによる被害
が続いている。そんな中、
本紙のインターネットホー
ムページ読者の声欄に、４
月 日、杉の木の高いとこ
ろにカラスの巣ができたが
市が撤去に応じず危険なま
まだと、怒りの投稿が寄せ
られた。
「公園の隣には保育園が

稲毛で親子 人殺傷事件
容疑者は小田元市議会議員

小田求容疑者は 日午
前、西署から千葉地検に
移される際に、集まった
報道陣を見て笑みを浮か
べながら捜査車両に乗り
込んだが、ひげを生やし
半袖Ｔシャツ姿。市議時
代の風貌と違っていた。
それにしても市議会の
稲毛区選挙区はたびたび
何か起こる。駅頭での場
所取りで殴る議員が出た
り、現職議長が議員辞職
したこともある。
政令指定都市になって
区ごとに選挙区が分かれ
て以降、市議の補欠選挙
が行われたのは３回ある
が、いずれも稲毛区だ。
別に稲毛区のせいでは
ないが、何かのめぐりあ

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

霊園案内サービスセンター

様
様
様
様

京成大久保駅より徒歩3分

279-1234

ときや不動産

習志野ホール

本社
㈹
■営業時間／AM9：00～PM18：00

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

千葉県知事第3588号

JR幕張本郷駅より徒歩５分

稲毛構内タクシー

株式
会社

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
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長い間漫画家ジョウ
ジマさん作「セイギ君」
にかわり、今月から漫画
の作者が「立派な人」と
題して福井県にお住ま
いの本多奈津子（イズ
ミ）さんに代わります。
本多さんは社会風刺
派として知られる有名
な漫画家です。
マンガで読む昭和史
「南京大虐殺」の真実や
チベット大虐殺の真
実！チベットを救え！
目覚めよ日本！我々こ
そが救うのだ！などの
作品がある。
現在「郷守人」編集長
として活躍している。

跳 満 3回達成 中川様・野村様

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
他30名が満貫達成

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

1360ポイント
650ポイント
570ポイント
95500点

-812-313
様
満貫 7回達成 粟村

●いずみ霊園 ●御成霊園

40名の方々が楽しく遊びました。

5月の実績報告
第一位
石井
第二位
中川
第三位
中
最高得点 石井

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10クール 6月12日（火）10時～ 5回戦得点上位者に景品あり 参加費2500円

優
優良
良霊
霊園
園
稲毛新聞読者感謝ディ 6月20日 （水）10時～
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にわか雨対策 二次会に行きましたが隣の
これからの
お客様が政
季節、洗濯物
治経済で激
を外に干して
論を交 わ し
出かけると急 ていました。
な雨が心配になりますね。 酔いが醒めた後、話した
そんなお宅はベランダに ことをおぼえているのかな
テラス屋根を付ければ安 と思いました。
心して出かけられます。ア 議論だけでは世の中は変
ルミ製で耐久性抜群。工事 わりません。実際に何がで
も一日で終わります。
きるかだと思います。天下
色々な形とグレードが 国家のために自分は何がで
あるのでマイケンに相談 きるかと思うと、私は偉そ
してみて下さい。出張相 うなことを言う自信があり
談、見積もりは無料。
ません。今は仕事を通じて
「もっと早く取り付ければ 一重にお客様のためにと一
よかった」というお客様の 生懸命努力するのが社会貢
声が多数届いています。 献だと思っています。
※有限会社マイケン
社長のひとり言
※連絡先・千葉市稲毛区小
『酒場の激論』
中台町１２０１～
総会の懇親会が終わり ０４３・２０７・７１２２
14

安心価格！雅の家族葬
定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！
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つて父親への傷害で逮捕
されたことがあったが、
精神的に不安定な部分を
持ち合わせていたともい
われており、慎重に捜査
を進めている。
容 疑 者を知 る 者 は 多
い。現職の千葉市議の大
半が同時期に議員だった
こともあり大きな衝撃を
与えた。市長選挙に転出
した熊谷議員と辞職した
議員の欠員を埋める補欠
選挙で田沼隆志元衆議院
議員とともに市議会議員
に初当選したあの時の議
員なので記憶に新しい。
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大田實海軍中将の碑
本多奈津子さん
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小田求容疑者
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小雨が降りしきる 月
日の夜、小田求元千葉
市議会議員（ 歳）による
衝撃 的 な事 件 が 発 生 し
た。自身の誕生日に集ま
った家族との食事会の席
上で、姪にあたる幼い女
児（ 歳）を刺殺するなど
凶行に及んだ。
事件のあった飲食店は
稲毛駅前の通りに面した
居酒屋。小田容疑者はか
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翌朝事件現場で取材する報道陣
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