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パッチワーク教室Cotton Timeを主宰する
岩崎 美由紀さんの作品をコラムとともに紹介します

日本でもすっかり秋の行事のひとつ
になった、ハロウィン。
「ジャック・オー・ランタン」は、
かぼちゃの提灯の名前です。
まだハロウィンがそれほど一般的で
はなかった頃、本物のかぼちゃで作
られた大きな顔を住宅街で初めて見
た時は、夜だったこともあり、本当
にびっくりしました。

size　３２×２６ｃｍ

№ 6  ハロウィン

くり抜いて作るのは難しそうですが、「おもちゃかぼちゃ」という飾り用の小さな
かぼちゃに、目や口の黒いシールのおまけが付いて売られているものもあり、
可愛らしい飾りが手軽に楽しめます。商店街や洋菓子店など、子どもたちが仮装
して集まるイベント会場には、今年も、「ちびっこ魔女さん」たちの笑顔があふれ
そうですね。

くり抜いて作るのは難しそうですが 「おもち

　「開幕 14 連勝」「史上最速 J1 昇格」など、さまざまな記録を

打ち立て、湘南ベルマーレがクラブ初のリーグ優勝を決めた。

　2012 年曺監督就任１年目で J１昇格を果たしたものの、１年

で J２降格。それでも「常にゴールを意識しながら縦にボール

を運ぶ攻撃的な湘南スタイル」の継続と深化をテーマに、目標

であった１年での J1 復帰を果たした。

　「全員攻撃、全員守備」の圧倒的な走力は、他の追随を許さず、

３節から首位の座を譲ることはなかった。

　曺さん（監督）を 1年で J1 に復帰させたいという思いで（J１ク
ラブからのオファーを断り）チームに残りました。3年間で 2回昇
格した監督のもとで、チームの力になれたことはうれしいです。
　サッカーは甘くないので、目標を掲げてもできないことが数多く
ある。自分のサッカー人生もずっとそうでした。それでも今回は目
標としてきた昇格や優勝が達成できた。ただこれから先のサッカー
人生が大切だし、もっともっとレベルアップしていかなければいけ
ない。来年は J1 での戦いですが、そこでどれだけ自分もチームもレ
ベルを上げられるか、いちばん大事だと思っています。

永木亮太キャプテン
（MF/No.6）のコメント

J リーグ村井満チェアマン
から優勝シャーレを受け
取る永木キャプテン

優勝を決めた 10/4　
東京ヴェルディ戦   

味の素スタジアムにて

昇格を決めた 9/23 京都戦

「過去最強の湘南になる」
を合言葉に戦ってきた今季。
けがのために長期離脱している古林将太、
大槻周平両選手、U-21 日本代表に召集された
遠藤航選手のユニフォームを掲げ、サポーター
とともに昇格の喜びを分かち合った。

攻守にハードワークする
ウェリントン選手。
16得点はチームのトップ
スコアラー（37節終了時）

　ざくろ歯科の内間です。
　早速ですが、平成 24 年の死亡率をみると第 3位
が肺炎です。肺炎の中でも多くは誤嚥性肺炎であ
り、口腔と関係があります。肺炎は震災関連死の
中でも群を抜いており、被災地では避難所での劣悪な食事や住環境、粉塵、
避難所生活での疲れによる免疫低下、極端な水不足で歯磨きができないため
に、口腔内の衛生状態を保てない環境がそろっています。従って口腔内細菌
が増加し、就寝中などに唾液と一緒に口腔内細菌を飲み込む不顕性誤嚥が関
連しているという足立 了平氏による調査報告があります。
    歯周病、虫歯は細菌が関係して引き起こされます。また、総入れ歯でも菌
が関係する病気もあります。こういう病気に全くかからないようにするのは
難しいですが、歯ブラシや入れ歯を洗うなど口腔内を清潔に保つことで、肺
炎の予防につながるひとつの治療であるということを考えて、歯ブラシして
みてはいかがでしょうか？
歯ブラシのやり方については、ぜひかかりつけの歯科医に教わってください。

「肺炎と⼝腔ケアについて教えてください」

ざくろ歯科／内間  恭洋  院長

茅ヶ崎市みずき3-1-10サンミズキビル 3F（マム湘南みずき店 向かい）
ご予約・お問合せ　TEL / FAX　 0467 - 54 - 3963　

診療科目　一般歯科／小児歯科／予防歯科／口腔外科／インプラント／
　　　　　審美歯科／ホワイトニング／一般矯正
診療時間　9：00 ～ 12：30  /  15：00 ～ 20：00　　休診日　水・日・祝日
ホームページ　http://zakuro-shika.com/

デンタル相談室デンタル相談室 5

ブログでも作品をご覧いただけます。
http://patchwork-cottontime.at.webry.info/

教室では、たくさんの⾒本の中から
お好きな作品を選んで頂き、

ゆっくりペースで仕上げます。
現在受講⽣募集はカルチャースクールのみになります
   ユニアート湘南平塚店  TEL 0463-25-0784

湘南ベルマーレが
   圧倒的強さで J２優勝
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初心者大歓迎 !
まずは見学・体験に来てみませんか ?

　市内のどの小学校の児童でもOK!( 現在室田・松林・小和田・香川・
鶴が台・松浪・梅田小のみんなで活動しています )  男子も活躍中 !
◆活動場所　室田小学校　体育館
◆活動日　　木曜日 (17：00 ～ 19：00)/ 土曜日 (12：30 ～ 17：00)/
日曜日 (16：00 ～ 19：00)
◆バーベキューやクリスマス会など楽しいイベントもあります !
◆連絡先　　畠山 0467-54-5313( 男子 )　森下 0467-54-7976( 女子 )

室田ジュニアバレーボール

墨といけ花の
　　　出会い展

玉泉水墨画会の会員と広山流竹内教室の
生徒の合同作品展です。

                                                          ◆日時　11 月 13 日（木）～ 16 日（日）
10：00 ～ 17：00（初日は 13：00 より・最終日は 16：00 まで）
◆会場　茅ヶ崎市民ギャラリー（ネスパ茅ヶ崎 4階・茅ヶ崎駅北口 1分）
◆連絡先　岩瀬玉泉　0467-75-8461

玉泉水墨画・広山流いけ花竹内教室
（水墨画と書 ・ いけ花展）

岩瀬玉泉 ( 屏風 )

イベント情報

糖尿病予防イベントを開催します
～めざせ健康力アップ！測って聞いて実践！～
茅ヶ崎市では糖尿病について楽しく学んでいただける体験
型のブースを出展する糖尿病予防イベントを開催します。
◆開催日時　11 月 2日（日）10：00 ～ 15：00
◆場　所　茅ヶ崎市役所分庁舎 6階　コミュニティホール
◆内容　①ミニ講習会「専門医に聞く糖尿病の最前線」
講師：市立病院　診療部長兼代謝内分泌内科部長　佐藤忍
時間：10：30 ～ 11：10 / 13：30 ～ 14：10（ 同様の内容です）
②測定コーナー　簡易自己血糖測定、血管年齢、BMI 測定など
③健康相談　医師・臨床検査技師・薬剤師・栄養士・保健師などの個別相談。
④フットケア体験　看護師が、自分でできる足のお手入れ方法について説明。
⑤運動コーナー　５分間歩行速度を測定し、消費エネルギーなどを算出。
（当日予約制、先着 14 名まで）⑥カンバセーションマップ紹介 　⑦展示コーナー　
◆問合せ　茅ヶ崎市スポーツ健康課　0467-82-7136

ベビーリトミックとお歌の会
リトミックとベビーマッサージの要素をあわせて赤ちゃんと楽しく遊びましょう。
◆開催日時　10 月 28 日（火）10：00 ～ 10：50
◆場　所　ミュージックサロン　フーガ　茅ヶ崎市みずき 4-15（駐車場あり）
◆参加費　1,000 円　◆持ち物　タオル、飲み物、おむつなど　
◆問合せ　0467-84-7817　tasto_piano@ybb.ne.jp    山中 ( 前日までに要予約 )

福井青士
 －生命譜－
茅ヶ崎を拠点に制作活動をお
こなっている日本画家・福井
青士。本展では、2000 年の
多摩美術大学卒業制作から最近作まで約 20 点を展示します。
生命感に満ちた現代日本画の世界をご高覧ください。
◆日時　12 月 7 日（日 ) ～ 2015 年 2月 1日 ( 日 )10：00 ～ 17：00( 入館
は 16：30 まで )◆観覧料　一般 300 円 / 大学生 200 円 / 高校生以下無料
◆会場　茅ヶ崎市美術館展示室 2・3　 0467-88-1177

《ガジュマル》2003 年

スペシャルティコーヒービーンズの販売
軽食とスイーツ。
コーヒーの香りはストレスの処方箋。
心をゆったりと開放して世界中から旅して
きたトップクラスのスペシャルティコー
ヒーを味わってみませんか。

◆住所　茅ヶ崎市東海岸北 2-12-39
◆営業時間　7：00 ～ 17：00
◆電話　090-9967-9010
◆フェイスブック　Wicked  COFFEE　

ショップ ナビゲーションショップ ナビゲーション

NO.6   Wicked  COFFEE　ウィキッド  コーヒー
茅ヶ崎、寒川のおすすめのお店を紹介します。

いろいろなシーンに合った
コーヒービーンズ選びのお
手伝いをいたします。

　「選挙」と聞くと、無条件に「民主的」と思い込み易
いところですが、香港での新しい行政庁長官を選ぶ選
挙制度が学生や市民による抗議行動に発展していると
いう報道は、「民主的な選挙」ということをもう一度考
える機会になります。
　香港で問題になっている選挙制度は、行政庁長官（日
本の総理に相当）選挙の際に立候補者を事前審査して、
「候補者」を絞るということです。当選して欲しい人が
立候補しても事前審査で落とされ「候補者」にならな
ければ投票することができません。「事前審査」が選挙
より上位に位置することになりますね。これでは「民主
的」という言葉を付けることには抵抗がありますよね。
　以前滞在していたタイでは 2006 年、選挙で選ばれた
タクシン政権を軍事クーデターで倒したあと選挙制度
を変えました。、国会上院議員の定数 200 のうち半数を
「任命制」、半数を「民選」としました。下院は定数 500
（比例代表 100、小選挙区代表 400）で民選です。上院
議員の場合、誰が指名し任命するのでしょう？もちろん
クーデターを起こした側が組織した委員会です。それで
も、タクシン派は議会で多数を占めました。インラック
首相はこういった不公平な制度を変えようとしていまし
た。昨年の反政府デモと軍によるクーデターで政権を追

われたのはそういう背景が考えられます。
　旧来からの権益を維持しようとする勢力が、対立する
勢力が議会多数派にならないように選挙制度をいじる
のはどこの国でも起こりうることです。
　選挙区の有権者数に対して、当選者数の割合を少な
くすることがもあります。そうすると１票の価値に不平
等が生じます。例えば有権者 10万人に１人の議員がい
るA選挙区があるなかで、５万人で１人の議員を出し
てる選挙区があれば、A選挙区では「おかしい。私たち
は２人議員を出すべきだ」と思うことでしょう。そこで
選挙区を分割します。選挙区の線引きをする際、過去
の投票動向を考慮して対立する勢力が多数票を獲得し
ないように選挙区の線引きを工夫します。相手の地盤を
分断するような線引きなどがこの例です。
　各選挙区から最多得票者のみが当選するという小選
挙区制も、時としては不公平な結果を生むことがありま
す。多くの政党が乱立する選挙では、投票総数の 30％
の得票で当選することがあります。すると残りの 70％
の投票者の意思は政治に反映されないことになります。
これを全国的に集計すると全国で 30％の得票数で、議
会の３分の２の議席を獲得する政党が現れたりします。
　立候補者を大学卒業以上としている国もあります。経

済的に大学に進学できない階層の人たちは自分たちの
階層の代表を政治の舞台に送るのが難しくなりますね。
　ニュースを見ながら、「民主的」という言葉の意味を
考えるこの頃です。

Letter  From  ASIALetter  From  ASIA さむかわ国際交流協会会長、八坂眞司さんによるコラムの連載です

◆著者プロフィール
八坂眞司（やさか・しんじ）
　2003年 3月、寒川町立旭小学校校長を退職。翌年イギリス
に渡り現地の小学校で日本語や日本文化を教える教育活動に
携わる。その後タイの高等学校、中国の大学にて日本語教諭
として活動。2013年 7月帰国。2014 年 5月さむかわ国際交
流協会会長に就任。

アジアからの手紙　NO. ５

「ワーキレイ！」　タイから来た留学生と、小出川にて


