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　3月 11日で東日本大震災から早くも一年を迎えようとしている今、地

域でのネットワークをもっと広げ、様々な立場の人たちと交流を深めませ

んか？！

　そして災害に備えてどのように毎日を過ごせばいいか？どんな繋がりや

どんな情報が大切か？など皆で楽しみながら一緒に考えましょう！

警察、消防の現地報告など盛りだくさんのプログラムです。　

　詳しくは本紙 4ページをご覧ください。　　　
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　第１回　素敵な人シリーズ　
　齊藤正雄さん

「パワフルに地域活動を楽しむ齊藤さん」　推薦者　藤ヶ谷悦子さん

　千葉市美浜区で、活発に地域交流をされている「齊藤さん」をご紹介します。

推薦者は、「Heart　to　Heart」のヴォーカル、藤ヶ谷悦子さんです。

　齊藤さんは、現在 3 つの活動をされています。

まず 1 つ目は「幸町将棋クラブ」の運営、2 つ目は「ふじ棚将棋愛好会」

そして、3 つ目は「Heart to Heart」の支援。

将棋ポートタワー大会

竹細工の昆虫たち

Heart　to　Heart　

「幸町将棋クラブ、ふじ棚将棋愛好会の運営」

 　約 40 年前に創設し、将棋を通して地域の世代間交流が活発に行われている。中でも最

大のイベントは、「世代間交流親睦将棋大会」であり、老若男女問わず参加できて、小学

生から大人のチームまでハンデなしの熱戦で、毎年懇親を深めている。

　昨年 11 月に千葉市ポートタワーで開催された「第 6 回世代間交流親睦将棋大会」では、

高校チームが 6 校、高校 OB チームが 1 チーム、一般クラブが 6 チームと総勢 120 人近

い選手が参加しました（ふじ棚将棋愛好会も参加）。

　ちなみに入賞チームは以下の通りとなっております。

　A 級　1 位　船橋高校 OB（2）　2 位　幕張総合高校（1）　3 位　えんだい（1）

　B 級　1 位　市川学園　　　      2 位    えんだい（4）　　　3 位　習袖サークル

　ふじ棚将棋愛好会は設立 10 年になり、こちらも運営していますが、盤外活動で会費を

捻出する為、八街にある農家の余った野菜を収穫し、それを地域で格安販売しています。

　これは野菜を廃棄しなくてすみ、地域の人々に格安野菜（市価の約 4 分の 1）を提供で

きる上、将棋の活動資金になり各行事に有効に使えます。そして千葉ポートタワーとの関

わりは、この野菜の販売をさせて頂いたことから始まりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　「竹細工」

　一方では、八街で野菜を収穫した時に偶然「竹林」を発見、この竹を使って何かできな

いかな？との思いから竹細工作りを始めました。最初は、竹箸や竹皿を作り、その後、イ

ンターネットで竹の昆虫を見て「これだ！」と思い、それを参考にしながら工夫を重ねた

結果（未だにまだ満足していませんが）、数種類の昆虫を制作できるようになりました。

　その後、この竹細工作品集をポートタワーで展示、友人のクラブである水彩画の展示、

将棋大会開催、そして、一昨年前の「Heart　to　Heart」のファーストライブ開催も手掛

けることができました。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「Heart　to　Heart の活動を支援」

 　「Heart　to　Heart」　との出会いは、元会社 OB 会のメンバーである藤ヶ谷悦子さん

（ヴォーカル）との繋がりから、コーラスグループの応援、支援することになりました。

素敵な音楽（歌詞や歌唱力、グループの人柄）に触れ、自らポートタワーでのファースト

コンサートを開催するお手伝いができた訳です。

 　尚、今後（今年）も素敵なコンサートを企画中で、提案を話し合っている最中です。

このように何か地域でたくさんの人たちが喜び、楽しめる（思いが同じ）人たちと手を繋

ぎ、活動の輪を広げたいと思っています。

八街の小松菜畑で収穫

齊藤さんの今後の活動は？

　今後は、Heart　to　Heart　と共に復興支援関係のイベントを計画しています。素敵なグループや活動をしている人た

ちと「同じ思いを共有、協力し心温まるコンサート」などを開催していきたいと心わくわくしているところです。

　昨年 10 月の mihorin 企画主催の「復興支援ライブ　in　美浜」（PAT 稲毛「四季こよみ」にて観客動員数 127 名）に

も応援参加し、更に地域活動（復興支援）や Heart　to　Heart の支援に意欲を燃やすきっかけにもなりました。
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　壁の穴（イタリアン）

〒 260-0044

千葉市中央区松波 2 丁目 19-5　

TEL　043-252-1811 

「ラビアン・タイ」( タイ料理 )

〒 260-0044 千葉市中央区

松波４丁目 20-6

TEL　043-285-3425

　woodhouse-cafe（地ビール）

〒 260-0044  

千葉市中央区松波１丁目 14-1

TEL　043-308-9181

　TaLoBa（アジアン）

〒２60-0015

千葉市中央区富士見 2-15-9 

TEL　043-201-1955

　　自然食レストラン「四季こよみ」

〒 261-0005 
千葉市美浜区稲毛海岸 2 丁目 3-10　
PAT 稲毛 PLAZA 　A3 号館２F
TEL　043-238-1371

mihorin 新聞は、以下のお店でお求めください。

JR 稲毛駅

稲
毛
陸
橋

PAT 稲毛
２F「四季こよみ」

国道 14 号東京 千葉

マツモトキヨシ

稲毛海岸駅

パーキング入口

健康美人はお腹から！ヨーグルトの効果について
　ヨーグルトを毎日食べることにより、腸内のビフィズス菌

が増え、免疫力が上がり「健康」になる！という研究結果が

出ているようですね。

　インフルエンザ予防にもなるそうです。キラー細胞を増や

し、がん細胞にも負けない身体を作りたいと誰もが思ってい

ます。

　そこで今号から「ヨーグルト」の「起源」「研究」「効果」

など紹介させて頂きます。

　第 1回　　　　「ヨーグルトの研究者たち」
　研究者で有名な人は、「メチニチコフ」「グリコロフ」「ギ

ルギノフ」「光岡知定」の 4 人です。

　イリア・メチニコフ（1845 ～ 1916）は、世界で初めて、

ヨーグルトが健康寿命に、いかに優れているか科学的に実証

したノーベル賞学者です。

　そしてスタメン・グリゴロフ（1878 ～ 1945）は、27 歳

で 3 種類のブルガリア菌を発見した早熟な医学者で、トニオ・

ギルギノフ（1907 ～ 1992）は、世界で初めて、質の高い

ヨーグルト製品の大量生産を成功させたブルガリアの先駆者

です。最後に日本で有名な研究者「光岡知定」は、腸内細菌

の世界的権威。ヨーグルトの科学的発展に大きく貢献されま

した。

　　　　　　　「ヨーグルトの起源」

　ヨーグルトとその仲間の発酵乳の始まりは、木桶や革

袋に入れておいた乳に偶然入り込んだ乳酸菌によって出

来た物と言われています。

太古の昔、今から約 7 千年前から滋養強壮、万病を治

す霊薬としてとらえられ、食べられていたようです。も

ちろん健康効果だけでなく、その美味しさ（風味）が人々

に親しまれた大きな要因でもあります。

　主にヨーロッパから中央アジア、北アフリカの遊牧民

たちにより羊、ヤギ、牛、馬、などの父から経験的な製

造方法で、生乳より保存性が良く、又、自然発酵により

現在のヨーグルト状になった食品を、動物性蛋白質やビ

タミン、ミネラル源を含む貴重な日常の食糧として利用

していたようです。

　

　次回「ヨーグルトの健康効果」に続く

　（HP ヨーグルトの基礎知識より引用）

ランチ（バイキング）

大人 1,300 円
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　2012 年 3月 11日（日）「つながろう！千葉」～地域ネットワークを楽しむ交流会～
　東日本大震災から早くも一年が経とうしています。
昨年は「絆」「つながり」の大切さを誰もが学びました。
　そこで来る 3 月 11 日（日）に地域でのつながりをもっと深めることを目的とし、震災関係のスピーチの他、
千葉で活動している様々な団体、サークル、会社などの PR を兼ねて交流会を開催したいと思います。

（障がい者就労支援関係なども）
　たくさんの方のご参加を心よりお待ちしております。
　尚、同時にフォトコンテストも開催です。こちらも併せてご応募お待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
日時　平成 24 年 3 月 11 日（日）　　　　11:30 ～ 15:00
場所　自然食レストラン「四季こよみ」　TEL　043-238-1371
　　　〒 261-0005 千葉市美浜区稲毛海岸 2 丁目 3-10　PAT 稲毛 PLAZA 　A3 号館２F
主催　mihorin 企画　代表　松山美穂子
問い合わせ＆お申し込み　「四季こよみ」またはmihorin 企画　
主なプログラム　歌（Heart　to　Heart）、ピアノ（木本幸子さん）＆バイオリン演奏（中村八重子さん）
　　　　　　　　スピーチ＆交流会（消防、警察、福島県出身の大学院生、障がい者関係、就労支援関係など）
　　　　　　　　PR コーナー、くじ引き、フォトコンテスト（参加者投票後、入賞者発表）
　　　　　　　　　　　　　　　フォトコンテスト応募について
・A4 サイズ（未発表写真）・テーマ「希望」「明るい未来」「ユニークな情景（千葉）」のうちいずれか
・締切　平成 24 年 3 月 3 日必着・送付先　「四季こよみ」・A4 サイズの紙に「氏名、住所、電話番号、
作品タイトル」同封　＊入賞者発表は、交流会当日（交流会にご参加ください）

2012 年イベント情報

　

                                                                                               

「千葉の素敵な人シリーズ、推薦募集！」

　千葉（地域で）活動している人、魅力ある人など、ぜひ「mihorin 新聞」に掲載してほしい！という推薦を募集します。

千葉市を中心とした（行政関係も含めて）「素敵な人シリーズコーナー」で紹介させて頂きます。

まずは、推薦文をmail@mihoron.comまでお送りください。採用させて頂いた方にはお礼を差し上げます。

　尚、ご本人に了解を得て、インタビューさせて頂きますのでよろしくお願い致します。

その他、楽しいニュース、美味しいレストラン、素敵な場所などローカルな情報も併せてお寄せください。

　　　　　　　　mihorin 企画　

　代表　松山美穂子

　概要　＊ mihorin 新聞発行（地域情報誌）月刊

　　　　＊千葉市内でのイベント企画（セミナー）

　　　　＊校正受注

　　　　＊チラシ・ポスター作成

　　　　＊広告掲載（求人含む）

　　　　＊ HP 制作　

　TEL　090-8013-7966

　mail   mail@mihorin.com　　

　URL  http://mihorin.com

　　　　　　　　　　　お知らせ（NEWS）！

　　皆様には大変お世話になっております。

　さて mihorin 企画では、平成 24 年より、新しく「校正」が加わりました。

　mihorinn 新聞、イベント企画そして校正と 3 つを中心とし、地域の皆

　様との交流、つながりを大切にしながら楽しくお仕事をさせて頂きたい

　と思います。

　　尚、校正については以下の通りでございます。

　　●価格　1 ページ　￥2,000

　　●内容　赤字つき合わせ、体裁の統一、入力

　　●納期、分量など応相談

　　　サンプルなど HP に掲載


