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眼科美浜クリニック

診療時間

千葉市美浜区真砂4-1-10
ショッピングセンターＰＩＡ3階
電話 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

千葉市花見川区柏井町800-1
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今月のアンケート
「昨年印象に残った事件」

幣を持ち込み通帳に記載し
て取引が完了する。
この両替商がオランダ．
アムステルダム銀行とな
り、世界通貨の紙幣を発行
し金融の中心地となった。
スペインは戦費調達でア
ムステルダム銀行から紙幣
を借りた。十字軍創設や英
仏との戦争で借金が嵩み
年間に 回破産した。
金貨銀貨を大量に持ちな
がら、公共投資せず経済も
発展しなかったから金融の
中心地になれなかった。
逆にオランダは公共投資
で造船業が発達し、 世紀
には船舶の 割はオランダ
製であり、風車で小麦も粉
砕し、投資が投資を呼び、技
術大国、経済大国、軍事大
国になった。アムステルダ
ム銀行の貸付は相手の通帳
に金額を記載するだけであ
り、貸付をすればする程、銀
行の資産が増加した。
39

水害や地震、猛暑など自然災害

まで続いたが、明治政府は
キリスト教を認め、戦後は
マッカーサーが国際基督教
大学を創立した。キリスト
教は神道の天皇反対を叫ぶ
宗派でもある。
スペインの植民地であっ
たオランダが独立戦争で、
植民地もなく金銀のない小
国がイギリスとの同盟もあ
ったが、 年も戦い続け、
スペイン無敵艦隊を打ち破
る軍事大国になった。それ
は金貨銀貨だけがお金であ
ることを否定し銀行を発明
したからだ。
商人は金貨を両替商（銀
行）に預け、両替商は預かり
証（紙幣）を渡す。商人は取
引する相手に紙幣を渡し、
相手は両替商（銀行）に紙
※今月のアンケート

診 療 科 目 ご予約システムあり

柄が素晴らしいと思いま 得していない国民が大多数 選手の金メダル（高浜・住 ・誉田セツ）。あおり運転
子供の虐待
した（西都賀・小林正和）。 なのに野党もなにも出来な 村直希）。羽生結弦五輪２ （千種・土谷健二）（千種
小さい子供が虐待される
い。
「私や妻が関係していた 連覇 （作草部・立花裕 ・土谷よし江）。高速道路
事件が多すぎてたまらない
昨年末に今年の文字として発表された「災」。皆様から寄せられたアンケートでも、 国際問題
ら間違いなく総理大臣も国 司）。サッカーワールドカッ あおり運転、大阪で８月に
日米首脳会談（朝日ヶ丘
気持です（椿森・五木田ゆ
「天災」に関することが多いのが印象的でした。「はれのひ」の成人式に着物が届かな
会議員も辞める」と言った プ（ 杯）ロシア大会、ア 逃走した富田が山口県で
み）。３月に東京都目黒区で
い、預けた振袖が無くなった…は、毎年の成人の日の度に思い出される事件でした。 ・上田正広）。北朝鮮の日 本人が何も責任を取らな メフト日大悪質タックル 逮捕、現在
がいろいろ
５歳の女児が養父の日常的
お盆に小さな男の子が行方不明になったことから「スーパーボランティア」と呼ばれ 本海での密漁（柏台・松本
い。倫理観が崩れてしまっ （朝日ヶ丘・横須賀和男）。 の分野で進んでいるのに
虐待を受け死亡したこと。
る小畠さんの存在が浮上いたしました。人のためにわが身の労を惜しまない姿が印象 芳子）。日韓関係にまつわ
ています（こてはし台・近藤 日大フェニックス反則タ 時間がかかりすぎたように
的でした。また、大学アメフト試合から、スポーツ界全体のパワハラ問題にまで波及い る件、徴用工、レーザー照射
虐待は根絶すべきである
功）。政府官僚や公務員の不 ックル事件（打瀬・亀高邦 思った（稲毛海岸・長堀幸
たしました。東京オリンピックを来年に控え、日本のスポーツ界に大きな変化が起きた
など、もっと国と国が仲良
（浜野・柳澤範光）。目黒の
正、忖度、公文書の書き換 夫）。日大アメフト部の反 子）。あおり運転のひどさが
ような気がいたします。国際問題としては、年末に連日報道されていた、日産自動車前
くやっていけるようになれ
結愛ちゃん虐待死事件同じ
えなどでの国会の混乱。国 則タックル問題（宮野木・ 目立った事件が際立つ（白
会長のカルロス・ゴーン氏の逮捕も多く寄せられました。
たらと思っています（四街
子供を持つ親として余りに
の将来を継いでゆく子供達 日向野良治）。一連のスポ 旗・佐々木英咲）。オウム
道・粟村道生）。韓国のレ
も悲しい事件でした（松波・
が見ていることを忘れずに ーツ不祥事。相撲、レスリン 真理教元代表麻原死刑囚
ーザー照射など韓国の問題
熊倉絵里佳）。
仕事をしてもらいたいです グ、アメフト、ボクシング、 元幹部６人同時執行。平成
が多すぎて毎日ニュースに
外国のニュース
（あやめ台・藤原健次）。 体操と次々に新聞テレビを 最大の事件の真相がわから
害（小仲台・浅見登志子）。 藤文美）。北海道地震が大 取り上げられ見るのがあき
賑わしました（六方・泉谷 ないまま終わってしまっ タイ洞窟より少年の救出
天 災
阪と北海道の地震（白旗・ るくらい（小仲台・山口緑）。 国内ニュース
災害が各地に起こり
正誼）。スポーツ界のパワハ た。私刑のあり方に疑問と （朝日ヶ丘・横須賀和男）。
年も忘れ去ってはいけな 青坂美代子）。北海道、大 日産ゴーンの事件（柏台・村 ノーベル医学生理学賞に ラでゆれた一年でした（園 不安を感じた一生忘れられ 北米朝首脳会談（打瀬・白熊
◇記録的猛暑
岡洋子）（高洲・橋本洋二）。 ガン免疫治療薬オプジーボ
（高浜・堀内みち子）
生・野口一歩）。二刀流で ない（穴川・中村紀子）。 ゆみ子）
記録的猛暑で北海道、岡 い。応援を持続しよう（桜木 阪、京都地震（園生・八木
カルロス・ゴーン日産自動 の開発を遂げた研究者の本
米大リーグを沸かせたエン 松本智津夫の私刑執行。一 （稲毛・森田美恵）（高洲・
山、九州と、自然の災い作 ・島村美生）。国内各地の ひとみ）。地震や災害がおお
車会長の逮捕（作新台・長 庶佑氏が受賞。日本のほこ
ゼルスの大谷翔平選手が 連のオウム裁判が終わり、 宇都宮亮）（朝日ヶ丘・上田
物の被害など大変な年で 災害（高洲・宇都宮亮）。 かったことが残念でした
谷川康子）。ニッサン自動 りです（山王・山本幸彦）。
最優秀新人王を獲得したこ 「平成」のうちに執行して 正広）（瑞穂・木本千恵子）
した。今年はよい年であり 一年を通して天候が不順で （青葉・嶋口みゆき）。
車前会長のゴーン氏による 棋士藤井聡太の活躍（朝日
と。夢と希望を与えてくれ おかねばならなかったのだ （天台・山本富子）。やはり
ますように祈りたい です あったことですそのための ◇西日本豪雨災害（高浜・
不正事件（花見川・鈴木浩 ヶ丘・横須賀和男）。札幌
ました（稲毛海岸・長堀幸 ろうが…。遺骨引き取りで 一番は米朝首脳会談でしょ
（小中台・山本重子）。 大きな災害も（高浜・渡辺晴 住村直希）（朝日ヶ丘・横
夫）。北海道電力全道停電 須賀和男）（真砂・伊藤由 美）。前会長のカルロスゴー のアパマンショップの爆発 子）（みつわ台・宇都俊一）。 ここまでもめるとは。考え うね（稲毛・宮原勝子）。北
◇自然災害
ン被告の不正を巡る事件 です。実家の近くで起きて
悪質タックルやボクシング てみればわかりそうな事で 朝鮮と米国の首脳会談や韓
災 害 が 沢 山 の 年 で し （千草台・中山真希）（船 美子）。西日本台風災害（千
草台・中山恭正・量雅）
（船 （花見川・文生）。ゴーン事 いますので人ごとではいら のならはんていなどスポー はあった。今回の騒動を契 国と北朝鮮の首脳会談など
た。日本、世界の今後が心 橋・平野泉）。
橋・平野澄子）（船橋・土 件ですがこの人は悪くない れません。死者がいないの ツ界からの事件が印象的で 機に新たな制度について （幸町・中村春雄）。アメリ
配です（天台・山本信夫） ◇地 震
と思う。ニッサン会社にと が奇跡だと思います（園生・
した（轟町・岩佐夏子）。 話し合っていきたい（花見 カのトランプ大統領の協調
（作草部・伊東久美子）
（市 北海道地震、大規模な土 屋直子）。
って命の恩人ではないです 伊藤美乃）。芸能人の死（稲
スポーツ界のパワハラで 川・川西瑞帆）。成人式に に欠ける独善外交（登戸・
原・山越秀子）。自然災害、 砂崩れやブラックアウトは ◇ 倉 敷 市 真 備 町 の 大 雨
か（八千代・牧けい子）。プ 毛・森田美恵）。人が集ま
す。自分の立場を利用して 「はれのひ」の社長が夜逃げ 市角明）。
特に水害がひどかった。日 印象深かったです（稲毛東・ に よ る 被 災 （ 真 砂 ・ 原
れば若者が車両は倒すやら
ーチン首相と安倍総理の会
絶対にあってはならない した事件。当日着物を着ら
本の治水はまだまだと痛 吉村涼子）北海道大地震山 健 ） 。７月９日大水害倉敷
千葉のニュース
秩序を乱す事件
（高洲
・黒川
談。いきなり北方領土パン
事です（あやめ台・一森万亀 れない成人の子たちがたく
感しました（花見川・儀藤 肌が崩落し大被害を受けた 市真備町高梁川の支流、小
千葉駅ビル全面開業（蘇
修一）
。
事件と言われるかど
チをくらった感じでありダ
美）。山根会長が辞任表明、 さんいてとてもかわいそう
晴夫）。自然災害の地震（北 こと（稲毛東・島津千代子）。 田川の堤防決壊３か所。百
我・宮本論）。
ウン寸前。その後じりじり うかわかりませんがスチュ
日本ボクシング連盟。スポ だと思った（小仲台・尾沼
海道）や台風、大雨の洪水 北海道胆振東部地震（高洲 メートルに渡って冠水し
ワーデスやパイロットの飲
とポイントをとられて
我が家のこと
ーツ界のパワハラが多かっ 亜梨沙）。はれのひ振袖業者
など…（幸町・中村春雄）。 ・正置亜紀）（穴川・前林 た。予定計画工事に間に合
負けになったら大変困 酒には呆れました。酒好き
不明（花園・齋藤やす子）私 わが家の事ですが、夫が
た（園生・関直康）。
昨年は地震台風、広島の方 勝美）。北海道胆振東部の わず残念（高洲・戸沢恵子）。
る（園生・吉野榮春）。
の人にはガマンできないの
の娘は現在高校 年生で 二度も入院手術したことで
も大変でした。こわかった 地震です。震源に近い地域 ７月の豪雨です。中国地方、
殺人事件
でしょうか、世の中何があ
政 治
医療系大学進学に向けて す。元気になってよかった
です（宮野木・奥山悦子）。 に親戚が住んでいるので、 九州地方、近畿地方など観
るかわかりませんね（作草 宮崎・高千穂一家６人惨
日々勉強に取り組んでいま です（松波・齋藤淳子）。息
災害は忘れた頃にやってく 安否確認がとれるまでとて 測史上最大値を記録し多く 森友学園をめぐる財務省
部・林田静江）。高齢者の 殺事件。子をもつ親として
す。そのこともあり昨年最 子と同年の姪の子（ 歳）
ると言うのが常でしたが も不安でした。全員ケガな の被害が生じた（長沼・大 決済文書改ざん（自身が国
運転事故（小仲台・松島良 ショッキングでした（高洲
も印象の深かった事件は が突然亡くなりました。何
昨今は毎年二回、三回が常 く問題ないと連絡をもらえ 曾根上）。広島、岡山県の 家公務員のため特に印象に
一）。どれかひとつと言えな ・吉田政人）。元千葉市議
「医学部の不正入試」です。 が原因かわかりませんがシ
になってしまいましたね た時はホッとしました。他 災害等（穴川・前林勝美）。 残った）（轟町・伊勢久忠）。
い程の事件がおこりまし の殺傷事件（穴川・渡辺澄
女性は男性より体力がな ョックでした（幸町・細谷敏
（高浜・鈴木晴）。台風に 人事てはないニュースだっ スーパーボランティア 森友学園認可問題。幹部役
た。今年こそ平安に安心し 子）。小田求の事件が大シ
い、女性は妊娠出産で仕事 子）。店と自宅のかぎを紛失
よる洪水や自然災害が多か たので印象深いです（幸町・ 場所は忘れましたが、山 人は国民のために働いてい
て見なが 暮らせますよう ョックでした（小仲台・小
を止めてしまう。などとい したと思い、交番に行き届
った（椿森・上田晃之）。 大浦穂乃香）。北海道地震 の中で子供が迷子になっ ないことが分かった（小仲
に！（小仲台・河内桃子）。 室良満）。去年６月の新幹
った理由があるにせよ募集 けを出したが 分後見つか
各地の災害。復旧に月日が が思い出されます。先日も た事件。スーパーボランテ 台・寺阪和久）。森友・加
線内での殺人事件（幸町・
スポーツ
要項等への記載なしにそ り、お騒がせしましたとあ
掛かりすぎです。復旧面で （１月 日）も茨城、栃木、 ィアの方が発見して大事 計学園問題の偏向報道に
千葉ロッテ福浦選手の２千 山崎優子）。
のような調整を行うことは やまりに行って恥ずかしい
国政が積極的にかかわるこ 埼玉で震度 の地震があり に至らなかった事が印象に よる、マスコミに対する目
本安打達成。なまで試合を
犯 罪
本当によくなかったと思い 思いをしました（轟町・西田
とや、復旧面の指導を率先 ました。千葉もおちおちし 残っています。お礼などを が向いた（小仲台・寺田志
見ていて感動した（花見川
あおり運転。逆切れこわ ました（小中台・長谷川 しげ代）。
垂範して動いて欲しい（小 ていられません。天災はと 全てことわっていたスーパ ん）。モリ・カケ問題に対応
・相馬英治）。嬉しい羽生
以 上
い現代です。命は大事（宮崎 文）。
深・北村勝）。北海道の災 てもこわいです（宮野木・内 ーボランティアの方のお人 する安倍首相の答弁には納

【クイズの応募方法】
「韓国をどう思いますか」
竹島占領、慰安婦像、レー
ダー照射、徴用工裁判等々
韓国は反日感情をむき出し
にしています。隣の国、韓国
をどう思いますか
締切・平成 月 日 （当日
消印有効）
今月の賞金・賞品
☆特 賞＝１万円（ 名）
☆一等賞＝ 千円（ 名）

最成病院

043-258-1211㈹
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ある。便利さと快適さを求 しまったのはさすがであ ていない。土砂投入まで時
めるという、近代合理主義 る。武士とはかくありけり 間がかかり、工事の加速に
なる欧米化が蔓延した。 で、この強靭な精神が凄い。 県が反発するのは必至る。
その副産物の毒性が、軟 今時の政治家のふがいなさ 米国は、中国の人工島にケ
弱なる精神と肉体を生み育 とは、武士の性根の無さに チをつけなら、沖縄の埋め
ててしまっている。また、 ある。下種な顔立ちの底辺 立てをなぜ日本にさせるの
拝金市場なる物欲を崇め質 に蠢く、下劣な性格は、すべ か。埋め立て賛否の投票に
素倹約なる武士の規範をも からく武士道の精神。この 県内４市町村の態度が出揃
顧みるを古いと否定されて 無さにある。「己」を律する ったが、不参加は５市にな
いる。武士道そのものを体 事ができぬゆえ「祭りごと」 り、有権者１１６万人の約
系的に現しているのは、鍋 （政治）の意味合いも、トン ％に達した。
島藩士・山本常朝の口上『葉 ト把握できぬぼんくら馬鹿 自民党の宮崎議員が勉強
隠』をまず上げたい。
である。スティーブン・ナッ 会で指南したが、投票に対
有名な「武士道とは死ぬ シュの「日本人と武士道」 する違反と思う。日本は米
事と見つけたり」なる極限 を勧めたいので是非、読ん 国の言いなりになっている
の死に様を、卓上の論とし で欲しい（埼玉・蓮坊）。 と、露中韓北に憎まれが一
段と強くなり、北方領土も
ている。この点のみに固執
軍事基地
主権は露だと名言された
し、野蛮な人権無視と一刀
両断したり、大東亜戦争の 馬毛島を米軍の訓練移転 し、拉致・尖閣・竹島も解決
精神性と絡め、危険思想と 候補地とする政府は、 億 することはない。
凡庸に葬る学者文化人の類 円を提示したが開発会社は 日本は大国に成るには、
もいる。少なくとも、黎明す ４００億円超。１６６億円 北朝鮮同様、「核」を持ち日
る明治期では武士的概念は で決着したが、国会で野党 米同盟を解消し、米軍を日
から追求を受けるだろう。 本から撤退させることであ
生きていた。
ゆえに、クエーカー教徒 多額の国民の税金を米軍 る（花園・岩井秀夫）。
以 上
の新渡戸稲造や内村鑑三の のためになぜ使わされるの
『武士道』並びに『代表的日 か、米軍が中国の人工島の
本人』なる書物（英文）が、 意趣返しに日本に強制した
欧米人に多大な感銘をもた のか、沖縄の辺野古への移
らした事。この点を偉大な 転工事は、当初の 兆 千
足跡として我々日本人は評 億円の 倍以上になり、県
価し、忘却してはいけない。 民の民意を無視し、 月
武士の鑑としてまず上げ 日から土砂の 投入を開始
ねば成らぬ人物は、海軍奉 し、安倍、王城氏は平行線
行・勝安房（海舟）の畏友 だが米国の基地建設費を日
幕人・山岡鉄舟（鉄太郎） 本が負担することを疑問に
である。鉄舟は、剣の達人 思う。
であると同時に、禅をも究 安倍氏はトランプ氏の機
めた聖哲である。海舟の意 嫌を取るのに必死で、埋め
向を汲み、西郷南洲と単身 立てに反対するノイズは取
会う。江戸城明け渡し（無 り払って当然と強引な上か
血入城）の交渉を成し遂げ らの押し付けで、中国共産
た傑物である。しかし今日、 党や朝鮮労働党と同様だ。
江戸城明け渡しの図柄（三 沖縄に基地を押し付けて
田）及び、一般的解釈におい いるのは米軍で、土砂を投
て鉄舟の存在が卑下されて 入しているのは本土の国民
で、埋め立て賛成者は、工事
いるのは残念である。
鉄舟臨終の折、「勝さん、 などを請け負うなど、己の
そろそろ行くよ…」と、長屋 生活がかかっている人達で
の八っ、熊こうの見守る中、 ある。北東側海域には、多
癌の痛みを口にすること無 数生息するサンゴを区域外
く、黄泉の国へと旅立って に移植するが、県は許可し

白内障手術
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世界一の債権大国、金持 現地での訪問校は那覇地 教育長山下重輔・千葉市長
ちの日本は公共投資で技術 区久茂地小学校・泊小学校、 宮内三郎・千葉市議会議員
大国、世界一の経済大国に 天底地区天底小学校・今帰 金瀬俊夫・千葉興業銀行
なれるのにスペインの様に 仁小学校、石垣地区野底小 千円、千葉大学教育学部同
公共投資しないので、やが 学校・川平小学校で各小学 窓会 千円、千葉県教職員
校と八重山図書館に児童向 組合 千円、千葉市議会議
て韓国にも抜かれる。
公共投資で電磁浮揚のリ 学習総合大百科事典を進呈 員狩野政一・同佐藤直右千
ニア新幹線を日本列島に巡 し、また教育学部附属第一 円、千葉市内商店街 万
らせば、超技術が開発され、 小学校児童たちに寄贈して
円の支援を受けた。
技術大国、経済大国となる。 もらった本 冊を石垣島の 訪問時本島のどこの小学
電磁砲が生まれ核武装国の 野底小と川平小に届け、千 校であったか忘れたがロウ
米中露朝に囲まれた日本は 葉と沖縄の子供のかけ橋の ソクを灯しながらの夜の教
対抗出来る。検察のリニア 役目を努めた。
室での先生方との懇談の
談合摘発は日本を弱体化し 吉野英昌教育学部長から 際、教わったのが「てんさ
技術開発させまいとする米 関係各位あてで、我々のた ぐの花の唄」であった。
中露の工作活動であり、安 めに御指導・所期の目的を 「てんさぐ（鳳仙花）の花
倍政権はその傀儡である 果たすことが出来ますよう や、ちみさき（爪先）に染み
との依頼状をいただき、ま て、親ぬゆしぐとや、ちむ
（穴川・入野守雄）。
た当時私たち大学の月謝が （肝）に染みり」と歌詞が
てんさぐの花の唄
円の時代に、 番まである。いわゆる教訓
年間
私は昭和 年千葉大学新 思いがけず千葉銀行 万 歌であるが大好きになった
聞 月号に沖縄からのレポ 円、野田醤油・奈良屋 万 歌で、後日打瀬小で校長を
ート「踏みにじられた教育、 円、千葉県知事友納武人・ していた時、沖縄から訪ね
本学沖縄教育視察団学生 参議院議員加瀬完、扇屋 て来られた視察の先生方に
名報告」（教育 年・島津 万円、衆議院議員臼井荘一 この歌を歌って喜ばれた想
幸生）を掲載した。
・県議会議長吉原鉄治・県 い出がある（鎌ヶ谷・元稲
毛小校長 島津幸生）。
【敬称略】
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
武士道
☆１等賞・ 万円＝長谷川
ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 康子（作新台）。☆２等賞・５ 日本独自のモラリティー
千円＝本田セツ（宮崎）儀藤 として「武士道」が上げら
招待券（５組）
☆カラオケ・アーサー賞＝ 晴夫（花見川）。
れる。それ自体は限りなく
千円分の食事券（ 名様） ☆名古屋製酪賞・無臭ニン 死語に近づいてしまった。
☆アクアリンク賞＝スケー ニクあほえん＝藤原健次 一つは、道徳概念として「封
（あやめ台）細谷敏子（幸町） 建的規律」を意識させる。そ
ト無料券（５組様）
土屋よし江（千種町）橋本洋 うしたうがった見方がある
月号の当選者
二（高洲）八木ひとみ（園生 からだ。と同時に、武士的な
月号の答えは「ユキノ 町）。
生き方…これそのものが、
フルマチ」でした。抽選の結 ☆千葉市動物公園賞・無料 現代人のエゴイズムな生活
果次の方が当選しました。 招待券＝吉村涼子（稲毛東） 素行に相反しているからで
嶋口みゆき（青葉町）亀高邦 ある。しかし、礼節不在の昨
夫（打瀬）伊藤美乃（園生町） 今、日本人の美的感性（思
堀内みち子（高浜）。
いやり、労わる心）がはぎ取
☆多田屋小仲台店賞・図書 られてしまった結果、他者
カード＝伊藤久美子（作草 との共存。その中で強靭な
部町）伊勢久忠（轟町）。
肉体と精神を維持するのは
☆アクアリンクちば賞・無 甚だ難しい。他人に頼り、
料滑走券＝熊倉絵里佳（松 精神的な脆さをさらけ出し
波）川西瑞帆（花見川）宮本 生きている。ゆえに、米国並
諭（蘇我）松島良一（小仲台） みにカウンセラーが繁盛す
岩佐夏子（轟町）。
るご時世になりつつある。
以 上
これも、一種の現代病で

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

眼科診療・全般
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②特別な文化を持つ北海道の民族。
④有名人にサインしてもらう。
⑥水ぎわ。
⑧和箪笥などの材料の木。
⑨神主さん。
⑩女の忍者
⑪三味線を弾く時使う。
⑬歯ブラシにつける。
↓タテのカギ
①金糸、銀糸を使った高級な織物。
②葦、よしとも言います。
③だしぬけに事を行う。○○○○解散。
⑤切る手並み。転じて鋭い批評のこと。
⑦人の意見に賛同して援助する。
⑨おちょこより大きい、酒をひと息で飲み干す盃。
⑪大型の乗合自動車。
⑫イグアス、ナイヤガラ、那智と言えば。

3

17

4

左記のクロスワードパズ
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ
の順に文字を並べると言葉
になります。その言葉とア
ンケートの質問内容をハガ
キに書いて住所・氏名・年齢
・電話番号を明記。〒２６３
‐００４３稲毛区小仲台２
～５～２「稲毛新聞クイズ
係」宛。なお、応募はメール
でも受付ＯＫです。

→ヨコのカギ

1

2
0
1

クイズヒント

1

8

14

読 者 の 声

竹島占領、
慰安婦像、
レーダー照射、
徴用工裁判
等々韓国は反日感情をむき出しにしています。
隣の国、
韓国をどのように思いますか?

4

9

スペインは何故没落したか

「韓国をどう思うか」について

メキシコ南部のマヤ文明
を滅ぼし、南米のインカ文
明を滅ぼしたスペインはア
メリカを植民地にし、金銀
鉱山を開発して金貨銀貨で
軍事大国になり、ポルトガ
ルと共に日本に進出した。
ポルトガルは日本に鉄砲を
伝え、フランシスコザビエ
ルは信長に布教を認めさ
せ、キリシタン大名が生ま
れた。両国は日本を植民地
にすることや、日本女性（か
らゆきさん）を島原港から
海外へ売り飛ばした。
秀吉が天下を統一し宣教
師やキリシタン大名を国外
に追放した。可能だったの
は日本が世界一の鉄砲保有
国だったからだ。
キリスト教禁止令は幕末

今月のアンケート・テーマ
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