は精神面からくるものを除
けば、現在進行形で組織の
損傷があるか、あるいはそ
の時の障害で遊離された化
学物質（ヒスタミン、ブラジ
キニン、プロスタグランジ
ン、ロイコトルエン、サブス
タンス ）などによって引
き起こされている可能性が
あります。従って痛みを治
すためには、仕事や生活習
慣などを工夫して、損傷部
位を治らないうちに刺激し
ないことと、発生した化学
物質を治療ですみやかに、
腎臓から排泄させれば最短
時間で治ります。また長引
いている痛みは、日常の中
で痛みを頻繁に出している
訳ですが、痛みを伴う動作
や姿勢はその都度に傷口を
あらためて傷めなおしてい
る訳です。
中 に はリハ ビリと 称 し
て、わざわざ痛みを伴う運
動をして、その部位を再受
傷させ、悪化や、長引かして
いる場合も多々見受けられ
ます。人間は、完全な本能で
の判断より不完全な大脳の があり一定の大きさになる
判断を優先するからです。 と、初めて拾い上げるとい
わたしたち人類は大脳が う法則があります。その基
発 達し た こと が あ だ に な 準は障害が発生するか、命
り、間違っていることが沢 に問題が起きそうかどうか
山あります。自然界の動物 で、その刺激を拾い上げる
は自然の環境にいる限り、 かどうかが決まります。
本能はほぼ完全な判断が出 たとえば刺激の大きさが
来ます。ところがその動物 ５という量で初めて痛みと
も人間社会に来ると自然界 し て 拾 い 上 げ て い たも の
と は ルール が 違 い ますか が、低気圧下では３ぐらい
ら、本能では対応出来ない で拾い上げてしまうという
ことが起きます。これは感
ことが出て来ます。
例えば、車にひかれたり、 受性が高まる訳ですが、例
鉄砲で撃たれたり、わなを えば私たちはしばしば、古
しかけられたり、毒を食べ 傷が痛むから明日は雨だと
たりして捕まってしまうの 判断したりします。今のと
ころそれにどういう意味が
です。
あるかは分かりません。ド
気圧の変動で
イツでは気圧と病気発生に
痛みの閾値が変わる
特に慢性化した痛みは昔 因果関係があるので、救急
から天気を見ると言われま 車の待機台数と人員を気圧
すが、高気圧から低気圧に の状態に連動させて配置し
急激に変わるその変わり目 ているそうです。そしてニ
で痛みが強くなったり、今 ュースなどの天気予報で必
までなかった痛みが出現し ず気圧も報道するのが定番
たりすることを私たちは経 だそうです。さすがは合理
主義の国だけあります。
験しています。
（以下次号に続く）
痛みには閾値というもの

新連載・間違いだらけの痛み対策
疼痛の心理学的特徴 ⑪
評判でした。
心の問題はまだまだ未開
拓の分野ですが、現代人は
物質文明の中で強靭な精神
を置き忘れ、心身共に弱体
化（痛みに対して過敏にな
っている）しているように
思います。いずれ自律神経
訓練法やヒーリングなどを
用いた痛みの治療が一般的
に行われる時代がくると思
います。
一時、中国の針麻酔が日
本でも使われたことがあり
ましたが、うまくいかなく
て、今ではあまり実施され
ておりません。中国では医
学の世界にまで「偉大なる
毛主席の指導により」とい
う毛沢東語録による暗示効
果が使われています。麻酔
分位説得して、
の前に
それによる暗示にかかりや
すいひとにだけ実施して成
功する訳ですが、この例は
痛みが人格や感情、イデオ
ロギー、宗教などの影響を
大きく受ける典型的な例で
す。痛みがあるということ
る必要がないという立場か
らは、危険な普天間基地を
撤去すればいいのであっ
て、辺野古への移設は基地
の移設ではなく危険の移設
にすぎないともいう。
どちらも正しい沖縄の民

おうと、産経新聞が全文を
掲載した。その内容が台湾
の発展に尽力した八田與
一の話だった。
ここから多くの日本人が
台湾と日本の深い関係を知
るようになり、台湾との交
流が活発になったのだ。
日本で話が聴けないな
ら台湾に行って聴こう
と、翌年産経新聞が企画し
たツアーに私も参加し、李
登輝氏のお話を聴いて感激
した。私は産経新聞のツア
ーに連続五回参加して李登
輝氏のお話を聴き、毎回感
銘を受けた。八田與一の話
は日本の教科書に載り、マ
スコミも台湾について報
じるようになり、台湾が大
好きな日本人が増えた。
原稿の全文を掲載し、ツア
ーを企画したのは、産経新
聞の台北支局長だった河
崎真澄記者だ。
私はその後も何度か台
湾を訪れ、河崎記者に紹介
してもらった日本語世代
の台湾人の方々から貴重
なお話をたくさん伺った。
志願して日本兵になった
方、二二八事件で父親を殺
された方、高砂義勇兵の慰
霊碑建立に全力を尽くした
方など、日本を愛してやま
ない方々の話を聞いて、そ
の熱意に心を打たれた。し
かし皆さんご高齢で、多く
の方が亡くなった。台湾で
直接聞いた話を日本の人た
ちに伝えていかなければ
ならないと思っている。
親しくしていただいた台
湾の方々のご冥福をお祈り
します。
そして李登輝元総統の
ご健康をお祈りします。

上田 真弓

李登輝元総統のご健康を祈る
成田市

月下旬に台湾の李登
輝元総統が沖縄を訪問さ
れ、氏が揮毫された台湾出
身戦没者慰霊碑の除幕式
と慰霊祭に出席した。そし
て関係者や多くの日本人
と交流を深めた。
歳のご高齢となった
今も、台湾と日本の交流に
全力を尽くしておられるお
姿に感動する。
李登輝氏は２００７年
に長年の念願であった靖
国神社を参拝し、戦死して
祀られている兄との再会
に涙を浮かべた。同時に靖
国神社に祀られている約
２万８千人の台湾人を慰霊
した。中国や韓国が日本に
慰霊碑などを建てる時に
は、必ずと言っていいほど
日本への恨みが込められて
いる。しかも嘘だらけの歴
史に基づく憎しみだ。しか
し李登輝氏の思いは、戦死
した台湾人への純粋な慰
霊の思いだ。今でこそ台湾
を旅行する日本人が増えた
が、きっかけを作ってくれ
たのは李登輝氏だ。
それまでは台湾を旅行す
る日本人は非常に少な
く、台湾がテレビで取り上
げられることはほとんど
なかった。中国や韓国を旅
行する日本人は多く、マス
コミは日本を批判する中国
と韓国のことばかり報道
していた。なぜ日本を愛す
る近くの台湾を紹介しない
のか本当に不思議だった。
２００２年に李登輝元
総統は日本の大学で講演す
る予定だったが、中国がら
みの様々な妨害で実現でき
なかった。せっかく書いた
原稿を日本人に読んでもら
■営業時間／AM9：00～PM18：00

博

る程度自分で制御出来ると
いうことです。
例えば「この怪我はたい
したことはない。痛みも少
ないし、次第に良くなって
ひとが痛みを感じるとき、 いる」と強く思うことを繰
そこには純粋な知覚だけで り返していると、治りが早
なく、その人の感情や発生 いという報告もあります。
状況などが関係して複雑化 従ってこの精神面は大い
してきます。
に利用すべきなのですが、
人格特性の中で、怖がり、 実際にはあまり使われては
心配症、不安の強いひとな いません。
どは本来の痛みより強めに このスピリチュアルな領
訴え、逆に何らかの制御が 域は計り知れない力と可能
出来るひとは、強い痛みに 性がありますので、積極的
も耐えられるという傾向が に右脳を開発して最大限に
あります。そういう人は、痛 利用すべきです。
みを減らすことが出来る我 フランスの薬剤師でエミ
～
慢の訓練や思考回路を持っ ール・クーエ（
ている人です。
年・自己 暗示法の創
つまり痛みの強さは個人 始者、暗示で奇跡的治療を
差が大きく、しかも痛みに 行なう）という人が自己暗
対する考え方、思い方で、あ 示法で患者の治りが良いと
くなってほしい宜野湾市の
前市長を擁立し、反対派は
翁長前知事が後継候補に指
名した衆議院議員を担ぐこ
とに決めた。
基地のすぐそばに学校や
住宅があり、戦闘機やオス

での議論は、本当の沖縄の
人々だけの意見を見失わ
ないことが重要だと思
う。
今月 日に沖縄の民意
が示される。強い関心を
持って、見守りたい。

大石悠斗さんが千葉県代表に

日本カラオケボックス大賞全国大会千葉県予選会

他10名が跳満達成

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

都賀治療院 院長 藤 代

ではない。その琉球の女性
の死に目に会わせてもらえ
なかったこと以外、父は生
涯祖先のことをまったく話
さなかった。上手に聞き出
しておくべきだった。それ
も、親孝行だったかもしれ

沖縄県知事選挙
意だから、正解を導き出す
のは困難だ。沖縄の悲劇
は、沖縄が国際情勢に重要
なポイントに位置している
ことだ。
沖縄が沖縄の意思によっ
て沖縄のことを決めるのを
困難にしている事情はここ
にある。日米安保体制を堅

今 村 敏 昭

プレイの事故が続いている
危険を早急に取り除きたい
宜野湾市民にすれば、とに
かく基地が普天間からなく
なるのが第一であるから、
県外移設ができないのな
ら、県内移設も手段の一つ
かもしれない。
沖縄に米軍基地が存在す

稲毛新聞論説委員

ないと思う。父方の親戚は
一軒あるが、血縁のある本
当の親戚が、どこかにいる
のだろうと思う。
翁長雄志知事の急逝
で、宜野湾市の米軍普天間
基地の名護市辺野古への移
設問題が風雲急を告げてい
る。移設推進派は基地がな

設を当面の策として認める
か否かに集約されてくる。
「とにかく移設！」いや、
「絶対反対」と、互いを否定
し、非難しあうだけでは解
決できないばかりか、沖縄
の基地問題に便乗して大き
な政治問題にしようとする
侵入勢力を利するだけだ。
国際情勢を錦の御旗に掲げ
るだけでは沖縄にとっては
理不尽であり、安全保障が
揺らげば、真っ先に沖縄が
危なくなる見込みもある。
沖縄から遠く離れた本土

持する政府の立場では、い
かに沖縄が反対しようとも
基地の存在はやむを得ない
だろうし、逆に、政府がどん
なに沖縄支援策を講じよう
とダメなものはダメで、受
け入れられないだろう。
そこに本土から、双方と
もに応援勢力が入り込んで
きて、声高に相手方を非難
だけする。ますます混乱に
拍車がかかる事態を招いて
いるから、合意の可能性は
ないように思えるが、実は
違う。
推進派にも反対派にも共
通する思いがあることを忘
れてはならない。それは、
「沖縄から基地がなくなっ
てほしいとの思い」だ。
その思いが共通している
限り、問題は辺野古への移

「西郷どん」を観て、ふ
と、思った。私の母は完全
に琉球の人で、旧姓は比
嘉。鹿児島の大店の若旦那
が琉球に行って生まれたの
が父だと、父から聞いたこ
とがある。
母方の叔父からは「お前
の本当の爺さんは寄留商人
（他府県から沖縄にやって
きた商人）だった」と聞い
たことがあった。
父の母を鹿児島に連れ帰
ったものの、「琉球の女な
んか」と、何がしかのお金を
持たされて帰されたという
話を、生前の父から聞いた
ことがある。結局父はよそ
に出されたらしく、そこが
「今村」だった。
私が幼いころ同居してい
た父の母は、その琉球の人

ソフトバンク２年縛り、新たな理不尽
無料期間後の解約に１か月分の請求

ださい」と記載されており、 レイマー」扱いされたとい
本紙も確認した。
う。その後もソフトバンク
ところが、この男性がソ からは明確な説明はないと
フトバンクの指示に従って いう。
無料期間終了後に解約申し 男性は、「額は小さいが、
年日本カラオケ
出をすると、
「期間経過後の 利用者をだますようなやり ボックス大賞全国大会に出
解約だから、１か月分の料 口は許せない」と憤ってい 場する千葉県予選会が 月
金が発生する」として、料金 る。政府が携帯電話料金の 日（日）に稲毛ジョイサウ
４割引き下げを求める意向 ンドで開催され、八千代市
の請求を受けた。
この男性の「期間内に解 を示す中、大きな収益を上 の大石悠斗さん（ 歳）が優
約すれば契約解除料が発生 げ続ける携帯電話会社のあ 勝を飾り、千葉県代表に決
し、期間後に解約すれば料 りかたとしては、いささか まり、 月 日に埼玉県川
金が発生するのでは、２年 考えさせられる。
越市で開かれる全国大会に
間無料ではないのではない 利用者本位の、誤解の発 出場することが決まった。
か」との照会に対し、
「その 生しない明快な仕組みに変 当日は正午に受付が開始
ようなシステムになってお えていく必要がある。
ります」の一点張りであり、 ソフトバンクからの納得
しまいには「モンスターク のいく説明を待ちたい。

千葉営業所／若葉区多部田町

電話0120-812-313

健康麻雀の王様

千葉市内の男性の場合、
２年前にソフトバンクの機
種変更をした際、
「フォトビ
ジョン」と「体組成計専用プ
ラン」という２年間無料の
オプションサービスを勧め
られた。
今年になってソフトバン
クから届いた案内には、
「無
料期間終了後は毎月の料金
が発生する。無料期間中に
解約すると契約解除料が発
生するから、無料期間終了
日の翌日以降に解約してく

関澤

新たに携帯電話やスマー
トホンを契約したり、機種
変更をする際、一定期間無
料のオプションサービスの
契約を勧められる場合が多
い。ところがこのほど、ソフ
トバンクでは２年無料であ
るとの触れ込みに反し、少
なくとも１か月分は有料に
なるシステムであることが
わかった。
消費者庁も関心を示して
おり、全国的な調査に乗り
出す可能性も出てきた。

4回達成

凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵凵

満

され 名エントリー、 時
半からそれぞれ得意なカラ
オケを披露。山口正美審査
員長および千葉県カラオケ
協会役員による厳正な審査
が行われた結果、
の夜風（ポップス）を歌った
大石悠斗さんが優勝し、優
勝トロフィーと賞金を獲得
また、準優勝はカラーボト
ルの合鍵を歌った松戸市の
小松田貴広さん（ 歳）が選
ばれた。
終了後、 年前札幌で開
かれた全国大会で優勝した
一条貫太さんがゲスト歌手
としてデビュー曲「ふたり
の始発駅」を熱唱した。

様
跳

事実婚、ＬＧＢＴ対象の「パートナー制度」

他18名が満貫達成

0120-148-237

フリーコール

本田・関

いつでも求められる和泉家の4大霊園

9月18日（火）10時～

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年
7回達成

千葉市、全国初の制度導入発表

稲毛新聞読者感謝ディ 9月19日（水）10時～

霊園案内サービスセンター

- 812-313
貫

住まいの救急社

千葉県茂原市腰当1308-1

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

9月9日（日）
800ポイント
700ポイント
680ポイント
75900点
様
様
様
様

様
満

●いずみ霊園 ●御成霊園

28名の方々が楽しく遊びました。

8月の実績報告
第一位
粟村
第二位
猿田
第三位
関
最高得点 粟村

参加費2500円
5回戦得点上位者に景品あり

優
優良
良霊
霊園
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11クール

漏った・詰った・壊れたから新築まで

7 14
1
2
2

1

論壇
むらまつ ひ ろし

0475-23-7511

地元のリフォーム工事店・㈲マイケン

※お問い合わせ・資料請求はー

P

制度が実現すれば、全国 「婚姻制度をどうこうし
初と見込まれている。 ようというものではない
が、家族の在り方は多様
今月から意見公募
だ。様々なカップルの不
利益を取り除きたい」と
している。
千葉市でこの制度が導
入されたからといって、
宣誓したパートナーたち

0475-24-3311

20

6

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！

粟村様・関様・川畑様
満
倍

話

ＦＡＸ
電

時行
吉田

18

1

D
E
E
P

38

2
0
7

定番お料理付お一人様3000円～
お酒飲み放題！カラオケあり！
代表取締役

11

1
8
5
7

来年四月一日開始予定
「千葉市パ
入院の際の保証人や手 のこの制度は、
術同意書への署名、相続 ート ナーシ ッ プ 宣 誓 制
手続やご遺体の引取り、 度」である。
①市 内在住か転 入 予
預貯金の引出など、正規
の婚姻関係にない場合は
家族とは認められないこ
とから、永年連れ添った
パートナーであっても不
便を強いられることが多
い。数十年行き来のなか
った親族が突然現れて、
手続きを済ませ、最も保
護されるべきパートナー
が放り出されるケースも
相次いでいる。
制度が導入されても法
的取扱 には影響 はな い
が、発表された千葉市の

マイナスイオンの家
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オケ 大 賞 に 出
定、②ほかにパートナー が法律上の夫婦とみなさ 軽くて風通しのよい雨戸
場し て き ま し
がいない、③成人である、 れるわけではないが、ア これから台風が多くな
た。歌はあまり
などの条件を満たし、住 パートを借りたり、病院 る季節、雨戸が必要になり
民票や戸籍を提出して宣 の面会や保険金の受取人 ます。でも雨戸が重たかっ 上手ではないので乗り気で
誓書に署名すれば、千葉 になる際などの「家族」の たり引っ掛かったりすると はなかったのですが（まし
市独自の「パートナー証 証明がわりになることが 閉めるのが億劫になります てシラフです）取り巻きの
ね。そんなお宅には「指一 応援団が盛り上がり応援賞
明書」が発行される。渋谷 期待されている。
区、世田谷区、札幌市、大 ただ、海浜・青葉の両病 本で開閉できる雨戸」があ を頂くほどでした。
阪市での先進事例はＬＧ 院や、市営住宅の入居申 ります。また、防犯のために スナックで歌っていると
ＢＴに限定した制度であ 込には直ちに制度が生き 雨戸を閉めたいけれど風通 きは私の歌など聞いている
るが、「事実婚」のパート てこようが、民間に広く しが悪くなる、と言うお宅 人はなく、身内の拍手がパ
ナーも対象に加えた制度 定着するまでには多くの には開閉式のルーバー雨戸 ラパラとあるだけですが目
は全国初となる。
紆余曲折が予想される。 もあります。３～５色から の前に 名の観客とマイク
【取材・武田弥太郎】 選べ、窓の大きさに合わせ と音響効果が抜群で、一瞬
この点を熊谷市長は、
歌手になった気分でした。
オーダーできます。
雨戸に不便を感じてい ヒョッとすると優勝しちゃ
る方マイケンに相談してみ うかも、と変な錯覚に襲わ
て下さい。出張相談、見積 れましたが審査員はやはり
冷静でした。カラオケはお
もりは無料です。
酒と自分の歌に酔ってる時
社長のひとり言
が最高ですね。
『カラオケ大賞２１』 ※連絡先・千葉市稲毛区小
～
先日稲毛新聞の社長の 中台町
・
・
計らいで、ちばＴＶのカラ 

健康にやさしい
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信頼と感謝で未来につなぐ
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優勝した大石悠斗さん
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先月 日、性的少数者
（ＬＧＢＴ）支援制度の充
実を求めた当事者団体に
対し、相談を受けた横須
賀市が「制度がある市町
村に引っ越そうとは思わ
ないのか」と発言したこ
とが明らかになった。
ＬＧＢＴや事実婚に対
する法制度の充実に全国
的な進展が 見られな い
中、千葉市はＬＧＢＴに
限定せず、婚姻届を出さ
ない事実婚のパートナー
も広く対象に含めて、公
的に「パートナー証明」を
発行する方向性を打ち出
した。
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