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マホの多さに驚きです。と 人知人を見ると便利そう、 の日常ではなくても生活で
ても危険な行為なので警察 換えようかと思うのですが きる（稲毛海岸・長堀幸子）。
の取り締まりの強化してほ 一方メカに弱い私と同じ友
持っていない

24

10

83

2

「携帯・スマホ」について

千葉営業所／若葉区多部田町

39

55

が万能ではなくなった。資
本主義の衰退である。しか
し、新聞はそういう本質論
には盲目である。現象だけ
を追っている。だから読者
は事の本質・意味がわから
ない。盲目の人生である。
アア、哀しい（宮野木・藤
本 豊）。

0120-148-237

フリーコール

老人ホーム

安心と信頼 心のかよう墓づくり 創業130年

地獄の沙汰も金次第であ
る。妹のホームはスリッパ
使用だが土足で入れるホー
ムもあり土足ＯＫにして欲
しい。ホームの職員は親切
で訪問者を数名の職員が挨
拶に出てくれて荷物まで運
んでくれる。妹は年金を
歳から貰ったので何とか生
活しているが資金のない人
は老後厳しい生活になるの
で節約に心掛けておかねば
ならない。年を取ったら明
日は我が身なので研究して
おく必要があると思う。
家を売ってホームに入居
したが居心地が悪くて戻れ
る家もないと嘆いた記事が
週刊紙に出ていたが格子な
き牢獄と考えなければなら
ない。 歳の友人は色々と
考えるので寝つきが悪く、
睡眠薬をのんでいると言っ
ていた。私も同類だが考え
がまとまらない中に時は過
ぎて行く（
花園町・岩井
秀雄）。
以 上

霊園案内サービスセンター

29

便利になったが操作が複雑で難しい

い

●千葉中央霊園●千葉緑霊園

1

しい（さつきが丘・石崎喜 人はスマホ講習を受けたの
スマホは無くても自分な
好）。自転車や歩行中は危険 に登録電話番号を消してし りに調べ友達との連絡も℡
ですね、注意しましょう。私 まいスマホに換えられず未 ですませる。人とのふれあ
は持っていません（花見川・ だガラホのままです（幸町・ いが無くなっているようで
鈴木活美）。便利な世の中 若菜俊子）。ガラケーを使っ 頼りたくない（小仲台・山内
になったなあと思いつつも ています。スマホはメール 富士子）。スマホも携帯も
ＳＮＳ関連の事件も多く危 が使いづらい（小仲台・寺 持っていない（宮野木台・
険と隣あわせだなあと思う 阪和久）。現在ガラケーで 能勢光義）（さつきが丘・
（南花園・室井千壽）。ス す。スマホに変えて買い物 新井郁子）。私はつい相手
マホで歩きながらやってい ができるようになりたい の動きが気になるのであま
る人は本当に迷惑です。一 （四街道・小川桂子）。立 り電話はしません。だから
人でも多くやめてもらいた ったままで固定電話で話す 携帯電話は持っていませ
い（打瀬・南澤真砂子）。 のがおっくうなので携帯電 ん。たまにアッタライイネ
車中座席の 割がスマホを 話で話してます（天台・山本 と思うことも（小仲台・中川
見ています。老婆心ながら 富子）。ガラケーを使って久 明江）。アナログ世代の私
良い風采ではありません しい。メール、カメラを利用 達にはスマホは不向き（朝
（幕張西・小島実紀子）。 している（高洲・宇都宮亮） 日ヶ丘・上田正広）。そん
今でもガラケー。メールと なに進化しなくてもいいで
ガラケーです
ガラケーが終了するので 電話ならガラケーでＯＫ す（八千代・牧けい子）。今
家人にガラホに換えさせら （高洲・モモママ）。今更 までガラケーを持っていま
れましたが、インターネッ と 年前のケータイから脱 したが使うことが無いので
トにしないよう促されたも 却する気力なく追いつく機 解約した（天台・山本信夫）。
のの使いづらく、スマホに 能に背を向けている（黒砂 ないのでわかりません（幸
してほしかつた（花見川・太 台・岡本和美）私はガラケ 町・畠山マサ子）。
田陽子）。私はガラホを使っ ーを今でも使い、これで充
ています。確かにスマホは 分です（小仲台・河内桃子）。
便利だと思いますが高齢者 超アナログ派。今後も、ガラ
はどれだけ使いこなせてい ケーのらくらくホンでいき
るか疑問です（四街道・初瀬 ます（真砂・工藤正生）。私
川和穂）。スマホ未熟でまだ はガラケーを使っ ていま
ガラケー使用中。取り残さ す。スマホが生活必需品？
れている感がありますがガ そんな事は無いと思う。む
ラケーは卓上に忘れても何 しろ全く必要無い物です。
ら支障がない毎日。それよ 普通の携帯電話で充分です
りもドコモの店の相談窓口 （小中台・小室良満）。私
はいつも 時間待ち以上で はガラケーです。ＴＥＬよ
異常としか言いようがあり りメールが多い。これで充
ません（高洲・大内健司）。 分（四街道・栗村道生）。
スマホは持ってないが、つ 現在は固定電話で応答する
かいこなせれば便利と思う ことが殆どです。携帯電話
（あやめ台・一森万亀美）。 は時々使用するくらい。ス
まだスマホでないので早く マホは 歳の高齢なのでも
おぼえないと遅れてしま っていない。差し当たって
う。でもおぼえられないか 必要とは思いません（浜野・
も（稲毛・森田美恵）。今は 柳澤範光）。ガラケーで用事
ガラケーを使っていますが が足せているのでスマホは
なるべく早くスマホに変え 必要なし（小倉台・中村聡
ようと思う（長沼・吉田友 美）。スマホは便利だが必ず
子）。使いこなしている友 しも必需品ではない。現在

が

●いずみ霊園 ●御成霊園

㈱雅セレモニーホール

6

目は外したい（幕張西・茅 繋がりも生じる（検見川・小
今月のアンケート
森麻利子）。長く使い続け 林慧）。便利だが、スマホが
ているが未だに使いこな 発端になる犯罪も多いので
電車に乗ると 人のうち 人が携帯・スマホを使用しています。 せない。ただ辞書、メモの 使い方を誤ってはいけない
世はまさに携帯時代。若者から高齢者まで携帯電話は生活の必需品 代わり新聞の代用として （松波・匿名）。使いこな
になっています。様々な生活情報から友人、家族、ビジネス、会社 は大いに役立っている（小 せば便利、依存すれば害（作
新台・大山宗一郎）。スマホ
仲台・菅野巌）。
との連絡など情報のツールとして欠かせない時代になりました。
はたしかに便利。検索や地
ガラケーと変わらず
そこで今回は携帯・スマホについて読者にアンケートをお願いし
年前にガラケーから 図、乗り換え等を良く利用
たところ、掲載しきれないほどたくさんの回答を頂きました。
変えたけど使っている機 しています。でも広告・宣伝
能はメールとインターネッ が多すぎるのがイヤですね
トくらいでほぼガラケー （四街道・松戸健夫）。
谷正誼）。便利の反面こわ 児がスマホで物の長さを測 時代と変わっていません 依存症・異様
必需品・便利
一番の必需品（小仲台・ い（幸町・中村春雄）。写 ったり、スカイウォークで （園生・能勢恵美子）。ス スマホ依存病になりそう
横田千恵）。生活する上でな メを使って孫と交換するの 世界中を空から見たり、写 マホは会話だけ、メールは でこわい世の中がきそう
くてはならない（桜木・小野 は楽しい（高洲・鈴木米子）。 真の検索を簡単にできたり 見るだけのレベルのままで （高洲・小島陽一）。依存
智子）。一台で色々な役割 操作が大変！（みつわ台・ 次々に出来ることにびっく す（朝日ヶ丘・館野勝敏）。 しすぎだと思います（黒砂
をしているのでいつもスマ 岩井美津子）。ラインは便 り（小仲台・菅野啓子）。な 料金について
台・中村博之）。道を歩きな
ホを触ってます（松波・橋本 利です（幸町・ばあば）。リ かなか使い方に 慣れませ 末端・利用料が高い（高 がらいじっている人や電車
恵梨香）。人生のお友達（花 スクを正しく理解して使用 ん。自在に使っている方が 浜・住村直希）。格安スマホ の中でも集中している人々
見川・長谷恵喜）。日常生 すれば高齢者も最強ツール 羨ましい（松波・齋藤淳子）。 が普及しないのは日本だけ を見るたびに、スマホの奴
活の強い味方（稲毛東・吉 （打瀬・亀高邦夫）。メール スマホは持っていますが、 ですから回線卸が高すぎて 隷みたいと気の毒になりま
村太希）。一家に一台必需 やＳＭＳの使用が増え直ち 使い方が難しくて現在は電 総務庁から指導を受けても す（小仲台・河内桃子）。ス
品（高洲・黒岩八重子）。 に相手と話す事が減った 話の発信・受信が中心（柏 「自由価格」を標榜して一向 マホがないと不安。便利で
生活の一部（神明町・加藤 （高浜・鈴木晴）。子供から 台・溝上芳史）。スマホを使 に値下げしません（高洲・大 あるが故に依存症になって
美代子）便利なアプリが多 大人まで生活の一部になり 用しているが、電話帳、メ 内健司）。料金体制、料金 しまっている（みつわ台・
く助かっている（高浜・住村 便利な必需品だが、地図や ール、カメラ、アルバム辞 制度が全く判らず使用に不 ウッチイ）。電車の中で一
直希）。必需品だが使いすぎ 辞書を引く、字を書く感覚 書、手続案内、歩数計だけ 安。もっと明瞭化を（宮野木 斉にスマホをやっている光
じゃないかと悩むときもあ がなくなり淋しい（千葉・Ｋ で充分なので不必要。安く
景は異様な感じ（高洲・荒
・吉岡保広）。価格の仕組
る（松波・熊倉絵里佳）。 子）。家族の連絡に欠かせな してほしい（柏台・匿名）。
川昌一）。電車の中での大
みが複雑で高いと思う（東
便利（船橋・土屋直子）
（小 いアイテム。高齢の両親が 自由に活用できる人はうら 千葉・高木一也）。
人がしているスマホのゲー
仲台・平木良佑）（千草台 いるのでなにかあってもす やましい。息子等は辞書代 毒にも薬にも
ムはどうかと思う（花園・齋
・源甲斐友江）（千草台・ ぐに対応できる（幕張・上田 わりに使っているし、すば スマホは使い方次第で毒 藤やす子）。電車、バス等で
中山真希）（南花園・白石 香緒里）。両親には使って らしい道具です（柏台・新見 にも薬にもなる怪物。どう 多数の人がスマホに夢中に
克治）（花見川・文生）
（四 もらいたい。一番は孫との 洋子）。子供のすすめでスマ か利便性や興味本位だけに なっている光景を目にして
街道・隆佑紀子）（高洲・ コミュニケ―ションツール ホを持ちましたが頭がつい 走らず一歩立ち止まって判 異様に感じるのは私だけで
日隈裕行）（小仲台・尾沼 になることを伝えたい（宮 ていかず 年過ぎても℡メ 断することを心掛けて下さ しょうか（花見川・儀藤晴
亜梨沙）（花見川・斉藤邦 野木・山田涼子）。即情報 ールラインしかできませ い（四街道・島崎冨士男）。 夫）。電車の中で一斉にス
昭）。色々な知識が身に付 が適確に手に入れることが ん。今からでも便利なツー 使い方によって良くも悪く マホをいじっているのを見
き便利（小仲台・富永政美） できる（さつきが丘・堂淳 ルを覚えていけば認知症予 もなるモノ（幕張本郷・石井 ると違和感を感じる（四街
（南花園・木下洋志）。銀 子）。スマホになってもガラ 防になるのではと思う（四 彩華）。お財布を持たなくて 道・足助幸子）。
行の振込、病院の予約、ネッ ケイとほとんど変わりない 街道・足助幸子）。便利で も支払いが可能になった 危険なスマホ
トショッピング、バーコー 使い方…トホホ（磯辺・酒 すが使いこなせない（穴川・ り、どこでも動画を見るこ 大通りの歩道を自転車に
ド決済、生活が便利になり 井典子）。電話の呼び出し音 前林勝美）。色んな機能が ともできます。良い点も多 乗って左手にスマホをカチ
ました（幕張・畑中奈央子） が小さくて見逃してしまう あるから使いこなせないの いですが、ＴＰＯを考えず ャカチャやりながらはとて
が現状（みつわ台・吉川洋）。 に使用している姿をみると も危険。やめてほしい。歩く
（朝日ヶ丘・山田三十八） （長作台・大塚守）。
昨年 月に変えたばかり。 それは良くない。私自身も 人の中に子供連れもいるの
（打瀬・松原保司）（桜木 使いこなせない
年近くなるが、未だも まだ慣れない毎日です（小 使用する場所や状況を把握 に目はスマホに夢中になっ
・嶋村栄一郎）。便利だけ
ど持たないですごせる時代 って使いこなせない。アプ 中台・安田美枝子）。つい したうえで回りに迷惑をか ていてぶつかっても何も言
の方がよかったかも（高洲・ リをダウンロードする時、 ていくのが大変。機種変更 けない使用を心掛けたい わずに通り過ぎる人もいま
一ノ瀬明訓）。昭和のよき ラインを交換する時など。 の為ショップにいくと数時 （高洲・青木幸史）。便利 す（六方・阿部ちい）。走行
時代がなつかしい（六方・泉 今日のテレビで 歳の天才 間かかるので必要のない項 な反面希薄な関係や面倒な 中の車や街中でのナガラス

て

いつでも求められる和泉家の4大霊園

JR幕張本郷駅より徒歩５分
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向こう 年間で 万 千 適用すべきである（美浜
人の外国人労働者の受け 区・須藤正）。
入れが見込まれる。
山田耕筰と幕張小
そして、こうした流れ
月の新聞の近県案内
は年々加速していくもの
と予想される。このため、 の中に栃木県立美術館で
我々日本人には、外国人 「山田耕筰と美術」展の案
と共生していくことが求 内があった。日本人で音楽
をやっている人で山田耕
められている。
外国人との真の共生社 筰の名を知らない人はい
会を実現していくために ないだろう。
は、多様性を尊重するこ 今から 年前、当時幕張
と（ダイバーシティ）が重 小に勤めていた時、幕張の
要である。我々の島国文 歴史を調べていた。ある時
化には、外国の多様な文 裏門入口にある鮮魚店の
化や言語を無意識に敬遠 親父さん（実はこの方花見
川区選出の県議会議員宍
する傾向がある。
しかし、これからの時 倉 登 氏 の お 父 様 で あ っ
代は、そうは言っていら た）から親しく声をかけら
れない。多様性の尊重の れ、昔山田耕筰がここに住
観点から、在留外国人に んでいたと言うことを聞
よる母国語や母国文化の いた。早速調べたところ明
年）に在
教育も受け入れていかな 治 年（
籍していたので幕張小の
ければならない。
その第一歩として、外 歴史の中でとても大きな
国人向け幼稚園等にも幼 ニュースとして取り上げ
児教育・保育の無償化を ることにした。

ま

高齢化社会で病院・老人
ホームに入る老人が増えて
おり独身の妹が足腰が悪く
なり入院したが ヶ月で退
院させられ老人ホームも満
杯で初めてのことで大変だ
った。
私の家の近くに老人ホー
ムが 数軒もあり入居金等
は様々で 年で７３０万
円。月々の支払が管理費
万 千 百円、光熱費 万
千 百円、食費 万 千
円税共合計 万 千
円と広告にあるがそ
の他の費用が介護保険自己
負担金、医療費、薬代、消
耗品等が 万～ 万かかる
と言われたが家からの持参
品、余計な支出がなかった
円で済ん
ので 万
だ。 病院行きなど何か起
きればタクシー代や付き添
万円
い代がかかる。
の入居金は何年でもＯＫだ
が死亡の場合は 分の は
返って来ない。
電気水道は使い放題なの
で夜中もつけておけるがメ
ーターがある ホームもあ
る。私と妻 人分より良い
生活だ。保証人が 名必要
だがいない人は数百万円も
必要だ。儲かるのでホーム
が増え競争になり潰れると
入居者金は返って来ないの
で心配だ。知人の女性は夫
を安い特老に入れ費用は安
くすんだが待遇が悪くかわ
いそうなことをしたと亡く
なった時後悔していた。
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JR新検見川駅より徒歩4分
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蛇足だが「私たちの幕 学んでいる。留学中に得た
張」にまとめ、これについ 最先端の情報を国内に伝
ては昭和 年千葉県教育 え日本近代美術に多大な
委員会より研究助成金を 影響を与えている。
いただいている。宇都宮ま 今回の展示会は山田の
で行ったのは彼について 音楽家以外の面の紹介で
在籍していたと言うこと あった。代表作赤とんぼ・
だけで何もくわしいこと からたちの花（大正 年
を知らなかったのと、また 歳の時幕張小時代をなつ
大学時代の友人にひさし かしんで作曲したと言う
ぶりに会えると言うもう 話もある）など日本を代表
一つの目的があった。
する音楽家山田耕筰は短
山田耕筰は明治 年（ い期間であったが幕張尋
年）東京本郷区森川 常高等小学校に在籍して
町に山田謙造（医師・キリ いた。なお彼は 歳の時に
スト教伝道者）と母ひさの 耕作を耕筰と改名してい
男として生まれ、神奈川 る。今年は山田耕筰没後
の横須賀小、東京芝の啓蒙 年になる（鎌ケ谷 元稲毛
小から明治 年 月より 小校長 島津幸生）。
同年 月まで現在の千葉
預金しても無利息
市立幕張小学校に在籍し
ている。山田は 歳の時幕
月 日の第一面トッ
張小在籍（わずか２ヶ月 プは「口座手数料 地銀・
間）のことを思い出して次 信金が次々導入」と書いて
のように記している。
いるが、これは今日この頃
「父の病は思わしくない 始まったことではない。
ので、千葉県の幕張へ転地 私は千葉銀行に勤務し
した。村の旅館の離れを借 ていた者だが、私が居た頃
から銀行は貸し出すとこ
ろがなくなって経営が苦
しくなっていた。何十年も
前のことだ。
企業が銀行から融資を
受けて設備拡大してもの
づくりを増やしてどんど
ん儲けるという時代はと
っくになくなっている。経
済の衰退縮小ということ
だ。銀行は金貸し業だが、
その貸出先がなくなって
四苦八苦している。支店の
合併などでしのいでい
る。経営の縮小だ。
預金しても無利息、その
上手数料という時代なの
だ。お金の価値が無くなっ
たとも言える。お金さえあ
ればという時代ではな
く、お金があってもという
時代になったのだ。お金は
万能ではなくなった。お金
ン高等音楽学校で作曲を は資本になるがその資本
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幕張本郷ホール

会員登録 （
無料）で
祭壇一式20%割引あり

検見川ホール

安心価格！雅の家族葬
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☆二等賞＝ 千円（ 名） した。抽選の結果次の方が り切ってそこへ父母と私
でも受付ＯＫです。
【クイズの応募方法】
※今月のアンケート
☆名古屋製酪賞＝無臭ニン 当選しました。
【敬称略】 という一家が移り住んだ
左記のクロスワードパズ 「電子タバコ」について。
ニクあほえん（５名様）
☆１等賞・ 万円＝鈴木米 のである。その頃の幕張は
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ 愛煙家にとって肩身の狭い ☆千葉市動物公園賞＝入園 子（高洲）。☆２等賞・５千円 見る影もない淋しい寒村
の順に文字を並べると言葉 時代になりましたが、最近電 招待券（５組）
＝上田正広（朝日ヶ丘）太田 で子供心に悲しかったこ
になります。その言葉とア 子タバコを吸っている人が ☆カラオケ・アーサー賞＝ 陽子（花見川）。☆名古屋製 とは菓子らしい菓子とて
ンケートの質問内容をハガ 目立つようになりました。あ 千円分の食事券（ 名様） 酪賞・無臭ニンニクあほえ 商 っ て い る 店 も な く
☆図書カード（ 名様）
キに書いて住所・氏名・年齢 なたはどう思いますか。
ん＝山田涼子（宮野木）上田 馬刀貝 の塩からく煮つめ
☆健康麻雀賞＝入場無料券 香緒里（幕張）石崎喜好（さ たのや梅干など駄菓子屋
・電話番号を明記。〒２６３ 締切・令和 年 月 日
（当日消印有効）（一組 名・麻雀できる人） つきが丘）宇都俊一（みつわ の店先に汚い捻ん棒や何
‐００４３稲毛区小仲台２
かと同居していた風景だ
～５～２「稲毛新聞クイズ 今月の賞金・賞品
台）小川桂子（四街道）。
月号の当選者
答えはコタツデテレビで ☆千葉市動物公園賞・無料 った。高等一年生（五年生
係」宛。なお、応募はメール ☆一等賞＝１万円（ 名）
招待券＝大塚守（長作台）一 のこと）として毎朝宿の裏
ノ瀬明訓（高洲）隆佑紀子 垣根を走っては学校へ通
（四街道）一森万亀美（あや った」…「私は東京から来
め台）。☆カラオケ・アーサ たというので村での小さ
ー賞・千円食事券＝能勢光 いインテリとして何とな
義（宮野木台）齋藤淳子（松 く敬われていた」（中公文
庫・自伝若き日の狂詩曲よ
波）横田千恵（小仲台）。
☆図書カード賞・千円の図 り）明治 年東京音楽学校
書カード＝木下洋志（南花 を卒業後彼は同 年三菱
園）岩井美津子（みつわ台） 財閥の岩崎小弥太の後援
菅野巌（小仲台）。 以上 で初めてドイツのベルリ

優
優良
良霊
霊園
園

3

3

電子タバコが流行っていますがどう思いますか？

88

愛煙家にとって今や肩身の狭い時代になりました。
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「電子タバコ」について
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今月のアンケート・テーマ

88

→ヨコのカギ
①〇〇油、○○和え○○塩。
④役に立たなくなった物。
⑥自分の妻をへりくだって言う。
⑦ヒキガエル。
⑧人の形で田畑に立って鳥獣を追い払う。
⑩野球で打者が打ち上げた球。
⑫独唱。独奏。
⑬東北地方の郷土玩具。円筒形の胴に丸い頭がついている。
↓たてのカギ
①登山、スキー、水泳用の眼鏡。
②縁起の良い魚として祝い事で食べる。
③地獄にいて嘘をつくと舌を抜かれる。
④洋風でしゃれている。蛮カラ⇔。
⑤朝日が出る方向。
⑨絹糸を吐いて繭を作る。
⑩入浴するところ。
⑪師に習い従うもの。

2

10

る。一部には、対象外とさ
れた外国人向け幼稚園等
施設の約半数は朝鮮幼
稚園であるため、日本人
外国人向け幼稚園にも無償化適用を！ 拉致問題や朝鮮総連との
昨年 月から幼児教育 画教室やそろばん教室な 関係性など、政治的理由
・保育の無償化がスター どもあるため、無償化の が存在するのではないか
トした。幼稚園や保育所、 対象にするのは難しい」 とも言われている。
しかし、幼児教育・保育
認定こども園等に通う などと説明した。
～ 歳の全ての子供と、 しかし、問題になって の無償化の財源には消費
保育所に通う ～ 歳の いるのは各種学校の中の 税が当てられているが、
住民税非課税世帯の子供 幼稚園等に当たる施設で そのよ うな政治 的理由
について、その利用料が あり、趣味の教室の存在 で、日本人と同じように
無償化された。ところが、 を挙げて政府方針を正当 消費税を負担している朝
この無償化の対象から各 化するのは苦しい。
鮮幼稚園の子供たちを対
種学校に当たる外国人向 また、幼児教育・保育 象から外していいのだろ
けの幼稚園や保育所が除 の無償化には、国の設置 うか。子供たちには、日本
外された。その数は 施 基準を満たさない認可外 人拉致問題とは無関係で
設に上る。
保育施設も対象に含まれ あるはずだ。
外国人向けの幼稚園等 ることになった。この点、 今後、日本の少子高齢
が無償化の対象外とされ 外国人向けの幼稚園等に 化は益々進行し、外国人
た理由について、文部科 は認可保育施設と同じ施 の労働 力に頼ら なけれ
学省の担当者は、「各種 設水準 のところが 多い ば、社会を維持していく
学校は幼児教育を含む個 が、これらの施設は無償 ことができない。
別の教育に関する基準が 化の対象から外され、認 昨年 月には、改正入
なく、多種多様な教育を 可外保育施設が対象にな 国管理法に基づいて新た
行っている。例えば、絵 るというのは矛 盾があ な在留資格が創設され、
5
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