オカムラホームはチャレンジ25キャンペーン
に参加しています。

陶板浴効果のメカニズム

様々な病気を引き起こし、体の老化を早める原因の多くは｢活
性酸素｣だと言われています。特殊溶液から作られた陶板での
温浴により活性酸素を軽減させ身体を抗酸化へと導きます。

047（481）8815

村上駅
新川大橋

新川

至千葉

れている︒我々は時代をすこし遡れば︑何と異

教育される事なく時が去っていく︒親が生きる
画﹁誰も知らない﹂︑最近ではドラマ﹁明日︑

ら︑どこに問題が有ったのだろうか︒荒廃の始

に本人が生きる力を失っている︒私は教育が教

けた人々が教育力を失っている︒いやそれ以上

現代の状況を考える時︑高レベルの教育を受

ママがいない﹂を思いだす︒

まりは人々が豊かさをすこし手に入れ︑明日の

おろ

育であるならばなぜ今︑人は荒廃しているのか
理屈に合わない︒

はいつの時代も子供達の幸を願う︒その事に変

をへて大きな結果となって現われたと思う︒親

えが少しずつ変わっていった︒少しの変化は時

を子供の心にそそぎ込んでいない事が︑今日の

児時代に人間としての基礎となる︑大切な因子

排出し︑﹁智き愚者﹂が育成されなかった︒幼

さと

教育は教育の名のもとに﹁愚かなる智者﹂を

わりは無いが願いの目的がずれ始めた︒貧しい

味覚は８才の時までに形成され︑その間の食
育がなされなかった時︑取りかえしが付かず︑
味音痴になってしまう︒絶対音感が幼児期に育

た︒親は広い意味での宗教感や道徳心そして健

界の原則通り生きる力を与える教育をしてい

守るすべを教えるのと同じだ︒人間の親も自然

まの姿で子供とかかわる事の真実を見つめ直す

る︒母親は自然のあるがままの母で︑あるがま

幼少期にその源を発することは容易に推測出来

ならば︑目に見えない人間形成も多くの事が

まれることは皆︑良く知るところである︒

全な精神を教えていた︒﹁お天とうさんはいつ

点から幼児教育に取り組み成果を上げている︒

児教育に力を入れた︒デンマークは国家的な視

日本はかつて母親にエールを送り︑啓蒙と幼
をかけることだけはするな﹂﹁うそは泥棒の始

国の将来を考えた時︑今すぐ始めれば

年

まりだよ﹂﹁真面目が一番だよ﹂﹁お年寄りに

年

は席をゆずってあげなさい﹂﹁我慢しなさい﹂

後には必ず大きな成果をあげられる︒今起きて
年後の日本は取り返

いる現象を正そうとしても付焼刃だ︒
元から改善しなければ

しが付かないかも知れない︒高齢者問題など取

かになった親は炊飯器にお米を入れスイッチオ

に﹂そしてスイッチオンの教育の始まりだ︒豊

ほしい︒

になる︒子育て中の母よ︑日本の将来を夢見て

社会は人が形成する︒人が良くなればよい社会

将来の日本は今の幼児たちにかかっている︒

るにたる事ではない︒

ン︒洗濯機に汚れ物を入れスイッチオン︒自ら

なさい﹂﹁勉強しなさい﹂﹁人に負けないよう

﹁ お人よしではだめ﹂﹁もっと要領良くやり

受験戦争が始まりだ︒

た︒より豊かな生活を求め競争社会へ突き進む

しかし時代とともに親の教えは変化していっ

今も母の声がなつかしく耳に響いてくる︒

も見ているよ﹂﹁何をしてもいいが人様に迷惑

必要がある︒

り︑仲間と仲良くしたりあるいは外敵から身を

た︒多くの動物が子供にエサの取り方を教えた

だから親の教育は生きる力を与える事だっ

を思いやらなければ生きていけなかった︒

時には人々が共に協力しあい助け合い︑他の人

問題を生んでいると思う︒

豊かさを手に入れた親は変化し子供達への教

う︒

食物に困らなくなった時から始まっていると思

には必ず原因が有る︒この精神の荒廃は何時か

この異状に無関心であってはならない︒結果

もしれない︒

力を与える教育をしなければ誰がやるのか︒映

へと目的はまっしぐら︒子供達への生きる力は

は人まかせで完成品の受け取りと考え有名大学

の教育も子供を幼稚園に入れスイッチオン︒後

手をかける事なく︑完成品の受け取りだ︒子供

村上橋

状な社会に生きているのだろうと気が付くのか

岡村大作

16 フルル
ガーデン

◆ご利用料金が変わりました◆

TEL

誰がするのか﹁教育﹂
今の日本を考えた時︑背すじが寒くなるよ
うな大問題が有る︒人が人で無くなってし
まった人︑あるいは人が人でいられなくなっ
た人々が日常の中にいる︒
国は歴史が物語っているように戦争で亡び
る事は無いが精神の荒廃によって亡びる︒私
はそんな事が心をよぎるのである︒
父親は幼児が泣きやまないから殴る︑放り
投げる︒はては顔に熱湯をかける︒母親は言
うことを聞かないからと真冬のベランダに子
供を放り出しパチンコに興ずる︒書くことも
おぞましい事がいくらでも有る︒
ストーカー殺人︑人を殺したかったと暴走
車︑例を挙げれば枚挙にいとまが無い︒﹁人
間が壊れてしまった﹂としか理解できない︑
本能や動機が失われた事件︑何ともやるせな
い︒しかしこれらは特別な例にすぎないから
と我が身とは関係がないと思う人も多いだろ
ではもっと日常的な生活感の中では人々の

う︒
精神は健全なのだろうか︒﹁幼児虐待﹂﹁子
供達のいじめ﹂﹁スマホ依存症﹂﹁ニート

万人﹂﹁おれ︑おれ詐欺﹂そして新しい社会
現象としてクローズアップ現代で紹介された
事例は私にはさらに衝撃的だった︒

0 4 7−4 0 5−9 8 8 9
20

インターネットで子供の欲しい女性と親の
責任を持たず自分の遺伝子を残したいと考え
る男性の出会いだ︒
男女は喫茶店で待ち合わせ︑男性は精子を
その場で女性に手渡しする︒帰宅後女性は精
子を自分の体内に入れ子供を授かるという︒
生きものとしてこんな悲しい出来事があるだ
ろ う か ︒ 生 命 の 尊 厳をこれ程 愚 弄 することが有
るだろうか︒生まれる子供が哀れでならない︒
現代社会の精神的荒廃は異常者だけの特別
なものでは無い︑多くの普通の人々に投影さ

10

物件概要

※浴着を着用しての入浴となります。
（浴槽・食事処はございません）
陶板に直接肌を触れていると低温やけどの可能性がありますので、必ず大判
タオルを敷き寝てください。枕の上にはフェイスタオルをご使用ください。
このかざみどりをお持ちいただいた方500円で入浴出来ます。
（有効期限5月31日まで） 一回の入浴時間は45分を目安にしてください。
（持病のある方は10〜15分が目安）
抗酸化陶板浴施設アースメイト 八千代市村上南2−16−25
※浴衣・タオルのレンタル
（500円）
もございます。
毎月第2水曜日は定休日となります。
TEL

200円
800円（会員 700円）
4,200円（会員3,600円）
7,800円（会員6,600円）
新規会員入会金
１回券
回数券（6枚）
回数券（12枚）

市民会館

アース・メイトの施設は、全て抗酸化建築で建てられています。
(シャワー室・休憩室・広々駐車場完備)

ジョイフル
本田
速鉄道

八千代
総合運動公園
東葉高

至柏

●MAP●
八千代中央駅

分譲・注文住宅のご相談はこちらの電話番号まで
●宅地建物取引業●国土交通大臣（1）第8364号
●建設業●千葉県知事許可（特-25）第39269号
●一級建築士事務所●千葉県知事登録1-1310-6053
●不動産コンサルティング技能●国土交通省大臣認定（１）
２８５９２

八千代
緑が丘駅
船橋
日大前駅
飯山満駅

市民体育館
八千代署

http://www.earth-mate.jp/

※広告は平成26年2月28日現在の情報です。
販売済みの際には、
ご容赦ください。

http://www.okamura-home.co.jp/

詳しくはHPをご覧ください。

新川を挟んで八千代運動公園の向かい側
東葉高速鉄道「村上」駅より徒歩10分
＜ゆったりスペースの駐車場完備＞
20

八千代緑ヶ丘ジャスタウンで撮影した写真です。

予約制
案内会開催中

東京高速鉄道

ミライナ
八千代緑が丘５番街
ミライナ
船橋日大前４番街

譲地
新規分 ！
場
続々登

ミライナ
船橋芝山３番街
東葉高速

2台駐車スペース
◆発行日／2014年4月11日
◆編集・発行／株式会社 オカムラホーム友の会

にて
鉄道沿線

63

今までにない新築分譲住宅誕生

全棟165㎡超
環境マネジメントシステム認証取得

さまざまなコンセプト住宅、続々登場！
！

ISO14001
八千代市大和田新田76-46 TEL.047-450-3452

日経新聞に
2回掲載
されました。

八千代緑が丘駅徒歩8分
シックハウス
アレルギー
対応住宅
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未来の子供達に
ジャストな提案を

新刊

手話指文字・点字名刺ってご存知ですか？

第5集

こころに花を咲かせて
一行の絵手紙

1冊

定価1,890円（税込）

※1冊まで送料130円、
3冊以上は送料無料

ご注文は美術館にお電話または
FAXにてお知らせ下さい。
電話＆FAX.0 4 7−4 8 7−6 2 6 5

瀧下むつ子

瀧下白峰

文・絵

書

﹃一歩ずつ﹄

桜の花びらが春風に乗って

明るい空に舞い上がっている

それぞれが新しい一歩を歩み出した季節

﹃頑張れよ！﹄と

目に見えない温かな手が背中を押して

声援を贈っているように思える

新社会人︑大学生から幼稚園まで

初めは危なげなその足取りも

いつかは︑しっかりと自信に満ちた

足取りに変わっていくだろう

思い返せば遠い記憶の中で

私の後ろに隠れて幼稚園の門に

なかなか入って行こうとしなかった娘

強引に︑その小さな手を振りほどかれ

こんにちは、子どもネット八千代です。
2〜3歳親子『ぴょんぴょん』

期間：2014年5月〜12月（月2回木曜日/全12回)
時間：10:15〜12:00
会場 :八千代市市民会館リハーサル室他
募集：Ｈ24年４月〜H25年3月生まれの親子２５組
参加費：一般16,000円
内容：リズム遊び・パネルシアター
・親子体操
・畑体験
・人形劇鑑賞
・馬頭琴
コンサート等

期 間：2014年5月〜１２月（月2回火曜日/全12回）
時間：１０:15〜１１:４５
会場：八千代市ふれあいプラザ他
募集：Ｈ２3年４月〜Ｈ24年4月生まれの親子25組
参加費：一般15,000円
内容：お祭ワーク・劇遊び・
・コンサート・リトミック・体操
・畑体験・パネルシアター等

こどもまつり2014

アフタフ・バーバン北崎圭太講演会
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今年もやります！
人間天ぷら！

日時： 月
日（日）
13:00〜15:30
子どもも大人も一緒に遊ぶよ！
場所：飯綱近隣公園
募集：幼児〜大人150名
参加費：300円(保険代含)
持ち物：小麦粉ばくだん・水鉄砲・飲み物・着替え・帽子

「小中学生のネット・ゲームの本当の問題」

23

日時：4月
日(水)10:30〜12:30
場所：生涯学習プラザ3F第1第2研修室
定員：60名 参加費1,000円（資料代）

ここには 子どもの笑顔があふれる
親子の時間や居場所があります

★子どもネット八千代のｆ
ａｃｅｂｏｏｋ始めました！ http://www.facebook.com/yachiyokonet
★ブログもやってます！ 耳寄り情報はこちらから http://kaiin.konet.ciao.jp/

会員になると

泣きじゃくりながら私の後ろ姿を

見送っていたに違いない︒しかし

◆ 1月7日〜2月2日「新春を祝う馬年・冬に咲く花達絵手紙原画展」
http://yachiyo-etegami.jp
◆ 2月4日〜3月9日「ひな祭り・早春の花たち絵手紙原画展」
やちよ絵手紙の森美術館 〒276-0029 八千代市村上南2-16-25 電話＆FAX.047−487−6265

1〜2歳親子『ミニぴょんぴょん』

●お芝居や音楽にたくさんふれたい！
●外で元気に遊ぶのが大好き！
●子育ての話をいっぱいしたい！

娘を置いて帰ってきた私の心も

これからの活動予定

とても辛く寂しかったのを覚えている

月曜休館
（毎月末・月火休館）

あの日からもう随分と時は過ぎた

やちよ絵手紙の森美術館/展示スケジュール

ゆっくりでいいよ︑頑張り過ぎなくても

＜友の会ご入会のお誘い＞
年会費・賛助会員 一口￥10,000
一般会員 一口 ￥3,000
＊会員特典＊
詳細はお問い合わせ下さい。

一歩ずつでいいんだよ︒あの日

そう言ってあげれば良かった︑︑︑︒

運営や色々な企画などを支えご協力
して頂ける会員様を募っております。

☆年齢にあった舞台作品が定期的に観られます。
☆子どもネット八千代が主催する活動に会員価格で参加できます。
☆参加申し込みが必要な場合は、先行申し込みができます。
☆子どもに関する様々な情報が毎月お手元に届きます。

お申し込み
問い合わせ先

★子どもネット八千代は会員制です
【入会金】300円 【保険】100円/年
【月会費】1,000円（3才まで無料）
（子どものみの入会はできません）

◆最新情報はTwitter・facebook・Googleカレンダーで！
特定非営利活動法人

子どもネット八千代

TEL.047−486−4699 FAX.047−486−4899

〒276-0020 八千代市勝田台北1−5−11（月〜金 10時〜16時）
E-mail y-konet@jcom.home.ne.jp URLhttp://konet.ciao.jp/

☆次世代を築くのは子供達、私達社会の宝です。オカムラホームは子どもネット八千代に期待します。

今回は、以前に名刺交換をさせて頂いた際
に、手話指文字・点字名刺を頂いて印象深
かった『働く障害者団体協議会』会長の藤
代洋行さんからお話を聞きました。
藤代さんのお話では、障害者と言えども
十分に働く能力の有る人たちが楽しくやり
がいを持って働ける場所が少なく、現在、
いろいろな制度がありますが「福祉の谷
間」・「補償の谷間」は存在していて、
困っている仲間がいます。
彼はそのような人たちに楽しく働く場所と少しでも工
賃を得られる環境を作りたいと思い、手話指文字・点
字名刺を普及させる活動を始めたそうです。
軽度の障害者ではなく、中度以上の障害を持つ方たち
に技術だけではなく、人との繋がりの大切さコミュニ
ティー形成の重要さなどを教えながら、少しでも一人
で自立する事を目的としています。

前向きに挑戦する方を応援します。

名刺には点字が打刻され、手話
指文字が描かれております。
この様な名刺を交換する事によ
り相手との話題作りが出来ると
ともに簡単な手話での自己紹
介にもなります。

点字名刺作製作業

ピンを入れる作業

点字を打刻する作業

１. 障害が重いからとあきらめずに、
「今、これができる」と自分からおっしゃっていただける方。
（やる気のある方）
２. 親・友人などから言われたからと言って、無理に来るのはやめてください。
３. 一度、他を見て頂いてから私どもにたどり着いて欲しいです。

〜〜あなたに寄り添う

最後にたどり着く駆け込み寺として〜〜

働く障害者団体協議会連絡先：http://www.doushokyo.org/

fujishiro@doushokyo.org

私たちからのお願いです！誤解や偏見をせず「普通に声をかけて」
健常者との会話で、「大変申し訳有りませんが、何でこ
のようになったんですか？・生まれつきですか？・事故で
すか？」などと言われて、「過去を思い出したくない。・
気分が悪くなる。」など、嫌な思いをしていることをお聞
きします。
もし、健常者が、「何で、あなたは、『太っているので
すか？・背が低いのですか？・髪の毛が薄いのですか？・

それは、遺伝ですか？ストレスですか？』」など、と言わ
れたのと同じことです。
当たり前のことですが、自分が言われて嫌なことは相手
にも言わないで下さい。普通に健常者同士が話すことをし
たら良いのです。障害者だからと言って無理に気を使わな
くて良いので、普通に話をして下さい。まだまだたくさん
事例はありますが、どうか温かい目で見守ってください。

市川市出身でもあり、
3月30日に市川市の鑑賞植物園にて、バイオリニス
トの穴澤雄介さんです。
バイオリニストの穴澤雄介さんの
年間150本以上のライブ演奏の他、スタ
ジオレコーディングや講演活動も行ってい
ロビーコンサートを行いました。

る。
2007年5月に全国発売された「あの木
に寄りかかって」を含め、これまでに14
枚のCDをリリース。2009年4月より
NHKラジオ「ともに生きる」テーマ曲に、自作曲「ようこそ
楽登（がくと）王国へ」が、2012年4月よりNHKラジオ
「聞いて聞かせて」テーマ曲に、自作曲
「いちご畑と青い空」が採用されている。
また講演では、「過去は変えられる、マ
イナスをプラスに」といったテーマで、逆
境を反転させるアイディアについて語り、
学校や企業からの依頼が増えている。テレ
ビ東京系列の「生きるを伝える」でも紹介
された。

2

7

C

M

Y

K

☆参加申込方法
つつじ祭り当日︑オカムラホームイベ
ント受付までお越し下さい︒参加費は無
料︵オカムラ
ホーム友の会
会員︑または
当日友の会入
会の方に限り
ます︶
※友の会は︑入会費年会費無
料︒各種イベントのご案内・年
末抽選会で素敵なプレゼントが
当たる⁉などの特典があります
ので︑ぜひご入会下さい︒
参加組数については
限りがございますの
で︑あらかじめご了承
ください︒お問い合わ
せにつきましては︑下
記へご連絡下さい︒

連載シリーズ

おうちが出来るまで

第9回︵断熱工事編︶

前回ご紹介の窓サッシと同様︑
住宅の快適さ
素 材 を 使 用して断 熱 材 を 作るため︑製 造 時の
を担う大きな要 素の一つとして屋 根や天 井︑外
環境負荷が小さいというのが特徴です︒発泡プ
壁や床 下 等に使 用される断 熱 材があります︒ ラスチック系断熱材より更に高価なこともあり
使用する断熱材の種類や工法︑
厚みによって断
普及率は低いのですが︑環境配慮という観点か
熱性能や気密性能は大きく変わります︒
ら︑今 後は注 目 度があがってくるものと考えら
住 宅に使 用 される断 熱 材は大きく 分 けて
れています︒
﹁ 繊維系 ﹂
﹁発泡プラスチック系﹂
﹁ 天然 素 材 系 ﹂
最 後に︑
工法についても少し触れておこうと
の３つに分類されます︒
さらに繊維系にはグラス
思います ︒屋 根や外 壁の断 熱 材の施工方 法は
ウールに代 表される﹁ 無 機 系 ﹂と︑古 紙 を 再 利 ﹁ 充 填 断 熱工法 ﹂と﹁ 外 張 断 熱工法 ﹂の2つに
用したセルロースファイバーや木質繊維ボードが
大別されます︒充填断熱工法は︑
柱などの構造
含まれる﹁ 木質繊維系 ﹂
の２種類があります︒ 材の間に断 熱 材を充 填 する方 法で︑壁の内 側
グラスウールにいたってはコストが低く抑えられ
の空間を利用するため︑
支持材などで新たに断
る他 ︑不 燃 性や防 音 性などの性 能 も 優れてお
熱 用のスペースをつくる必 要がなく︑外 張り断
り︑
トータル的なバランスの良さから︑
日本でもっ 熱より低コストになるケースがほとんどです︒
グ
ともポピュラーな断熱材となっています︒発泡プ ラスウールやセルロースファイバー︑現 場 発 泡ウレ
ラスチック系 断 熱 材は︑
ポリスチレンフォームや
タンなどが充 填 断 熱工法で使 用される主な断
フェノールフォーム︑
硬質ウレタンフォームなどの種
熱材です︒外張断熱工法は︑
柱などの構造材の
類がありますが︑形状はどれもボード状のもの
外 側 を 断 熱 材でくるむ工法で︑壁の中の空 間
が中心となっており︑
一般的に湿気に強い特性を
を残 すことで配 線や配 管などのダクトスペース
持つことから︑床の断熱︵ 写真１︶
に多く用いら
に活用でき︑
施工が簡単で結露や木材の腐朽の
れています︒
ボード状のもの以外でも︑
現場で発
おそれが少ないなどのメリットがある反面︑
断熱
砲させるタイプのウレタンフォーム
︵写真２︶
があ
材を厚くしにくい︑
建物の揺れに追従できず変
り︑気密性の高さや性能の良さから︑屋根や外
形しやすいなどの難 点があります︒硬 質ウレタ
壁用として最近普及率が上がってきています︒
コ ンフォーム︑
ポリスチレンフォーム︑
フェノールフォー
ストは︑
グラスウールと比 較 すると高 くなりま
ムなどが外張断熱工法で使用される主な断熱
す︒天然素材系断熱材は︑羊毛や炭化コルクな
材です︒
どがあります︒吸 放 湿 性が高いので︑結 露をお
充填断熱にするか外張断熱にするかは︑
コス
こすことなく湿気を調整してくれますし︑
天然
トだけではなく︑
施工性や様々な断熱材の中か
らどれを選ぶかにもよるので︑適材適所で考え
ることが大切です︒壁には充填断熱を採用し︑
基礎や屋根には外張断熱を採用するなど︑住
宅の部位によって使い分ける場合もあります︒
また最 近では︑充 填 断 熱 をした上で外 張 断 熱
を 行うという﹁ 付 加 断 熱 ﹂も 増えてきており︑
断 熱 仕 様についての選 択 肢はどんどん広がって
きています︒

K
Y
M

第８回 八千代ゆりのき台つつじ祭り
オカムラホーム大工教室

<つつじ祭りに関するお問い合わせ>

C
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毎年ＧＷの昭和の日に︑東葉高速鉄道
八千代中央駅前のゆりのき通り商店街で
開催される﹁八千代ゆりのき台つつじ祭
り﹂も︑今年で第８回目を迎えます︒
当社も第６回から︑日曜大工教室など
のイベントで参加しておりましたが︑今
年も参加することが決定しました！
当社では︑毎回皆さんに好評を頂いて
おります日曜大工教室を開催︑制作品は
ミ ニ チ ェ ア ー で す ︒︵ 下 記 写 真 参 照 ︶ 普
段︑ご家庭ではなかなかできないモノづ
くりをご家族みなさんで体験してみませ
んか？
家族みんなでミニチェアーを作って︑
Ｇ
Ｗの楽しい思い出も作って下さい♪
作業はお子様でも楽しんで頂ける
よう︑難しくはありませんので︑日
曜大工初心者の方も大歓迎です！
みなさんのご参加をお待ちしてま
す︒
ゆりのき台つつじ祭り実行委員会 事務局
TEL：080−3910−1638（平日10時〜15時）

第８回 野球教室

※連絡事項欄に第９回野球教室に応募する旨を必ずご記入下さい。
友の会非会員の方もご入会頂ければご応募を受け付け致します。
TEL：047-450-3452 http://www.okamura-home.co.jp/inquiry/

写真２

☆開催日時：5月24日（土）13：00〜17：00
☆開催場所：稲毛海浜公園 スポーツ施設屋内練習場
（駐車場は有料になります）
☆対象者：小学生
☆参加費：無料！
☆募集人数：８０名（先着順の為、ご応募はお早めに）
☆応募期間：４月１日〜５月１４日（定員に達した時点で締切り）
☆応募資格：保護者の方がオカムラホーム友の会に加入している事
☆応募方法：電話または弊社HPの「お問い合わせフォーム」からお申込み下さい。

〜つつじ祭り概要〜
月 日︑千葉市美浜区の稲毛海浜公
園で第８回オカムラホーム野球教室を開
催し︑約 人の子供たちに参加して頂き
ました︒
今回は二部構成で行い︑一部の野球教
室では千葉ロッテマリーンズベースボー
ル・アカデミーから高澤コーチ︑園川
コーチの二人をお招きし︑投手と野手そ
れぞれのグループに分かれ︑子供たち一
人一人に細かい指導をして頂きました︒
二部では︑現役選手の大嶺祐太選手と
けいよう
青松敬鎔選手にお越し頂きトーク
ショー︑実技指導︑サイン会等を行いま
した︒

<日曜大工教室に関するお問い合わせ>
株式会社 オカムラホーム（担当：滝口）
ＴＥＬ：０４７−４５０−３４５２

トークショーでは︑大嶺選手と青松選
手にたくさんの質問に答えて頂き︑子供
たちからの質問は止まることがありませ
んでした︒
実技指導では︑実際に青松選手に打席
に立ってもらい子供たちが投げて指導を
して頂き︑とても貴重な体験に大変喜ん
でいました︒
最後はサイン会と全員で記念撮影をし
ました︒今後もオカムラホームは千葉
ロッテマリーンズと共に野球教室を続け
ていきます︒
皆様のご参加をお待ちしております︒

注意事項：児童単独での参加はできません。
（保護者の方が見学で開催場所にお越し頂けることを必須とします）
グローブ・バットなどの練習に必要な道具類は各自でご用意下さい。
ボールは弊社で用意します。
屋内練習場へは鉄のスパイクやヒールの尖った靴では入場できません。
パンツ前面左上側に付く
オカムラロゴマーク
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写真１

この度、第9回目の野球教室を開催する事が決定致しまし
た。教室ではオカムラホームとパートナーシップを結んでい
る千葉ロッテマリーンズベースボール・アカデミーのコーチ
陣（元プロ野球選手）
が指導をおこないます。
この機会に是非プロのレッスンを受けてみてはいかがで
しょうか。

今年度、弊社では以前よりパートナーシップを結んでい
る、千葉ロッテマリーンズのユニホームスポンサーに協賛さ
せていただくことになりました。
パンツ前 面 左 上
側にオカムラホーム
社 名 ロゴ が 付 きま
す。オカムラホーム
は優勝＆日本一を目
指して戦う千葉ロッ
テマリーンズを全力
で 応 援して い きま
す。

第９回 野球教室開催のお知らせ

千葉ロッテマリーンズの
ユニホームスポンサーに
なりました

開催日：平成26年４月29日
（祝）
10：00〜17：00
開催場所：ゆりのき通り商店街
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かざみどりマルシェ

＆

グループ設計コンペ

建物が完成し、次は飾り付けです。「各班2棟分を決め
られた予算の範囲内で自由に飾付けを行いましょう」の課
題に各班腕の見せ所。熱が籠ります。家具・小物の下見・
買出しに3日間、家具の組み立てもお手のもの。いよいよ
かざみどりマルシェ まであと4日。最後の仕上げは呼
び込み看板。オカムラホーム本社、村上オフィスの電気は
夜中まで消えることがありませんでした。マルシェ当日、
自信作の看板の前で呼び込み開始！沢山ご来場、投票頂き
どうもありがとうございました。

もてカフェ

『かざみどりマルシェVoｌ．
２』に

オカムラホームの恒例行事となった、社内公募による設計コンペですが、
今回から例年の個人コンペでは無く、全員参加のグループコンペに挑戦。
約40人の社員を5チームに分け、各班2棟ずつ計10棟の住宅を建築し、
来場者に人気投票をして頂き優勝を決める、一大イベントとなりました。
外観デザインや面積などの基本ルールは設けるものの、それ以外は自由。
みんなでアイデアを出し合い、個性豊かなコンセプト住宅が出来ました。
約１年間の長い道
のりでしたが、優勝
が勝ち取れて大変う
れしく思います。
これもグループ全
員の力を合わせた結果であります
が、個々の思いが上手く噛み合
わさったことがよかったのでは
ないかと思います。ありがとう
ございました。

もりもりのいえ

ご来場頂きありがとうございました。

には
開場前
！
行列も
←bayfmの中継です。

昨年7月に開催されて、好評のうちに終了した『かざみどりマルシェ』は
1月14日(火）に人気の小物作家さん２０店舗が出店して、
『 Vol．
２』
とし
て再び開催されました。
当日は、晴天に恵まれて、朝から開場待ちの行列ができる程でし
た。会場の『八千代緑が丘ジャスタウン』では500人余りの来場者で
にぎわい、bayfmの『プレシャスレポート』中継も行われました。
ほしい雑貨を手にしたお客様の笑顔があちらこちらで見られて、大
盛況のうちに終了しました。
次回『かざみどりマルシェVol.3』の開催につきましては、詳細が
決まり次第、ホームページでお知らせいたします。どうぞ、ご期待く
ださい！
！

隠れ家

街のある家

ゆラクゼーション

和の趣を堪能できるスペースや穴倉、ロフトなど
空間設計にも工夫を効かせ、オカムラホームらしさ
を表現した嬉しい仕掛けに溢れています。土間の収
納スペースなど実用性にもこだ
わったプランとなっております。

街の象徴となるスタイリッシュなストリップ階段を
中心に置き、アイランドキッチン(マルシェ)、
ＬＤＫ+
タタミコーナー(プラザ)、
広いお庭(パーク)と街が
広がっていくようなプラン
になっています。

お家の中心に約10帖あるくつろぎのバスエリア
を設けました。
リラックスした時間を過ごしたい方に
ぴったりのお家です。奥様も旦那様もお子様も、い
ろいろな形でおくつろ
ぎ頂けます。

光ing家

家の中に家がある家

ヴィラリストの家

橋のある家

趣味人の家

〜光のing(進行形)を
感じる生活〜

3層に分かれたキッズルームが子供だけでなく、
大人の遊び心もくすぐります。
まるで家の中にもう一つ家ができ
たみたい！上り棒もさらなる驚き
を演出！

大きな浴槽、湯上り処、
ウッドデッキ…。
それぞれが繋がっていて、自宅にいながらまるでリ
ゾート地のヴィラに泊まっ
ているよう…お風呂好きな
方の期待を上回る
『Wow！』
を形にしま
した。

家族をつなぐ橋のある家。
1階はリビングが、2階はホールが中心となり、家族
が必ず出会える導線となっ
ております 。橋となる2 階
ホールの廊下の床は光を通
す工夫をしているため、明
るいリビングを演
出！

あなたの趣味は何ですか？バイク？読書？映画鑑
賞？あるいはその全て？趣味を楽しむためのさまざ
まな空間をこの一邸に凝縮しました。今は
趣味のないあなたも、きっ
と趣味に目覚めます。

〜野菜でもてなすカフェのある家〜
家庭菜園をしたり、お花を育ててみたりできる
ちょっとしたガーデニングスペースと、おもてなしス
ペースとしてカフェダイニングを設けました。おしゃ
れなカフェスタイルのお家でお友達を呼んでみま
せんか？

はうす

太陽の光、月の光、星の
光、そして照明の光。
一日の中で刻々と変化し続
ける光をより深く体感でき
るように設計した 光ing家
です。光の恩恵を感じなが
ら暮らしてみませんか？

〜みんなの欲しいがもりもり！
家族のしあわせがもりもり！〜

使い勝手の良い生活動線に、人気のリビングイン
階段、豊富な収納。
「こんなの欲しかった！」そんな声
に応えて色々な場所に、色々なこだわりを盛り込ん
だ もりもりのいえ です。あなたの欲しいが、きっと
ある！
！

ホビット
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☆参加申込方法
つつじ祭り当日︑オカムラホームイベ
ント受付までお越し下さい︒参加費は無
料︵オカムラ
ホーム友の会
会員︑または
当日友の会入
会の方に限り
ます︶
※友の会は︑入会費年会費無
料︒各種イベントのご案内・年
末抽選会で素敵なプレゼントが
当たる⁉などの特典があります
ので︑ぜひご入会下さい︒
参加組数については
限りがございますの
で︑あらかじめご了承
ください︒お問い合わ
せにつきましては︑下
記へご連絡下さい︒

連載シリーズ

おうちが出来るまで

第9回︵断熱工事編︶

前回ご紹介の窓サッシと同様︑
住宅の快適さ
素 材 を 使 用して断 熱 材 を 作るため︑製 造 時の
を担う大きな要 素の一つとして屋 根や天 井︑外
環境負荷が小さいというのが特徴です︒発泡プ
壁や床 下 等に使 用される断 熱 材があります︒ ラスチック系断熱材より更に高価なこともあり
使用する断熱材の種類や工法︑
厚みによって断
普及率は低いのですが︑環境配慮という観点か
熱性能や気密性能は大きく変わります︒
ら︑今 後は注 目 度があがってくるものと考えら
住 宅に使 用 される断 熱 材は大きく 分 けて
れています︒
﹁ 繊維系 ﹂
﹁発泡プラスチック系﹂
﹁ 天然 素 材 系 ﹂
最 後に︑
工法についても少し触れておこうと
の３つに分類されます︒
さらに繊維系にはグラス
思います ︒屋 根や外 壁の断 熱 材の施工方 法は
ウールに代 表される﹁ 無 機 系 ﹂と︑古 紙 を 再 利 ﹁ 充 填 断 熱工法 ﹂と﹁ 外 張 断 熱工法 ﹂の2つに
用したセルロースファイバーや木質繊維ボードが
大別されます︒充填断熱工法は︑
柱などの構造
含まれる﹁ 木質繊維系 ﹂
の２種類があります︒ 材の間に断 熱 材を充 填 する方 法で︑壁の内 側
グラスウールにいたってはコストが低く抑えられ
の空間を利用するため︑
支持材などで新たに断
る他 ︑不 燃 性や防 音 性などの性 能 も 優れてお
熱 用のスペースをつくる必 要がなく︑外 張り断
り︑
トータル的なバランスの良さから︑
日本でもっ 熱より低コストになるケースがほとんどです︒
グ
ともポピュラーな断熱材となっています︒発泡プ ラスウールやセルロースファイバー︑現 場 発 泡ウレ
ラスチック系 断 熱 材は︑
ポリスチレンフォームや
タンなどが充 填 断 熱工法で使 用される主な断
フェノールフォーム︑
硬質ウレタンフォームなどの種
熱材です︒外張断熱工法は︑
柱などの構造材の
類がありますが︑形状はどれもボード状のもの
外 側 を 断 熱 材でくるむ工法で︑壁の中の空 間
が中心となっており︑
一般的に湿気に強い特性を
を残 すことで配 線や配 管などのダクトスペース
持つことから︑床の断熱︵ 写真１︶
に多く用いら
に活用でき︑
施工が簡単で結露や木材の腐朽の
れています︒
ボード状のもの以外でも︑
現場で発
おそれが少ないなどのメリットがある反面︑
断熱
砲させるタイプのウレタンフォーム
︵写真２︶
があ
材を厚くしにくい︑
建物の揺れに追従できず変
り︑気密性の高さや性能の良さから︑屋根や外
形しやすいなどの難 点があります︒硬 質ウレタ
壁用として最近普及率が上がってきています︒
コ ンフォーム︑
ポリスチレンフォーム︑
フェノールフォー
ストは︑
グラスウールと比 較 すると高 くなりま
ムなどが外張断熱工法で使用される主な断熱
す︒天然素材系断熱材は︑羊毛や炭化コルクな
材です︒
どがあります︒吸 放 湿 性が高いので︑結 露をお
充填断熱にするか外張断熱にするかは︑
コス
こすことなく湿気を調整してくれますし︑
天然
トだけではなく︑
施工性や様々な断熱材の中か
らどれを選ぶかにもよるので︑適材適所で考え
ることが大切です︒壁には充填断熱を採用し︑
基礎や屋根には外張断熱を採用するなど︑住
宅の部位によって使い分ける場合もあります︒
また最 近では︑充 填 断 熱 をした上で外 張 断 熱
を 行うという﹁ 付 加 断 熱 ﹂も 増えてきており︑
断 熱 仕 様についての選 択 肢はどんどん広がって
きています︒
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第８回 八千代ゆりのき台つつじ祭り
オカムラホーム大工教室

<つつじ祭りに関するお問い合わせ>

C

IN

毎年ＧＷの昭和の日に︑東葉高速鉄道
八千代中央駅前のゆりのき通り商店街で
開催される﹁八千代ゆりのき台つつじ祭
り﹂も︑今年で第８回目を迎えます︒
当社も第６回から︑日曜大工教室など
のイベントで参加しておりましたが︑今
年も参加することが決定しました！
当社では︑毎回皆さんに好評を頂いて
おります日曜大工教室を開催︑制作品は
ミ ニ チ ェ ア ー で す ︒︵ 下 記 写 真 参 照 ︶ 普
段︑ご家庭ではなかなかできないモノづ
くりをご家族みなさんで体験してみませ
んか？
家族みんなでミニチェアーを作って︑
Ｇ
Ｗの楽しい思い出も作って下さい♪
作業はお子様でも楽しんで頂ける
よう︑難しくはありませんので︑日
曜大工初心者の方も大歓迎です！
みなさんのご参加をお待ちしてま
す︒
ゆりのき台つつじ祭り実行委員会 事務局
TEL：080−3910−1638（平日10時〜15時）

第８回 野球教室

※連絡事項欄に第９回野球教室に応募する旨を必ずご記入下さい。
友の会非会員の方もご入会頂ければご応募を受け付け致します。
TEL：047-450-3452 http://www.okamura-home.co.jp/inquiry/

写真２

☆開催日時：5月24日（土）13：00〜17：00
☆開催場所：稲毛海浜公園 スポーツ施設屋内練習場
（駐車場は有料になります）
☆対象者：小学生
☆参加費：無料！
☆募集人数：８０名（先着順の為、ご応募はお早めに）
☆応募期間：４月１日〜５月１４日（定員に達した時点で締切り）
☆応募資格：保護者の方がオカムラホーム友の会に加入している事
☆応募方法：電話または弊社HPの「お問い合わせフォーム」からお申込み下さい。

〜つつじ祭り概要〜
月 日︑千葉市美浜区の稲毛海浜公
園で第８回オカムラホーム野球教室を開
催し︑約 人の子供たちに参加して頂き
ました︒
今回は二部構成で行い︑一部の野球教
室では千葉ロッテマリーンズベースボー
ル・アカデミーから高澤コーチ︑園川
コーチの二人をお招きし︑投手と野手そ
れぞれのグループに分かれ︑子供たち一
人一人に細かい指導をして頂きました︒
二部では︑現役選手の大嶺祐太選手と
けいよう
青松敬鎔選手にお越し頂きトーク
ショー︑実技指導︑サイン会等を行いま
した︒

<日曜大工教室に関するお問い合わせ>
株式会社 オカムラホーム（担当：滝口）
ＴＥＬ：０４７−４５０−３４５２

トークショーでは︑大嶺選手と青松選
手にたくさんの質問に答えて頂き︑子供
たちからの質問は止まることがありませ
んでした︒
実技指導では︑実際に青松選手に打席
に立ってもらい子供たちが投げて指導を
して頂き︑とても貴重な体験に大変喜ん
でいました︒
最後はサイン会と全員で記念撮影をし
ました︒今後もオカムラホームは千葉
ロッテマリーンズと共に野球教室を続け
ていきます︒
皆様のご参加をお待ちしております︒

注意事項：児童単独での参加はできません。
（保護者の方が見学で開催場所にお越し頂けることを必須とします）
グローブ・バットなどの練習に必要な道具類は各自でご用意下さい。
ボールは弊社で用意します。
屋内練習場へは鉄のスパイクやヒールの尖った靴では入場できません。
パンツ前面左上側に付く
オカムラロゴマーク
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写真１

この度、第9回目の野球教室を開催する事が決定致しまし
た。教室ではオカムラホームとパートナーシップを結んでい
る千葉ロッテマリーンズベースボール・アカデミーのコーチ
陣（元プロ野球選手）
が指導をおこないます。
この機会に是非プロのレッスンを受けてみてはいかがで
しょうか。

今年度、弊社では以前よりパートナーシップを結んでい
る、千葉ロッテマリーンズのユニホームスポンサーに協賛さ
せていただくことになりました。
パンツ前 面 左 上
側にオカムラホーム
社 名 ロゴ が 付 きま
す。オカムラホーム
は優勝＆日本一を目
指して戦う千葉ロッ
テマリーンズを全力
で 応 援して い きま
す。

第９回 野球教室開催のお知らせ

千葉ロッテマリーンズの
ユニホームスポンサーに
なりました

開催日：平成26年４月29日
（祝）
10：00〜17：00
開催場所：ゆりのき通り商店街

12

6
3

新刊

手話指文字・点字名刺ってご存知ですか？

第5集

こころに花を咲かせて
一行の絵手紙

1冊

定価1,890円（税込）

※1冊まで送料130円、
3冊以上は送料無料

ご注文は美術館にお電話または
FAXにてお知らせ下さい。
電話＆FAX.0 4 7−4 8 7−6 2 6 5

瀧下むつ子

瀧下白峰

文・絵

書

﹃一歩ずつ﹄

桜の花びらが春風に乗って

明るい空に舞い上がっている

それぞれが新しい一歩を歩み出した季節

﹃頑張れよ！﹄と

目に見えない温かな手が背中を押して

声援を贈っているように思える

新社会人︑大学生から幼稚園まで

初めは危なげなその足取りも

いつかは︑しっかりと自信に満ちた

足取りに変わっていくだろう

思い返せば遠い記憶の中で

私の後ろに隠れて幼稚園の門に

なかなか入って行こうとしなかった娘

強引に︑その小さな手を振りほどかれ

こんにちは、子どもネット八千代です。
2〜3歳親子『ぴょんぴょん』

期間：2014年5月〜12月（月2回木曜日/全12回)
時間：10:15〜12:00
会場 :八千代市市民会館リハーサル室他
募集：Ｈ24年４月〜H25年3月生まれの親子２５組
参加費：一般16,000円
内容：リズム遊び・パネルシアター
・親子体操
・畑体験
・人形劇鑑賞
・馬頭琴
コンサート等

期 間：2014年5月〜１２月（月2回火曜日/全12回）
時間：１０:15〜１１:４５
会場：八千代市ふれあいプラザ他
募集：Ｈ２3年４月〜Ｈ24年4月生まれの親子25組
参加費：一般15,000円
内容：お祭ワーク・劇遊び・
・コンサート・リトミック・体操
・畑体験・パネルシアター等

こどもまつり2014

アフタフ・バーバン北崎圭太講演会

4 27

今年もやります！
人間天ぷら！

日時： 月
日（日）
13:00〜15:30
子どもも大人も一緒に遊ぶよ！
場所：飯綱近隣公園
募集：幼児〜大人150名
参加費：300円(保険代含)
持ち物：小麦粉ばくだん・水鉄砲・飲み物・着替え・帽子

「小中学生のネット・ゲームの本当の問題」

23

日時：4月
日(水)10:30〜12:30
場所：生涯学習プラザ3F第1第2研修室
定員：60名 参加費1,000円（資料代）

ここには 子どもの笑顔があふれる
親子の時間や居場所があります

★子どもネット八千代のｆ
ａｃｅｂｏｏｋ始めました！ http://www.facebook.com/yachiyokonet
★ブログもやってます！ 耳寄り情報はこちらから http://kaiin.konet.ciao.jp/

会員になると

泣きじゃくりながら私の後ろ姿を

見送っていたに違いない︒しかし

◆ 1月7日〜2月2日「新春を祝う馬年・冬に咲く花達絵手紙原画展」
http://yachiyo-etegami.jp
◆ 2月4日〜3月9日「ひな祭り・早春の花たち絵手紙原画展」
やちよ絵手紙の森美術館 〒276-0029 八千代市村上南2-16-25 電話＆FAX.047−487−6265

1〜2歳親子『ミニぴょんぴょん』

●お芝居や音楽にたくさんふれたい！
●外で元気に遊ぶのが大好き！
●子育ての話をいっぱいしたい！

娘を置いて帰ってきた私の心も

これからの活動予定

とても辛く寂しかったのを覚えている

月曜休館
（毎月末・月火休館）

あの日からもう随分と時は過ぎた

やちよ絵手紙の森美術館/展示スケジュール

ゆっくりでいいよ︑頑張り過ぎなくても

＜友の会ご入会のお誘い＞
年会費・賛助会員 一口￥10,000
一般会員 一口 ￥3,000
＊会員特典＊
詳細はお問い合わせ下さい。

一歩ずつでいいんだよ︒あの日

そう言ってあげれば良かった︑︑︑︒

運営や色々な企画などを支えご協力
して頂ける会員様を募っております。

☆年齢にあった舞台作品が定期的に観られます。
☆子どもネット八千代が主催する活動に会員価格で参加できます。
☆参加申し込みが必要な場合は、先行申し込みができます。
☆子どもに関する様々な情報が毎月お手元に届きます。

お申し込み
問い合わせ先

★子どもネット八千代は会員制です
【入会金】300円 【保険】100円/年
【月会費】1,000円（3才まで無料）
（子どものみの入会はできません）

◆最新情報はTwitter・facebook・Googleカレンダーで！
特定非営利活動法人

子どもネット八千代

TEL.047−486−4699 FAX.047−486−4899

〒276-0020 八千代市勝田台北1−5−11（月〜金 10時〜16時）
E-mail y-konet@jcom.home.ne.jp URLhttp://konet.ciao.jp/

☆次世代を築くのは子供達、私達社会の宝です。オカムラホームは子どもネット八千代に期待します。

今回は、以前に名刺交換をさせて頂いた際
に、手話指文字・点字名刺を頂いて印象深
かった『働く障害者団体協議会』会長の藤
代洋行さんからお話を聞きました。
藤代さんのお話では、障害者と言えども
十分に働く能力の有る人たちが楽しくやり
がいを持って働ける場所が少なく、現在、
いろいろな制度がありますが「福祉の谷
間」・「補償の谷間」は存在していて、
困っている仲間がいます。
彼はそのような人たちに楽しく働く場所と少しでも工
賃を得られる環境を作りたいと思い、手話指文字・点
字名刺を普及させる活動を始めたそうです。
軽度の障害者ではなく、中度以上の障害を持つ方たち
に技術だけではなく、人との繋がりの大切さコミュニ
ティー形成の重要さなどを教えながら、少しでも一人
で自立する事を目的としています。

前向きに挑戦する方を応援します。

名刺には点字が打刻され、手話
指文字が描かれております。
この様な名刺を交換する事によ
り相手との話題作りが出来ると
ともに簡単な手話での自己紹
介にもなります。

点字名刺作製作業

ピンを入れる作業

点字を打刻する作業

１. 障害が重いからとあきらめずに、
「今、これができる」と自分からおっしゃっていただける方。
（やる気のある方）
２. 親・友人などから言われたからと言って、無理に来るのはやめてください。
３. 一度、他を見て頂いてから私どもにたどり着いて欲しいです。

〜〜あなたに寄り添う

最後にたどり着く駆け込み寺として〜〜

働く障害者団体協議会連絡先：http://www.doushokyo.org/

fujishiro@doushokyo.org

私たちからのお願いです！誤解や偏見をせず「普通に声をかけて」
健常者との会話で、「大変申し訳有りませんが、何でこ
のようになったんですか？・生まれつきですか？・事故で
すか？」などと言われて、「過去を思い出したくない。・
気分が悪くなる。」など、嫌な思いをしていることをお聞
きします。
もし、健常者が、「何で、あなたは、『太っているので
すか？・背が低いのですか？・髪の毛が薄いのですか？・

それは、遺伝ですか？ストレスですか？』」など、と言わ
れたのと同じことです。
当たり前のことですが、自分が言われて嫌なことは相手
にも言わないで下さい。普通に健常者同士が話すことをし
たら良いのです。障害者だからと言って無理に気を使わな
くて良いので、普通に話をして下さい。まだまだたくさん
事例はありますが、どうか温かい目で見守ってください。

市川市出身でもあり、
3月30日に市川市の鑑賞植物園にて、バイオリニス
トの穴澤雄介さんです。
バイオリニストの穴澤雄介さんの
年間150本以上のライブ演奏の他、スタ
ジオレコーディングや講演活動も行ってい
ロビーコンサートを行いました。

る。
2007年5月に全国発売された「あの木
に寄りかかって」を含め、これまでに14
枚のCDをリリース。2009年4月より
NHKラジオ「ともに生きる」テーマ曲に、自作曲「ようこそ
楽登（がくと）王国へ」が、2012年4月よりNHKラジオ
「聞いて聞かせて」テーマ曲に、自作曲
「いちご畑と青い空」が採用されている。
また講演では、「過去は変えられる、マ
イナスをプラスに」といったテーマで、逆
境を反転させるアイディアについて語り、
学校や企業からの依頼が増えている。テレ
ビ東京系列の「生きるを伝える」でも紹介
された。
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オカムラホームはチャレンジ25キャンペーン
に参加しています。

陶板浴効果のメカニズム

様々な病気を引き起こし、体の老化を早める原因の多くは｢活
性酸素｣だと言われています。特殊溶液から作られた陶板での
温浴により活性酸素を軽減させ身体を抗酸化へと導きます。

047（481）8815

村上駅
新川大橋

新川

至千葉

れている︒我々は時代をすこし遡れば︑何と異

教育される事なく時が去っていく︒親が生きる
画﹁誰も知らない﹂︑最近ではドラマ﹁明日︑

ら︑どこに問題が有ったのだろうか︒荒廃の始

に本人が生きる力を失っている︒私は教育が教

けた人々が教育力を失っている︒いやそれ以上

現代の状況を考える時︑高レベルの教育を受

ママがいない﹂を思いだす︒

まりは人々が豊かさをすこし手に入れ︑明日の

おろ

育であるならばなぜ今︑人は荒廃しているのか
理屈に合わない︒

はいつの時代も子供達の幸を願う︒その事に変

をへて大きな結果となって現われたと思う︒親

えが少しずつ変わっていった︒少しの変化は時

を子供の心にそそぎ込んでいない事が︑今日の

児時代に人間としての基礎となる︑大切な因子

排出し︑﹁智き愚者﹂が育成されなかった︒幼

さと

教育は教育の名のもとに﹁愚かなる智者﹂を

わりは無いが願いの目的がずれ始めた︒貧しい

味覚は８才の時までに形成され︑その間の食
育がなされなかった時︑取りかえしが付かず︑
味音痴になってしまう︒絶対音感が幼児期に育

た︒親は広い意味での宗教感や道徳心そして健

界の原則通り生きる力を与える教育をしてい

守るすべを教えるのと同じだ︒人間の親も自然

まの姿で子供とかかわる事の真実を見つめ直す

る︒母親は自然のあるがままの母で︑あるがま

幼少期にその源を発することは容易に推測出来

ならば︑目に見えない人間形成も多くの事が

まれることは皆︑良く知るところである︒

全な精神を教えていた︒﹁お天とうさんはいつ

点から幼児教育に取り組み成果を上げている︒

児教育に力を入れた︒デンマークは国家的な視

日本はかつて母親にエールを送り︑啓蒙と幼
をかけることだけはするな﹂﹁うそは泥棒の始

国の将来を考えた時︑今すぐ始めれば
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り︑仲間と仲良くしたりあるいは外敵から身を

た︒多くの動物が子供にエサの取り方を教えた

だから親の教育は生きる力を与える事だっ

を思いやらなければ生きていけなかった︒

時には人々が共に協力しあい助け合い︑他の人

問題を生んでいると思う︒

豊かさを手に入れた親は変化し子供達への教
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食物に困らなくなった時から始まっていると思

には必ず原因が有る︒この精神の荒廃は何時か

この異状に無関心であってはならない︒結果

もしれない︒

力を与える教育をしなければ誰がやるのか︒映

へと目的はまっしぐら︒子供達への生きる力は

は人まかせで完成品の受け取りと考え有名大学

の教育も子供を幼稚園に入れスイッチオン︒後

手をかける事なく︑完成品の受け取りだ︒子供
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状な社会に生きているのだろうと気が付くのか
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◆ご利用料金が変わりました◆

TEL

誰がするのか﹁教育﹂
今の日本を考えた時︑背すじが寒くなるよ
うな大問題が有る︒人が人で無くなってし
まった人︑あるいは人が人でいられなくなっ
た人々が日常の中にいる︒
国は歴史が物語っているように戦争で亡び
る事は無いが精神の荒廃によって亡びる︒私
はそんな事が心をよぎるのである︒
父親は幼児が泣きやまないから殴る︑放り
投げる︒はては顔に熱湯をかける︒母親は言
うことを聞かないからと真冬のベランダに子
供を放り出しパチンコに興ずる︒書くことも
おぞましい事がいくらでも有る︒
ストーカー殺人︑人を殺したかったと暴走
車︑例を挙げれば枚挙にいとまが無い︒﹁人
間が壊れてしまった﹂としか理解できない︑
本能や動機が失われた事件︑何ともやるせな
い︒しかしこれらは特別な例にすぎないから
と我が身とは関係がないと思う人も多いだろ
ではもっと日常的な生活感の中では人々の

う︒
精神は健全なのだろうか︒﹁幼児虐待﹂﹁子
供達のいじめ﹂﹁スマホ依存症﹂﹁ニート

万人﹂﹁おれ︑おれ詐欺﹂そして新しい社会
現象としてクローズアップ現代で紹介された
事例は私にはさらに衝撃的だった︒
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インターネットで子供の欲しい女性と親の
責任を持たず自分の遺伝子を残したいと考え
る男性の出会いだ︒
男女は喫茶店で待ち合わせ︑男性は精子を
その場で女性に手渡しする︒帰宅後女性は精
子を自分の体内に入れ子供を授かるという︒
生きものとしてこんな悲しい出来事があるだ
ろ う か ︒ 生 命 の 尊 厳をこれ程 愚 弄 することが有
るだろうか︒生まれる子供が哀れでならない︒
現代社会の精神的荒廃は異常者だけの特別
なものでは無い︑多くの普通の人々に投影さ
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物件概要

※浴着を着用しての入浴となります。
（浴槽・食事処はございません）
陶板に直接肌を触れていると低温やけどの可能性がありますので、必ず大判
タオルを敷き寝てください。枕の上にはフェイスタオルをご使用ください。
このかざみどりをお持ちいただいた方500円で入浴出来ます。
（有効期限5月31日まで） 一回の入浴時間は45分を目安にしてください。
（持病のある方は10〜15分が目安）
抗酸化陶板浴施設アースメイト 八千代市村上南2−16−25
※浴衣・タオルのレンタル
（500円）
もございます。
毎月第2水曜日は定休日となります。
TEL

200円
800円（会員 700円）
4,200円（会員3,600円）
7,800円（会員6,600円）
新規会員入会金
１回券
回数券（6枚）
回数券（12枚）

市民会館

アース・メイトの施設は、全て抗酸化建築で建てられています。
(シャワー室・休憩室・広々駐車場完備)

ジョイフル
本田
速鉄道

八千代
総合運動公園
東葉高

至柏

●MAP●
八千代中央駅

分譲・注文住宅のご相談はこちらの電話番号まで
●宅地建物取引業●国土交通大臣（1）第8364号
●建設業●千葉県知事許可（特-25）第39269号
●一級建築士事務所●千葉県知事登録1-1310-6053
●不動産コンサルティング技能●国土交通省大臣認定（１）
２８５９２

八千代
緑が丘駅
船橋
日大前駅
飯山満駅

市民体育館
八千代署

http://www.earth-mate.jp/

※広告は平成26年2月28日現在の情報です。
販売済みの際には、
ご容赦ください。

http://www.okamura-home.co.jp/

詳しくはHPをご覧ください。

新川を挟んで八千代運動公園の向かい側
東葉高速鉄道「村上」駅より徒歩10分
＜ゆったりスペースの駐車場完備＞
20

八千代緑ヶ丘ジャスタウンで撮影した写真です。

予約制
案内会開催中

東京高速鉄道

ミライナ
八千代緑が丘５番街
ミライナ
船橋日大前４番街

譲地
新規分 ！
場
続々登

ミライナ
船橋芝山３番街
東葉高速

2台駐車スペース
◆発行日／2014年4月11日
◆編集・発行／株式会社 オカムラホーム友の会

にて
鉄道沿線

63

今までにない新築分譲住宅誕生

全棟165㎡超
環境マネジメントシステム認証取得

さまざまなコンセプト住宅、続々登場！
！

ISO14001
八千代市大和田新田76-46 TEL.047-450-3452

日経新聞に
2回掲載
されました。

八千代緑が丘駅徒歩8分
シックハウス
アレルギー
対応住宅
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未来の子供達に
ジャストな提案を

