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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

診 療 科 目 ご予約システムあり

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
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今月のアンケート
「韓国をどう思うか」

2

韓国は庶民の声に耳を傾けて欲しい

診療時間

4

いやがらせをしている韓国 の上天皇陛下にまで謝って を、レーダー照射の問題で ることがお互いのメリット るのか（椿森・五木田ゆみ）。
は嫌いです（園生・小寺カネ ほしいなど、失礼にもほど もどうして日本は強く出れ だと思うが韓国の日本に 韓国は母国愛はすばらしい
子）。お隣ですが嫌いです がある国（六方・阿部ちい）。 ないものか…国民は水面下 対するひがみ根性が強すぎ と思う（桜木・小野智子）。
台湾の元李登輝総統は「韓国は台湾同様、日本のお蔭で近代国家になったのに恩 （朝日ヶ丘・深川ゆみ）。大 過去の話を蒸し返し、議論 の事は何 一つわかりませ る。未来志向で仲良くすべ 同盟国の意義を今一度考え
知らずの国だ」と本紙に語ったことがある。文大統領になってから北朝鮮と融和を 嫌い 日本に居すわってい すらもしようとしない人間 ん。政治家は何を交渉して き（六方・泉谷正誼）。韓 てみるべき（白旗・佐々木英
図り、せっかく手柄を挙げたのに、急に反日政策を鮮明にしている。慰安婦問題から
る韓国人は帰りなさい
たちに何かしようにも駄目 いるのか全く歯がゆいで 国は隣国なので仲良くする 咲）。日本とは近くても仲良
徴用工裁判、自衛隊機レーダー照射事件、天皇陛下に謝罪を求める件等々すべて理不
（八千代・牧けい子）。つき そうですね。 近くて遠い す。韓国には強く出てほし 手段を見つけて欲しい（天 くしたくないのかな（小仲
尽な行為に文大統領は無視し続けている。北朝鮮と仲良くすることは良いことだ
あいたくない国です（花園・ 国？（作草部・小林のり子）。 いと思います（土気・千葉桂 台・山本信夫）。北朝鮮、 台・高木雅）。きらいで結構
が、ここでなぜ日本を貶める必然性があるのだろうか疑問が湧く。インターネットの
吉武希）。隣国なので未来 何も言わずそっとしておく 子）。毅然とした態度で言 韓国、日本との色々なトラ です（園生・丸山宗男）。韓
ユーチューブでは連日、韓国批判のオンパレードだ。韓国と断交せよという声まであ
のために友好を結ぶべきな のがいいと思います（花見 うことはハッキリと主張 ブルを早く解決してほしい 国へ観光に行ってみたいが
る始末。そこで今回は一般市民（読者）は韓国をどのように思っているかについて
アンケートをお願いしたところ案の定、回答の大半が〝嫌韓感情〟を露呈する結果に のに！許すことは絶対に反 川・相馬英治）。幼児教室 し、後は放っておくことで です（四街道・永山郷明）。 何となく躊躇してしまう
対です（四街道・渡辺美津 より始末におえない（園生・ す。無いものと考え、経済的 手放しの平和でなくとも、 （小仲台・松島恵）。怖い国
なった。日本が本気で経済制裁を科したら韓国経済は崩壊してしまうだろう。
江）。韓国は嫌いな国にな 野口一歩）。国の代表が交 にあてにしない。持久策に せめて敵対的共存ができる だ（小仲台・小室良満）
（花
った。近代国家になったの 代するたび昔の解決問題を 勝るものはないと思う（四 よう冷静に理解していき 見川・角田友美）。約束を守
は日本のお蔭なのにその 持ち出す信用の出来ない国 街道・山崎亮）。世の中は たい（天台・西村彰平）。 らない国日韓外交最悪の状
たように感じる。竹島領土 来る訳ないと思う（作草部 恩を忘れて、文大統領にな だと思う。竹島占領や慰安 信義と信頼の基に成り立っ 隣国をお互いに大切にする 況。一日も早く友好関係
反日感情の国
問題は、何もしなかった日 ・立花裕司）。解釈の違い ったら反日感情がむき出 婦像、徴用工裁判やレーダ ている。韓国はその基本を べきだと思う（四街道・中 に！韓国はトップが変わる
韓国国会議長が天皇陛
本政府も反省する必要があ で主張を繰り返している しになった。日本が本気で ー照射等反日感情がむき出 簡単にひっくり返す国であ 井勝弘）。一番近い隣国な たびに色々な事が起きる国
下が謝罪すれば許されると
る（小仲台・富永政美）。 が、レーダー照射について 経済制裁に踏み切ったら沈 し等々。隣国だけど信用ゼ る。日本は経済的に対応す のに考え方は子供同然、理 だと思う。国民を統制でき
いう無礼な発言はとんで
日本批判の政治活動、財閥 は韓国に非があるのは一 没する（中央区・匿名）。 ロと思います。残念ですね べきだ（南花園・中村令 解できない（千種・土谷よ るようにトップがつとめて
もない事で激しい憤りを感
保身活動等民主的に幼稚な 目瞭然（高浜・住村直希）。
（幸町・中村春雄）。
子）
。反日感情をむき出しに し江）。キムチ大好きです。 ほしい。また外交にももっ
じる。日本に対する宣戦布
過去にこだわる
国（長沼・大曾根上）。反 何故あの海域に南の駆逐
され、日本はよくここまで 国のことはわからないが個 と力を出してほしいと思い
告だ（貝塚・新藤是久）。
いつまでも過去にこだわ 日本は毅然と
日が正しいと異常な国、平 艦と北の漁船が居たのか？
我慢していると思う。国交 人個人では仲良くなれると ます（四街道・粟村道生）。
テレビでは毎週韓国ドラマ
り、未来を向いていない。政 慰安婦問題のぶり返し、
気で嘘をつく国（磯辺・喜代 南北の蜜月を象徴するよう
断絶を考えるべきではない 思う。報道されている事が 残念だが韓国は狂ってしま
をやり、人気アイドルグル
府が自国民を説得できてい 韓国船レーダー事件とか、
田きよみ）。反日をまともに な光景だ。日本は哨戒機の
全
て
で
は
な
い
と
思
う
の
か（小仲台・尾沼理沙）。
い自滅する（占い師）。
ープが日本で公演、ＣＤを
ない（小仲台・寺阪和久）。 日本はもっと毅然とした態
受け取らないのが良いと思 逆探データー等を証拠とし
で、どのくらいの国民に反
（天台・山本富子）。
以 上
販売し、日本からお金を得
未来指向といいながら文 度を示すべき（小仲台・宮本
います。韓国は民主国家と て公開しているが、これ以
日感情があるのか、それ次
ています。韓国にとってよ
もう少し仲良く
政権はやっていることは全 ひろ子）。韓国の我儘をゆる
は言え言論の自由等がない 上日本が様々な手持ちの
第だと思う（園生・伊藤美
いお客様なのになぜ反日な
くの逆。韓国にも良識ある すな！（花見川・文生）。日 お互い譲り合い、もうす
と思う。反日を訴えている 証拠を公開するとかえって
乃）。実はキムチ鍋にはまっ
のか（小仲台・河内桃子）。
人がいると思いますが声に 韓政府が請求権協定等解決 こし仲良くして欲しい（都
のは政治主導で民間人は日 我が国の国防上の機密を中
てます！（高洲・萩原貴美
反日感情が自国の利益に
ならないのですね（あやめ 済みとしている。慰安婦像、 賀・小林正和）。日韓間で、
本に観光や仕事に来てくれ 国やロシア等に知られるの
子）。韓国の文化、国民は
つながると考えているの
台・藤原健次）。徴用者の 徴用工裁判、竹島は実際に 賛否両論ありますが、音楽
ている（みつわ台・宇都俊 ではないかと心配です（千
大好きです！韓国ドラマや
か？（轟町・岩佐愛子）。日
問題も慰安婦の問題も協定 足を踏み入れて建物も建て やスポーツではお互いにた
一）。韓国の日本にたいする 城台北・小室茂雄）。国境
アーティストは日本国民に
韓ワールドカップ、韓流ブ
で解決済み（稲毛・宮原勝 ている。過去の歴史を大統 たえあっています。隣国だ
諸問題発言は許せない。ト を接する国なので今後もト
愛されているから。食も人
ームで両国の関係は良かっ
子）。先の大戦時には彼等 領がかわるたびに蒸し返し し、仲良くしていきたいで
ランプと北朝鮮の大統領の ラブルは続くと思う（小仲
気ですね
しかし「日本と
たと思えたがなぜ反日感情
朝鮮人を冷遇して来たの ている。レーダー照射は世 す（宮野木・日向野良治）。
会談が終わったら日韓の首 台・横田邦明）。ユダヤ人と
韓国」間の政治は今後どう
を持つ様になったかわから
で、そのしっぺ返しがくる 界の海、日本海を東海と表 本来ならば一番身近な隣
相と大統領の会談を期待し アラブ人のように根が深
なるか不安 でなりません
ない（白旗・青坂美代子）。
のは仕方がないこと。しか 記すると働きかけたり、日 国。仲良くしてほしいし、
たい（高洲・宇都宮亮）。 い。今韓国は景気も悪く日
（穴川・中村紀子）。韓流
お隣の国ですが確かに歴史
し諸々の条約は過去に締 本政府として全てに毅然と 互いに肩よせあい敵対する
国家間の約束も守らず、政 本から何らかのものを取ろ
ドラマついつい見てしまい
的に反日感情がありすぎる
結をされているにもかかわ した態度で対応してほしい 大国から身を守らねばなら
府が国民の反日感情を煽り うとしている（小仲台・古
ます（稲毛・森田美恵）。
（朝日ヶ丘・板橋香代子）。
らず、いまだに理不尽な発 （稲毛海岸・長堀幸子）。 ないのにと思うと現状は
立てる無法国家（真砂・羽 林輝子）。反日感情むき出
日本を必要以上にライバル
言をされている。立派なリ 解決済みまで持ち出してく 残念。今の政府が米国にす その他
賀久雄）。韓国は民度が低 しのニュースを連日見てい
視しているのではないか
ーダーがいないということ る。レーダー照射など日本 り寄り過ぎているからその 色々問題はあるかもしれ
いと思う。竹島占領の問題、 るとやはりこちらも好きに
（幕張西・匿名）。基本的
だと思う（小深・北村勝）。 の国の厳しい対応、制裁が 危険信号だと思わなけれ ないけど、すべての方々が
慰安婦像、レーダー照射、徴 はなれない（松波・熊倉絵
に韓国は、日本にライバル
国と国の約束も守らず解決 たりない（幸町・山崎優子）。 ばと思う（小仲台・菅野啓 反 日 な わ け で は な い の
用工裁判等など…無知で礼 里佳）。日韓は仲良くすべき
意識を持っていると思う。
済みをひっくり返しのおか 日本の政治家の無力を感じ 子）。韓国はお隣の仲良くし で、別にどうとも思わない
儀知らずの国（真砂・永末英 だが韓国のくどすぎる反日
政治家でわざと反日派を装
しな国だと思う（朝日ヶ丘 る（さつきが丘・新井郁子）。 たい国、歴史的にいろいろ （小仲台・平木良佑）。政
子）。反日教育をして日本と 感情のため好きになれない
っている人もいると聞く。
・横須賀和男）。何を考えて 日本は他国に対しておとな あっても国民それぞれはあ 財官に、すぐ大きなスキャ
友好関係を築こうとしな （園生・関直康）。
手をつないでやっていけば
いるのかさっぱり分からな しすぎると思う。竹島も韓 まり問題視してはいない。 ンダルが起きる国。これは
い。日本も韓国と距離をお
嫌いな国
よいのに（高洲・西嶋里
い国です。 年も過ぎた今 国が実行支配している…慰 うまく上層部やってほしい 日本も同じか！（四街道・島
くべきではないか（松波・橋
なにしろ嫌いだ（幸町・ 頃になってきてもう解決を 安婦の問題でも撤去してか かな？（小仲台・日高保子）。 崎冨士男）。現政権はなぜ北
佐）。北朝鮮と交流を良くし
本恵梨香）。反日教育を続け
関義男）。日本にとっての されているというのに、そ らお金を払えば良いもの 韓国は隣国であり仲良くす 朝鮮との統一を目指してい
てから反日感情が強くなっ
ていく限り仲良くなんか出
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読 者 の 声

眼科美浜クリニック

千葉市雇用推進課の無策

平成元年、日経平均株価 政治家や財界人の懐は豊 治 年から 年間。これは
万９千円が現在は２万 かで自分のことしか眼中に 天皇・国家に対する「忠君愛
千円。１万 千円の低 ない。マスコミは真実を検 国」をめざす内容が多くな
下。この間アメリカ株は 証せず思考能力ゼロだ。
る。第 期は大正 年から
千
ドルが 万 千 マルクス経済学教授は真 で児童中心の教材や国際的
ドルで 倍になり、アメリ 理の探究が出来ない。彼ら なものへの理解等を大切に
カ人は財産を増やした。 の思考はポツダム戦後体 する内容が増えて 年間使
年間に日本人は所得が年 制の「日本人極悪論」に縛 用された。昭和 年第 期
万円も減っ られたままである。
間平均で
新国定教科書が使用され
た。
日本民族は一日も早くポ るようになる。
平成元年に消費税
中身は戦時色が強くな
ツダム戦後体制からの脱却
％、平成 年 ％、平成 が必要である。米国は日本 り、神話も教材として重視
年に ％、
年 月 に原爆 発投下で善人か？ されるようになる。昭和
％。
年オリンピ （穴川・入野守雄）。
年小学校が国民学校と名
ック需要終了。高齢化社会
称を変え第 期の教科書で
教科書の変遷を知る
国語が「ヨミカタ」と改めら
となり、年金支給年齢 歳
を安倍政権は検討。 年間 明治 年、小学校が出来 れる。アメリカとの戦争が
も経済が成長せず、企業は た。当初の教科書は各学校 開 始 さ れ る 頃 で 忠 君 愛
データー捏造、国家公務員 で自由に選び教えていた 国、軍国主義の教材が多く
もデーター改ざん、統計出 が、明治 年から文部省の なる。子どもたちが児童か
鱈目。いざなぎ景気を超え、 検定を受けて合格したもの ら「小国民」と呼ばれるよ
か月も経済成長している だけが使用されることに うになる。戦後この教科書
と安倍政権は発表する。一 なる。明治 年いわゆる国 はアメリカ軍によって黒ぬ
部金持ちは別だが一般庶 定（文部省が著作権を持つ） りするように命令される。
民には好景気の実感はな 教科書が 年間使用され
戦争に負け昭和 年来
ることになる。その後、明 日したアメリカ教育使節団
い。

千葉市花見川区柏井町800-1

）は平成 年をピ
高（
ークに
兆円でストッ
プ。
は三面等価でそ
れぞれ生産、消費、所得を表
す。平成元年の世界時価総
額のランキング 位から
位までの日本企業は 社も
あったが、平成 年にはゼ
ロである。
平成 年貯蓄率は ・
％、平成 年には ・ ％
に低下。平成 年に相続税
大幅アップした。
資産を増やす投資信託が
本ある
日本には
が毎年 ・ ％下がり運用
どころではなく日本人は財
産を減らした。
アメリカの投資信託は毎
年 ・ ％上がり、アメリカ
人は財産を増やした。
※今月のアンケート

会
相
有
医療法人社団

【クイズの応募方法】

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506
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円と大差で、ソニー
ものだ。
現在教科書会社は 社 は新聞広告に ・ ％安く
に及び教科書協会は東京江 なると書いてあるが高くな
東区千石にあり、 月 日 るの間違いか。両社共ネッ
を教科書の日に制定してい トで 万円引きだがソニー
る（鎌ヶ谷・元稲毛小校長 はネットがないと適用しな
いが、セゾンは友人のを使
島津幸生）。
用してもよい。セゾンと契
平和憲法という欺瞞
約すると携帯電話に礼のメ
占領軍内部に於いて、Ｇ ールがはいったがなぜこん
・ウイロビー少将と民生 なにちがうのか、車の保険
局・ケーディース大佐とは は良く調べてすべきだ。
特に仲が悪い。ウイロビー
新聞の広告にダイト薬
円
は独逸系米国人、ケーディ 品の浄水器が
ースはユダヤ人だからだ。 と掲載しているが肝心のカ
おまけにケーディースはピ ートリッジの交換が書かれ
ンカース（共産色）と呼ばれ てないので電話すると ヶ
毛嫌いされていた。後に容 月で交換し 千 百円と
共的言動（ニューディラー） 送料 百円とのこと。
私は同種のトレビーノ社
が災い左遷させられる。
こんな男がホイットニー の浄水器を使用しているが
民政局長より委託、日本国 カートリッジはホームセン
憲法。このひな型を作成（ ターで 個 千円で売って
人）したのである。然もだ、 いるので浄水器を買う人は
憲法専門家は皆無。僅か一 注意されたい。
週間で草案された「マッカ
通販でオムロンの補聴
ーサー原案」を松本蒸治国 器を 万 千 百円で購入
務大臣と白洲次郎に手渡 したが 年以内に電池交
す。昭和 年 月 日「憲法 換のふたが壊れたので部
案」として発表された。 品を送って貰ったが、再度
これは、英文の翻訳憲法 壊れたのでよく見ると薄い
故に多くの国会議員が鳴喉 プラスティック製で丁寧
を漏らしたとの事。洒落っ に扱っても壊れてしまう欠
気の強い吉田茂は「新憲法 陥品と思う。
・棚のダルマも赤面し」な サプリメントも各社値段
る色紙を残している。厳密 がまちまちだが 日分無
に申せば「占領期間中に制 料とか 週間分 百円とあ
定されし憲法は無効」。－ るが薬でないので 日で
ハーグ条約違反（国際法に きくはずがないと言うと個
も明記）であり、憲法は日本 人差かあるから ～ ヶ月
人自ら制定致す。これが国 続けてと、今なら半額と言
際法上に置いても妥当であ っている。ホームセンター
る。〈平和憲法擁護〉は、 のロイヤルは消費税別。カ
世迷い言の意見と呼ぶの インズ、ジョイフル本田は
が正論だということ（文芸 込みで、スーパー、レストラ
評論家・連坊公爾）。
ンもまちまちだが、客は払
よく調べた方がよい
う金額が知りたいので領収
車の保険を２社に同条件 書通りの金額を表示して欲
で見積りしたがソニー損保 しい。私はコスイやり方が
は新聞広告やテレビで大々 気に入らないので、消費税
的に宣伝しているためか 込みの店を利用して いる
万円で、セゾンは 万 （花園・岩井秀夫）。以上

白内障手術

左記のクロスワードパズ 「沖縄の基地」について
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ 沖縄の普天間基地を辺野古
の順に文字を並べると言葉 沖に移転することに県民は
になります。その言葉とア 反対 ％以上占めました。
ンケートの質問内容をハガ あなたの反対・賛成の理由
キに書いて住所・氏名・年齢 を書いてください。
・電話番号を明記。〒２６３ 締切・平成 年 月 日
‐００４３稲毛区小仲台２ （当日消印有効）
～５～２「稲毛新聞クイズ 今月の賞金・賞品
係」宛。なお、応募はメール ☆一等賞＝１万円（ 名）
☆二等賞＝ 千円（ 名）
でも受付ＯＫです。

に強くローマ字教育を勧め
られ、この勧告を受け昭和
年より 年生以上にロー
マ字を教えることになる。
この年国民学校の初等
科は元の小学校に改称さ
れる。戦前はカタカナを先
に学ばせていたがひらがな
から先に学ぶように変わ
る。 年間だけ国が作った
教科書が使われるが、昭和
年より初めて民間の会社
により発行された教科書が
使用されるようになる。ま
た、この年より 年間〝こ
くご〟と言う表題が消える
が 年から表紙にこくごが
復活する。昭和 年からロ
ーマ字の教科書は 廃止さ
れ、ローマ字は国語の教科
書の中で扱うようになる。
昭和 年より教科書が無
償になる。社会科は昔から
あった訳ではなく戦後の副
産物として生まれたもので
平成元年学習指導要領の
改訂により小学校 ・ 年
生の社会（高校も）がなくな
り「生活」がうまれたのは
記憶に新しい。
以上、汐文社ビジュアル
版学校の歴史④教科書の
部分を参考にした。さて、こ
んな歴史を持つ日本の教科
書だが、最近はＢ版だった
のがＡ版となりゆとりをと
りかえすため厚くなった。
そのためランドセルが重く
なりなんとかならないかと
千葉市議会で問題になり国
まであがったそうだ。どの
会社の教科書を使用するか
については金銭がからんだ
不正疑惑や感情がからんだ
りの採択もあったと聞く。
相手（日本）がきらいにな
るような中国や韓国の教科
書はいただけないが自分
の国がきらいになるよう
な教科書もいただけない。
よく比較してよりよい教科
書を採択していただきたい
2
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【敬称略】
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
☆１等賞・ 万円＝萩原貴
ニクあほえん（５名様）
☆千葉市動物公園賞＝入園 美子（高洲）。
☆２等賞・５千円＝小寺カ
招待券（５組）
☆カラオケ・アーサー賞＝ ネ子（園生）日向野良治（宮
千円分の食事券（ 名様） 野木）。
☆アクアリンク賞＝スケー ☆名古屋製酪賞・無臭ニン
ニクあほえん＝泉谷正誼
ト無料券（５組様）
（六方）山本富子（天台）笠文
月号の当選者
江（松ヶ丘）菅野啓子（小仲
月号の答えは「イノシ 台）宇都宮亮（高洲）。
シノキバ」でした。抽選の結 ☆千葉市動物公園賞・無料
果次の方が当選しました。 招待券＝吉野榮春（園生）羽
賀久雄（真砂）中井勝弘（四
街道）末永英子（真砂）高木
雅（小仲台）。
☆アクアリンクちば賞・無
料滑走券＝深川ゆみ（朝日
ヶ丘）吉武希（花園）西村彰
平（天台）小松幹典（都町）五
木田みゆ（椿森）。
☆カラオケ・アーサー賞＝
横田邦明（小仲台）西嶋里佐
（高洲）立花裕司（作草部）
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
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⑬みそ汁の具として食べる海藻。
↓タテのカギ
①物を買いにいくこと。
②身分、立場。
③周囲を山で囲まれた平地。
④計画に加わる事。
⑤きわめて小さいもの。
⑨エピソード
⑩わりあい。
⑪金糸や銀糸を織り込んだ派手な織物。
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⑥近代的。
⑦食べたり、喋ったりします。
⑧上着の下に入れて身体を温めるもの。
⑩物事の筋道。道理。
⑫マル⇔。
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①ペーパー
④眠らせてしまうこと。
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→ヨコのカギ
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「沖縄の基地」について

10
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クイズヒント

先日千葉市の雇用推進
課を訪問し係長と面談。具
体的な対策を聞いたが、職
業安定所的な仕事で拍子
抜けした。そこで失業者と
非正規社員の状況を質問し
たが答えられない。非正規
社員は毎年増え続けてい
る。現状を把握し分析して
対策を立てるべきだ。
千葉市は政令指定都市
であり、政府に対して雇用
促進策を提言出来る筈だ。
推進課は昨年 月設置さ
れ職員が十数名いるが、何
をしているのか？
年前の平成 年には
①ゼロ金利となる。②年金
支給 歳から 歳となる。
③厚生年金、国民年金保険
料大幅アップ。国内総生産

米軍普天間基地の辺野古沖移転は
賛成か反対か。
その理由について

4
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今月のアンケート・テーマ

20

60

（6）
発行
平成31年 3 月 8 日

稲 毛 新 聞
第 270 号
第 270 号

稲 毛 新 聞
（7）平成31年 3 月 8 日 発行

