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街では紫陽花が雨に濡れて色鮮やかに咲き乱れていて、毎

年心が癒されます。本当にどこへ出かけても美しい風景が目に入

ります。しかし一方では、その景観を乱す人も後を絶ちません。

「ごみの出し方ルール」を守らないのはなぜでしょう？　地域では

このような人たちへあらゆる方法で「ルールを守ってください。」

と呼びかけていますが、なかなか伝わらないようです。

　ところで、千葉市の 5月の焼却ごみ量の速報が出ました。

24,945 トンで前年比 1,423 トンの増。

これだけの増加は焼却ごみ 1/3 削減運動を始めて以来、初めてで、

今年度の削減目標 2,000 トンの達成はかなり困難な状況です。

　1/3 削減達成まで残り 11,000 トンまで来ており、削減達成まで

もうひと頑張りです。

　一人一人の心がけが大きな力となり効果が出るはずです。

皆さん、互いに協力していきましょう。

ゴミは永遠のテーマ？

ゴミステーション脇にある空い

たスペースに「不燃ごみ、粗大

ごみ」が不法投棄されている。
指定の袋以外（スーパーのレ

ジ袋）でゴミを出す人が後を

絶たない。回収されず積み残

されたゴミ。張り紙などして

も馬耳東風である。

　谷津バラ園管理事務所

　住所：千葉県習志野市谷津 3丁目 1番 14号　

　TEL：047-453-3772

　http://www.city.narashino.chiba.jp/konnamachi/kanko/　

　yaturose/index.html

　京成バラ園は、1,000 品種 7,000 株のバラを中心に、

年間を通して四季折々の 200 種の草花や 200 種 16,000 株の樹木が

楽しめるローズガーデンです。

30,000m2 の園内には原種、オールドローズから最新品種まで植えら

れており、 園内を１周するとバラの歴史がご覧いただけます。そんな

優雅で贅沢な１日をお過ごし下さい。

　また、１年を通して、コンサート ･展示会などのイベントや、

バラをはじめとした各種セミナーも開催しています。

　住所：千葉県八千代市大和田新田 755

　　　　ローズガーデン

　TEL：  047-459-0106

　http://www.keiseirose.co.jp/garden/rosegarden/index.html

谷津バラ園にも行ってみよう！

京成バラ園

　　　　＜アクセス＞

●東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅   

　下車→徒歩 15分または、

　東洋バス八千代医療センター　

　行・八千代中央駅行「京成バラ

　園」下車 ( バス所要時間約5分 )

●京成線 八千代台駅西口下車→

　東洋バス 2番のり場八千代緑

　が丘駅経由八千代医療センター

　行・八千代中央駅行「京成バラ

　園」下車

ROSEGARDEN（バラ園を楽しもう！）

　☆ちょっと楽しいお話☆

　入場券に「カップル割」があり、お二人で一緒に「愛し合ってます」

というと、（二人で）1,000 円になります。（通常一人 800 円）益々、

仲良くなりますね。
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　ぴあーすクリニックでは、循環器系を中心として、心、

頸動脈の超音波検査、血管年齢（動脈硬化）の測定、レン

トゲン検査、消化器系も胃レントゲン検査、超音波検査が

可能です。簡単な外科手術はもちろん、特に専門である下

肢静脈瘤に関しては、当院での硬化療法、提携病院にてそ

れ以上の手術の施行が可能です。また、生活習慣病の指導

や禁煙指導、専門病院への紹介を含め、総合的な診療を目

指している。加えて電子カルテ導入により、できるだけお

待たせしない、開かれた治療を行い、また、英語による診

療も可能で、異国で心細く思っている外国の方も安心して

来院できる病院です。

院長 : ピアス（大貫） 洋子 

資格 : 医学博士 

日本外科学会認定医 （元）

日本胸部外科学会認定医（元） 

日本心臓血管外科学会専門医 

（元）

千葉市禁煙推進研究会世話人 

ぴあーすクリニックが移転しました。
　千葉市稲毛区にある「ぴあーすクリ

ニック」が 2012 年 5 月 7 日、新し

い場所で開院した。

　JR 稲毛駅より徒歩 7分、マルエツ

稲毛店の斜め前、ドラッグストア「ウ

エルシア」の隣で、ちょうど向かい側

には「アクアフォレスタルネ稲毛」（マ

ンション）がある。移転前より「稲毛

駅」により近くなった。

　素敵な外観に思わず「えっ？病院？」

と口に出そうなおしゃれな建物。

　地域医療に益々意欲に燃える洋子先

生だ。

　病院とは思えない素敵な外観の「ぴあーすクリニック」。

病気で弱気になった心も吹っ飛ぶようなおしゃれな建物。

      ぴあーすクリニック
　住所：千葉市稲毛区小仲台 7-20-5
　TEL ：043-290-6767
　休診日：水曜日・日曜日

　平日受付時間は午後６時まで。土曜日　午後は５時まで。

「ロンリーバービ―」発売
　孤独なバービー人形のような女の子

さちと祐一の高校生活から始まる物語

ドラマチックにそして悲劇的に

時は過ぎ，ふと途切れオルゴールだけがその

愛を見つめていた

時空を越え，彼女のもとへたどりつける日は

来るのだろうか。

 ６月末ころからネット通販でも，電子書籍

でも購入可能。

価格は 640円＋税 → 672 円です。 

出版社：文芸社

      ぴあーすクリニック
　住所：千葉市稲毛区小仲台 7-20-5
　TEL ：043-290-6767
　休診日：水曜日・日曜日

　平日受付時間は午後６時まで。土曜日　午後は５時まで。

振り込め詐欺にご注意！相談専用ダイヤル　０120 － 494 － 506

　振り込め詐欺・悪質商法被害抑止コールセンターとは振り込め詐欺や悪質商法の被害を防止するため、県民の皆さんのお宅に電話

をかけ、振り込め詐欺等の手口の説明をしたり、被害に遭わないように注意を呼びかけています。

コールセンター電話番号（発信専用）043 － 203 － 2311
（コールセンターの電話番号は 043 － 203 － 2311 と表示されます。）

　最近、振り込み詐欺の手口が巧妙化しています。日頃から家族同志で「コミュニケーション」をよく取って「緊急電話」などが

かかってきても冷静に対応できるようにしましょう。

著者名：如月二十（きさらぎ　にと）1951 年 2月 20日生まれ

千葉県出身

SONY教育振興財団による教師交換研修プログラムにてカナダ派遣

（1988 年）

県・市教育委員，文部省，国立科学博物館勤務を経て公立中学校長を

定年退職後，外資系金融機関正社員となる

他の著書：「子育ての死角」－問われる，親の責任・教師の責任－　

ぎょうせい（1999 年）

ソニー科学教育プログラム最優秀校受賞（2010 年）

夫婦で行うめずらしいスタイルの科学教室を全国展開するとともに，

テレビのバラエティー番組及び科学番組等への出演・番組監修

「光学装置」特許取得（2000 年）

http://homepage2.nifty.com/jn1ctz/
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　壁の穴（イタリアン）
　〒 260-0044

　千葉市中央区松波 2-19-5　

　TEL：043-252-1811 

アジアンダイニング

TaLoBa
 

　マッサマンカレー

世界美食ランキング第１位

に輝いたカレーです。全く

辛くなくマイルドな仕上が

りで、女性に大人気のカ

レーです。840 円

〒２60-0015

千葉市中央区富士見

2-15-9　A&F ビル６F　

TEL：043-201-1955

　　　　　ソムタム

【青パパイヤのピリ辛サラダ】

青パパイヤが凄い☆消化酵素

が非常に多く、肥満防止やデ

トックス効果大！食べて痩

せるソムタム！ぜひどうぞ。

788 円

南三陸♡西千葉福幸丸（復興支援）

プロジェクト

＊タコとわかめのパスタ
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＊タコとわかめのサラダ

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 2-3-10

 PAT 稲毛 PLAZA 　A3 号館２F

 TEL：043-238-1371

ブッフェスタイル

大人　1,300 円

　★毎月のカレーの日は５日、と２０日。

 　　グリーンカレー・レッドカレー・今日のカレー　が　　　

　　 ￥500 です。（定休日「月曜日」と重なったときは翌日）

　★営業時間　11:30 ～ 22:30 （L.O.21:30）　

　〒 263-0014　　

　千葉市稲毛区作草部町 1265-1

　TEL・FAX　043-305-5477　

千葉市立都賀中学校のすぐそば

アジアンマーケット「ガルラ」
 　昨年秋、千葉市に又一つアジアンレストランがオープンしまし

た。アジアン料理とアジアン雑貨の両方を楽しめる贅沢なレストラ

ンです。

　＊最寄駅：千葉都市モノレール　天台駅　徒歩約 10分

　＊ BUS：JR 西千葉駅より千葉内陸バス　「山王町・みつわ台車庫

　　　　　行」千草団地下下車　徒歩すぐ（駐車場7台分あります。）

ありがとう！「ラビアン・タイ」

西千葉で飛び切り美味しいタイ料理と言えば「ラビ

アン・タイ」が残念ながら 5年間の幕を閉じました。

（5月 31日閉店）。本当に寂しいです。

復活を期待しています。

「ガルラ」のオーナーさ

んご夫婦。アジアン料理

とアジアン雑貨の両方を

経営。笑顔が素敵なお二

人です。

松尾貴臣 7th CD「アイノコトバ」 2012.6.20 ON SALE　 

定価 2,100 円（税抜価格 2,000 円）

 YZAE-7003

ジャケットイラスト　葉祥明

 All Songs Written by Takaomi Matsuo

 発売元　asu-one entertainment

 販売元　クラウン徳間ミュージック販売 

　http://garula.web.fc2.com/


