先月のアンケートテーマ「オリンピックの感想」

あう姿に感動を覚えました
（打瀬・松原保司）。レス
リング競技が当選し、とて
前回のアンケートテーマは「東京
オリンピックの感想」でした。コロナ禍
も楽しみにしていたが、無
での開催となり、開催自体も賛否両論ありましたが、様々な競技で感動をもらった方
観客となり残念な結果とな
が多いようです。
ってしまいました。印象に
残ったシーンは卓球混合ダ
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!!

街道・衣斐凉子）。
◎無理やりの五輪
ヒヤヒヤの五輪。アスリ
ート達は頑張ってました
が、フェアーがなかったよ
うな…気がしてます。無理
やり五輪だったように思う

感動は一瞬に消えました
（高洲・戸沢恵子）。やは
りオリンピックの影響で懸
念されていた様に感染者が
増えてしまいましたが、選
手たちに罪は無いのでメダ
ルをたくさんとれたことは

であげられるとほっこり ブルス水谷、伊藤組が中国 （高浜・林三津子）。猛暑 良かったと思います（幸町・
した（小仲台・高木雅美）。 を破り金メダルを獲得した とコロナ禍の中、アスリー 大浦穂乃香）。
テレビ観戦で色々な競技 ことです（浜野・柳沢範光）。 ト達の熱意は伝わりました ◎運営側の問題
に感動しました。特にソフ 開催反対の意見も多数あり が、この中で強引に開かれ 五輪について、出来るだ
トボール、男子体操。唯こ ましたが開催されると新 たオリンピック本当に良か け関心が向かないようには
の酷暑の中、コロナの大変 聞もテレビもオリンピック ったのでしょうか？疑問 していた。種目、国籍、年
な時に…と納得出来ない 一色となり私どもも夢中で です（小仲台・山内富士子）。 齢何もかも問題だらけだと
事もあります（高洲・横山由 日本選手を応援しました。 コロナでやるの？と思って 思う。特にマラソン、競歩、
美子）。私自身も卓球を趣味 コロナ禍の中、立派に大会 いたオリンピック。何のた 札幌に変更考えた人はお馬
のひとつとしているので、 運営されたことに関係さ めのオリンピックなのか考 鹿さんでしょう（幕張・匿
水谷・伊藤両選手の混合ダ れた方々のご苦労に多大 えさせられました。ニュー 名）。女子マラソンが前日、
ブルスの金メダルは本当 の感謝と敬意を（六方・泉 スでは見てますが、テレビ 競技開始時間の変更が有
にハラハラドキドキ楽しめ 谷正誼）。日本女子ソフト 観戦はしていません。ワク り、選手の対応できなくな
ました（小仲台・田淵良 ボール優勝が一番です。実 チン予約も出 来ず不安の る陸上関係者の運営のまず
年北京オリンピ 中、テレビの音も時に苦痛 さに驚きました。本当にあ
子）。無観客だったのは残 は
念だったが世界中のアスリ ックの決勝戦を見て以来の です（高洲・モモママ）。 りえないだろうという思い
ートが一つになり頑張って 快挙で夢を 回見せてもら それぞれの種目の選手の です（幕張・志村幸江）。
いる姿に感動。オリンピッ いました（磯辺・上林昭 努力は理解できますが、世 東京でのオリンピックは大
クはいい（山崎優子）。野 一）。無観客でも楽しむこ の中がこのような人の命 歓迎だったが、疑問は多
球、サッカー、バスケットボ とが出来ました（打瀬・松 にかかわる状況下での開催 々。なぜこの暑いさなかの
月 時間的にも夜や早
は怒りしかありませが、選
ールがゲームとしてもとて 原有希）。
も面白かったと思います。 ◎開催してよかった 手の一生懸命な姿には拍 朝、なぜ アメリカの報道
特に女子バスケは入場券 反対の声も多かったが、 手を送りたい と思います 関係者の寄付金がものを言
わせたとか。あと、開会式で
が当選していたこともあ 開催して良かったと思う （高洲・伊藤博孝）。
って会場に行けない分応 （高洲・菰田和也）。コロ ◎コロナ患者が増え は日本の文化や様式のかけ
らもなかった（小仲台・菅野
援に力が入りました（四街 ナもあり初めは中止にする 医療崩壊の危機に
国民の大多数が反対し 啓子）。
道・松戸健夫）。卓球男女 のが良いと思ったが、いざ
混合で金メダルを取った水 始まってみるととても面白 ている中、オリンピックを ◎その他
谷＆伊藤選手の活躍と笑 くオリンピックは良いなと 強行してしまい、政治家は 開催国なのに夜の放送が
顔（小仲台・横田千恵）。 思った。メダルを自分で首 日本人の命や健康を全然大 多く仕方ないのかな？（四
女子バスケとスケートボー にかける表彰式には正直 切に思ってないことが、よ 街道・永行雅子）。賛否両
ドとフェンシングが特に 「そこまでしなくても…」 ーく分かりました。コロナ 論がありながら、無観客で
良い試合で印象に残りま と思ったが、考えようによ の患者さんがこんなに増 のオリンピック開催。選手
した（阿部愛）。スケボ競 ってはある意味新鮮で、こ えて医療崩壊の危機です。 たちの努力が実り、メダル
技が面白かった（打瀬・匿 れも新しい形なのかと思っ 家族に医師が二人いますの ラッシュ。いろいろな方の
名）。馴染みのある競技やあ た（宮野木・越村明美）。 で、本当に心配で心配でた 応援もあり、無事に終了。メ
まり見ない競技も含め全般 各国から感謝の声の方が まりません。しかしがんば ダルに届かない選手の方々
に楽しめました（中村博 多かったので開催して良か られた選手の皆さんには おつかれさまでした。どう
之）。オリンピックは毎日 ったと思う（みつわ台・お お疲れさまと言いたいです ぞゆっくりなさって下さい
観戦し、選手を応援しまし いどん）。コロナ禍で開催前 （小仲台・松本禎之）。女 （高洲・竹田チヨ子）。無
た。終わってしまい寂しい は反対の気持ちが多くあり 子ゴルフ 位のプレーオフ 事に終えて良かったです。
です（神明・加藤美代子）。 ましたが、始まって出場者 で 勝 利 し た 稲 見 萌 寧 さ ご苦労様でした（高品・明
特にスケートボードが良か の多くのガンバリを見てい ん、銀メダルおめでとう。 星光子）。
※一部抜粋し掲載
った。他国の選手をたたえ る内にやって良かったの気 オリンピックの安心安全は
持ちが大になりました（四 総崩れ。コロナが増え過ぎ
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金メダルラッシュに興奮

私はテレビで楽しめまし
た。選手の皆さん感動をあ
りがとう！（花見川・斎藤
俊江）。テレビ観戦で手に
汗して応援しました。特に
野球が好きで、どの試合も
見応え充分 金メダルに
輝き大満足しました。メダ
ルラッシュ 日本万歳
（高洲・大井久子）。コロ
ナ禍の無観客の異常のオリ
ンピックですが、どの試合
も真剣で素晴らしいオリン
ピックでした（朝日ヶ丘・
横須賀和男）。女子バスケ
ットチームが素晴らしかっ
た（園生・丸山宗男）。地
の利を得た日本選手の活躍
でした（東千葉・高木一
也）。オリンピック始まる
前、始まった後、問題の多
い印象がある。でも選手の
頑張りには感動しました
（能勢光義）。感激、ソフ
トボールジャパン・橋本大
輝の美。残念、テニス大坂
・バドミントン桃田。一喜
一憂でした（稲毛海岸・長
堀幸子）。開催については
さめてますが、女子ソフト
の上野投手の力投に感激
しました。また女子やり投
げの北口選手のファンな
ので内外での今後の活躍
に大いに期待しております
（検見川・荒木昭治）。こ
の暑さの中選手の皆様お
疲れ様です。卓球水谷、伊
藤コンビ、体操の橋本君他
感動いっぱいもらいまし
た。ありがとう （高洲・
萩原貴美子）。競技の観戦
にも熱が入ったし、金メダ
ル秘話などがネットなど
!

感動をありがとう！

◎選手たちの頑張り
・友情に感動した
開催に至るまでの諸々
の事件はがっかりした面も
多い。一方、選手たちの頑
張りは、日々努力する人間
の美しさ、選手間の友情や
尊敬しあう姿など心洗わ
れる場面に感動した。個
人的にはサッカー男子の頑
張りにサンキューと言いた
い（真砂・原健）。試合は
女子ソフトボール、柔道、
野球。感想は、コロナ感染
拡大中、無観客は残念です
が、選手は頑張っている事
に感動です（匿名）。女子
バスケットボールのスペ
イン戦、フランス戦に感動
しました。ＵＳＡは強すぎ
の高さは狡
です。
い。ヘッドコーチが優秀だ
とチームも大きく変わり、
世界に通用するチームが作
れるのだなと感じました
（幕張・志村豊）。体操男
子鉄棒で金メダルを獲得
した橋本大輝選手と体操
女子床運動で銅メダルを
取った村上、侍ジャパンの
試合全てが特に印象的で
した（幸町・渡部誠）。
「野
球」「柔道」の試合が感動
しました（打瀬・三浦早
苗）。どなたもつらい練習
をしてりっぱな成績を収め
たと感じますが特に侍ジ
ャパン、女子バスケチーム
に感動しました（打瀬・岡
村朋子）。都内で仕事をし
ている夫は無観客のせい
でイマイチ盛り上がりに欠
けていたそうですが、コロ
ナ禍で楽しみが少ない中
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の は 仕 方 な い こ と だ いは、今年は日照不足で 打って感染リスクが少な くなった人もいました。
が、せめてその感染者に 稲の出来が心配だと言っ い人が率先して外食や旅 水難事故や感染拡大、ど
万全の対応が期待できる ていました。（緑区 昭 行に行って経済を回して れだけ人に迷惑をかける
毎日同じニュースの繰返し い続けるだけだ。もうこ 世の中であってもらいた 和懐かし人）
いかないと本当に経済が のか想像できないのでし
のような生活が１年半続 い。（中央区 岩田稔）
沈 ん で し ま う と 思 い ま ょうか。（中央区 あい） 開催の是非を問われた
東京オリンピックでした
新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス いている訳だが、昨年の
ワクチン接種異常なし す。なんとなくこんなこ
が、終わってみれば多くの
「デルタ株」の感染が猛 春頃は感染者数も今より 簡単に使われる重い言葉
と言いづらい世の中です コンビニでの出来事
国民に感動を与えてくれ
私は 歳で新宿の会社 が、必要な事ではないで
威をふるっているが、そ 全然少なかったが学校の
店を出た後に支払金額 た大会でした。しかし一方
れを伝えるニュースは毎 閉鎖やテレワークなどの
（花見川区 ピ
今年のお盆休みは結局 に勤めています。昨年は しょうか。
が多いと気付く。レジで で問題も。ソフトボールの
日「今日の感染者数は○ 思い切った策で街中の人 ずっと雨、しかも九州や けっこうテレワークして ーコ）
の打ち間違いだった。戻 後藤選手が河村名古屋市
○人、重症者数は…」の 流は少なかった。それな 広島などでは災害級の大 ましたが、今は普通に満
るとそのスタッフは接客 長を表敬訪問した際のメ
繰返しだ。そしてリモー りに感染者数は抑えられ 雨になりました。甲子園 員 電 車 で 通 勤 し て い ま 緊急事態宣言中？
中で、隣の外国人スタッ ダルかじり、これに関して
ト出演 で ○ ○ 病 院 の ○ ていた。何故政府は、い も例のない順延続きでし す。ワクチン接種は職域
○先生とやらがやはり毎 や社会は昨年のような状 た。気温も ℃になった で７月中旬に１回目が打
父の介護で頻繁に実家 フに伝えると何度も私に は市長も謝罪、給与返上な
日同じ話をする。手洗い 況 に 戻 れ な い の だ ろう り、北海道が全国でいち てました（モデルナ）。 に戻っては世話をしてい 謝りながら不慣れな返金 どで収束を図ったようで
の情
をしっかり、不要不急の か。簡単に言ってしまえ ばん気温が高いなんて日 その時は副反応は全くあ ます。海辺の故郷はこの 作業を一生懸命にやって すが。さらには
外出は控えて、食事はい ば慣れだったり、自分や もありました。もはや日 りませんでした。そして 夏 も 人 出 が 多かっ た で くれた。間違えた日本人 報番組「サンデーモーニン
つもの人と少人数で…。 周りの人に感染者がいな 本は亜熱帯気候なのかも お盆に２度目を打ちまし す。ホテルもいっぱいで、 スタッフは手が空いても グ」内での張本勲氏のボク
もう当たり前な話ばかり ければ、やはり他人事な しれません。毎年「経験し た。２度目は少し腕が痛 地元のスーパーも混雑し 知らん顔。コンビニのバ シングフェザー級金メダ
で、そんなことはもうみ のではないか。危機意識 た こ と の な い 豪 雨 … 」 重い感じでしたが発熱も レジには大行列が。県を イトは覚えることがたく リスト入江選手への発言
んな知っている。医療崩 の欠如は政府だけ（総選 「 年に一度の災害…」 なく大丈夫でした。これ またぐ移動の自粛もおか さ ん あ っ て 大 変 だ ろ う で日本ボクシング連盟か
壊はもう現実のものとな 挙で政権交代を期待する といった表現が簡単に使 で２回打ったのでもう大 まいなしなのか、他県ナ が、がんばってほしい。 ら抗議を受けた件。ある程
度の年齢を重ねた、あるい
っている。感染したが入 しかないのか）ではなく、 われている気がします。 丈夫とは言いませんが、 ンバーの車が多く見られ （稲毛区 セイ）
は地位にある方たちの時
院出来ず自宅で亡くなっ 社会にもあるのだろう。 テレビでそんなこと簡単 引き続き感染対策をしな ました。遊泳禁止の海岸
てしま う こ と が 起 き 始 このコロナ禍は本当に終 に言うなと思いますが、 がらも色々と外食や外出 で泳ぐ人たちもいて本当 ワクチン接種は流れ作業 代や社会の変化に対応し
ない（出来ない）考えや行
めて い る と い う の に 政 結の日を迎えられるのだ これが今の現実なんでし をしてみようかと思いま に危険です。流されて救
府はお決まりの台詞を言 ろうか。感染してしまう ょうね。米農家の知り合 す。だってワクチン２回 助されたり、おぼれて亡
先日、町医者で受けた 動には困惑します。確かに
ワクチン接種は流れ作業 その年代の方々が戦後か
た旬モノの思い出、一度は食 トリンク滑走券（ 組）
ルでも受付ＯＫです。
だった。問診なし、熱は自 ら高度成長期の日本を支
【クイズの応募方法】
べてみたい高級品など、みな ８月号の当選者★８月号 己申告、利き腕も聞かれ え現在の礎を築いたこと
左記のクロスワードパズ ※今月のアンケート さんの好きな秋の味覚や、そ の答えは「ウミデオヨゴ ず、座るとすぐに右腕に は間違いないでしょう。し
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ テーマ「あなたの好 れにまつわるエピソードが ウ」。抽選の結果次の方が 注射され、あっという間。 かしここ 年、いや５年で
【敬称略】 左利きだと伝えそびれた すら大きく世の中は変化
ありましたら、ぜひを教えて 当選しました。
の順に文字を並べると言葉 きな秋の味覚 」
☆１等賞・ 万円＝野田美 のでしばらく腕が上がら しています。もはや 年前
ください。
になります。
その言葉とアンケートの コロナ禍では全国のお取 締切・令和３年９月 華（高洲）
ず不自由だ。
（稲毛区・Ｈ） のことは今の時代に通用
しないことばかりでしょ
質問内容をハガキに書いて り寄せグルメなど、通販の需
日（当日消印有効） ☆２等賞・５千円＝斎藤俊
う。大体そのような問題に
江（花見川）三浦早苗（打
住所・氏名・年齢・電話番号 要が高まっているそうです 今月の賞金・賞品
●読者の声募集！
を明記。〒２６３‐００４ ね。これから秋にかけては美 ☆一等賞＝１万円（ 名） 瀬）
日頃皆さんが思ってい 直面する現場にはキャリ
３稲毛区小仲台２～５～２ 味しいものがたくさん出回 ☆二等賞＝ 千円（ 名） ☆図書カード賞・千円の図 ることや感じていること アを重ねた重鎮が居座っ
書カード＝石田友里恵（東 を稲毛新聞に送ってみま ているのでは…。物事の良
～１００１「稲毛新聞クイ る時期。毎年楽しみにしてい ☆図書カード（ 名様）
ズ係」宛。なお、応募はメー る秋の味覚や、旅行先で食べ ☆アクアリンク賞＝スケー 千葉）伊部博孝（高洲）長谷 せんか。ハガキ・
・ し悪しよりも人の考え方
川葵（小中台）
メール「読者の声」係ま 優先なのでしょう。社会を
動かす年代はもっと若くて
☆アクアリンクちば賞・ペ で。
も良いのではないでしょ
ア滑走券＝岡村朋子 （打
瀬）小室茂雄（千城台北）伊 ８月号のクロスワード答え うか。私は 代の半ばです
が、この新しい世の中に対
藤道子（朝日ヶ丘）荒川昌
応すべくこの年齢でも日
一（高洲）吉田友子（長沼）
々勉強中です。地位を得
以上。
て、向上心や学びを止めた
※８月号読者調査のク
時、時代から後退していく
オカード当選は発送をも
ことに気づいてほしいも
って代えさせていただき
のだと思います（志）
ます。
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今月のアンケート・テーマ

好きな秋の味覚は？
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→ヨコのカギ

40

②吸ったり、吐いたり。
④ブレスレット。
⑥ふたつ揃って一組になる。
⑧雨上がりに7色の○○が。
⑨人工の髪の毛を昔はこう言いました。
⑩改まって人に会う。
⑪眠って見るもの。
⑬とても貧しいこと。

20

↓タテのカギ

5

31

3

1

2

①お正月に食べる。
②蚕が食べる葉。
③厳しく問い詰める。
⑤デジタルカメラの略
⑦○○を通す。○○が悪い。
⑨床の間などに掛けて鑑賞する絵などを表装する物。
⑪矢を射るもの。
⑫○○を押す。○○仏。○○には○○を入れる。
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