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12 月議会では、小中学校体

育館・総合体育館・旭地区文化

センター体育館・ワンダーラン

ドに、気化式冷風機を購入・設

置するとの補正予算案が提案

されました。 

 １台あたり 112,000 円の冷風機で、各体育館

に２台、ワンダーランドに１台で計 31台を購入、

3,472,000円の事業です。減災対策事業として取

り組まれ、財源は新型コロナウイルス対応地方

創生臨時交付金で、コロナ対策として実施され

ます。が、災害時のみでなく、通常の学校活動や

市民活動にも活用していただく予定です。 

水が蒸発するときには熱を必要とし、空気中

の温度を下げます（気化熱）。この原理を利用し

て、涼しい風を送

り出す冷風機です。

万が一の災害時に

は喚起促進効果が

期待できますし、

夏の暑さの中で体育の授業や部活を行う児童・生

徒のみなさんには、しばしの涼を与えてくれるか

もしれません。補正予算案は全員賛成で、可決し

ました。 

          

          

しかし、災害は夏にだけ来るわけではありませ

ん。避難所の環境は、寒い季節にも対応できるも

のでなければなりません。今、全国的流れとなっ

ているのはエアコン設置です。なぜ市はエアコン

ではなく、冷風機購入との判断をしたのでしょう。 

私は本会議で質問しましたが、「エアコンに替

わるものとしてではなく、避難所におけるコロナ

感染拡大防止のため、喚起促進が目的」との答弁。

どの程度の効果が期待できるのかを問うと、「体

育館全体を冷やすことは難しい」との答弁でした。 

近い将来、やはりエアコンが必要だということ

になるのではないでしょうか。日本共産党吉川市

議員団が今年も行った市民アンケートには、小中

学校の体育館へのエアコン設置は喫緊の課題と

の声も多く寄せられています。エアコン設置に向

けて市は動き出すべきだと思います。 

 

 

 

 

 

11 月 30 日から始

まった吉川市の 12

月定例議会では、屋

外プールを廃止す

る「吉川市市民プー

ル条例」の改正案が   

提出されました。 

利用料が安く、駐車場も無料、長さ 192ｍ、幅 6

メートルの流水プール、ウォータースライダーも楽

しめる屋外プールは、かつては最も手軽なレジャー

施設として人気を博していました。私も子育て中、

当時は三郷市民でしたが家族で、そしてママ友たち

と何度利用したかしれません。吉川市に転入後、当

時は小学生だった息子も、夏休みになると毎日のよ

うに友だちと自転車で遊びに行っていました。 

そのプールが廃止されるということには、非常に

感慨深い思いがします。同じように感じる方は、決

して少なくはないと思います。 

今回の議案提出にあたって市から出された資料

を読むと、廃止はやむを得ないと感じます。利用者

数が年々減っています。屋外プールがオープンした

のは 1981 年ですが、利用者数は 2000 年の 56,830

人をピークに一昨年は 28,552 人、約半数となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前はこの道路の向こうに、田園風景が広がって

いました。ここに家を買い引っ越してきた方々は、

のどかな田園風景に惹かれてきた方々がほとんど

ではないかと思います。 

利用者も、今は市内よりも市外の方の利用の方が

多い状況にあります。 

利用者が減っているので赤字が大きく、近年では

毎年 3,000万円を超える赤字です。 

屋外プールは老朽化が激しく昨年から休止して

いますが、オープンさせるためには概算で約 1 億

6,000万円を要すると見られています。 

それだけの費用をかけて更新・修繕しても今後利

用者が増えるとは考えられません。赤字を解消する

ためには利用料を増額する必要がありますが、そう

するとなお利用者が減る可能性もあります。 

こうした状況の中で、廃止するとの条例改正案が

可決しました。市に寄せられたパブリックコメント

には、「友達と自転車で行きたいのでなくさないで

ほしい」とのお子さんからの要望が寄せられ、一層

淋しさが増す思いです。 

きよみの暮らし 
◆NHKの朝ドラ『カムカムエブリバディ』を、毎日録画して観ています。ラジオの英語講座に支えられ

ながら、戦前・戦中・戦後を生き抜く若い女性を描いたドラマです。主人公・安子は戦争で両親も祖母も

失い、たった 1カ月だけ一緒に暮らした夫も失います。残された幼い娘・るいとふたりでこれからどのよ

うに生きていくのか、とても楽しみです。◆安子の実家は和菓子屋で、安子は子どもの頃将来菓子職人に

なりたいと夢見ましたが、周りから「女の子は職人にはなれない」と言われ、諦めました。◆学生服や軍

服の製造販売で大成功を収める雉真家の長男・稔と安子との結婚までの道のりは、とても険しいものでし

た。稔の父は「結婚は家と家とがするものだ」と言い放ちます。そして稔が戦死したとわかると、義父は

安子にるいを雉真の家に残して再婚するようにと迫ります。苦難を生きる安子を支えたのは、「陽の当た

る道を歩いていきたい」との思いでした。◆「個人」よりも「家」が重んじられ、結婚が女性の幸せだと

考えられていた時代。ジェンダー平等には程遠い時代だったと思います。ドラマを見ながら不意に、中学

生の時、将来看護師になりたいと話したとき、大正生まれで職人気質の父にひどく殴られたことを思い出

しました。「女が手に職なんか付けたら、幸せはない」というのが父の言い分でした。◆私 

はその後看護師になり、ずっと仕事をして生きてきました。もし今も父が生きていたら、父 

の眼に私はどのように映るのでしょう。ジェンダー平等を求める今の社会は、どのように 

見えるのでしょう。「陽の当たる道を歩いていきたい」との言葉に深く共感しています。 

が 
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屋外プール廃止へ、条例改正案可決 

年々利用者は減少 

3,000万円以上の赤字 

『気化式冷風機』とは？ 

なぜエアコンでなく冷風機？ 
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厚労省は３回目の接種は「原則８カ月以上」間

隔をあけての接種としてきましたが、岸田首相

が「できる限り前倒しに」と所信表明演説をし、

一方では後藤厚労大臣がワクチン供給の制限を

口にしました。政府の方針が二転三転する中で、

自治体職員が振り回されています。 

そのような状況下にはありますが、吉川市で

も３回目の接種が今月からスタートします。 

 12 月 1 日か

ら、今年 6月 6日

までに 2 回目の

接種を終えられ

た主に医療従事

者のみなさんに、接種券の発送が始まりました。

6 月 7日以降に 2回目の接種を終えられた 18歳

以上のみなさまには、来年 1 月中旬以降に、順

次発送される予定です。 

当面の日程は以下の通りです。2 月 11 日（金

曜日）以降、接種会場および実施日時を拡される

予定です。 

こども発達センターは、保健センターの２階

に設置されています。 

発育や発達に障がいまたは遅れがあると思わ

れるお子さんに対し、社会生活に適応する力を

高めていくために必要な機能訓練や療育を行い、

お子さんの発育を促し、保護者に対する相談・援

助を行っています。また、保育所・幼稚園・こど

も園などを訪問し、配慮の必要なお子さんが楽

しく集団生活を送ることができるように専門的

な支援を行ったり、訪問先のスタッフのみなさ

んに関わり方の工夫などのアドバイスを行った

りしています。 

12 月議会では、さらに新たに障害児相談支援

事業を行うという「こども発達センター条例」の

改正案が提出され、全員一致で可決しました。 

これまでは発達センターに通っている未就学 

 接種時間は、午前 9 時～11 時 30 分（日によ

り最終時間が異なります）。 

 12 月 15 日、モデルナ社のワクチンの 3 回目接

種が承認されました。3 回目接種に向けて、ファ

イザー社のワクチンとモデルナ社のワクチンは

６対４の割合で供給される見込みとのことです。 

しかし、どの時期にどの程度のワクチンが供給さ

れるのか、その計画が明らかにされていません。 

 政府は供給計画を明らかにして、自治体に混乱

を招かないようにしてほしいものです。 

前倒しにするにしても、政府がきちんとルール

を作り自治体に示すべきだと思います。方針だけ

打ち出して、自治体に判断・対応を任せる政府の

姿勢には疑問を感じます。 

児の親御さんに対し、育

児・療育などの支援を行

ってきました。今後は、

相談支援の対象が 18 歳

までの児童と保護者に

拡充されるということ

です。 

 設置基準として嘱託医を置くことが求められ

ていて、内科医と歯科医を配置。さらに精神医学

検査を随時行うことになっていて、心理士も配置

し、療育環境の向上を図っていきたいと、文教福

祉常任委員会で説明がされました。 

地域で様々な悩みを抱えながら過ごしている

お子さんや親御さんにとって、センターがホッと

胸をなでおろせるような場になるよう、心から期

待したいと思います。 

12月４日（土）、「日

本の近現代史を学ぶ

会」のみなさんが「明

治の文学者と戦争」と

のテーマで学習会を

開催されました。講師

は文芸評論家の澤田章子さん（日本民主主義文学

会・文芸評論家・樋口一葉の研究者）でした。 

澤田さんは北村透谷・国木田独歩・、森鴎外・樋

口一葉・泉鏡花・与謝野晶子・夏目漱石の話をされ

ました。特に私の心に残ったのは森鴎外と与謝野晶

子でした。 

君死にたまふことなかれ 

与謝野晶子が詠った「君死にたまふこと勿れ」は、

あまりにも有名です。「ロシア戦線・旅順に派兵さ

れている」弟を案じて詠った歌でした。 

「あゝ弟よ 君を泣く 君死にたまふことなか

れ」、この最初の一文は誰もが知るところだと思い

ます。しかしこの歌は、単に弟に「死なないで」と

歌っているのではありません。非常に激しく、厳し

く戦争を批判しているのです。  

✓ 「親は刃を握らせて 人を殺せと教えしや 

人を殺して死ねよとて 二十四までを育てし

や」 

✓ 「旅順の城は滅ぶとも 滅びずとても何事か」 

✓ 「皇尊は戦ひに 御自らは出てまさね かた

みに人の血を流し 獣の道に死ねよとは も

とよりいかで思されむ」 

戦争を許さない気持ちがはっきりと見えます。戦

争が賛美され、戦争反対とはとても言えない時代に

突入した中で、この歌を発表する強さに感動します。 

後の人に笑われぬ、まことの心 

大町桂月は明治 37年 10月の「太陽」に、この歌

の批評を掲載しました。「草莽の一女子、『義勇公に

奉すべし』とのたまへる教育勅語、さては宣戦詔勅

を非議す」と、「そこいら辺の女子どもが、教育勅

語や宣戦詔勅を否定するのか」との批判です。 

それに対し謝野晶子は、同じく明治 37 年 10 月

の『明星」で反論します。 

「歌は歌に候。歌詠み習い候からには、私どうぞ

後の人に笑われぬ、まことの心を歌いおきたく候。

まことの心うたわぬ歌に、何の値打ちか候べき。ま

ことの歌や文や作らぬ人に、何の見どころか候べき。

長き長き年月の後まで動かぬ変わらぬまことの情

け、まことの道理に私憧れ候心もち居るかと思ひ候。

この心を歌にて述べ候ことは、桂月様お許しくださ

れたく候」。 

なんともカッコよく、すがすがしい反論です。 

矛盾を抱えながら生きた森鴎外 

森鴎外といえば軍医で、明治の文豪でもあり、脚

気の研究などでも有名です。 

森鴎外が望んだことは海外留学でした。現在の東

大医学部を卒業しましたが、８位卒業の鴎外は留学

対象者にはなれませんでした。海外に行くために、

軍医の道を選びました。権力者としての側面と、文

学者としてのナイーブな側面とを併せ持ち、矛盾を

抱え、自分の人生を決して満足して終えた人ではな

いだろうとのお話でもありました。 

小倉の左遷時代には、戦地における「強姦」を批

判・警告し、「うた日記」には「罌粟、人糞」とい

う歌を残しています。騎兵隊の兵士に強姦された若

い女性は、毒のある罌粟の花を食べ死のうとします。 

気づいた母親は罌粟の花を吐かせようとして、人糞

を娘に食べさせるという歌です。 

『鼠坂』という小説も、戦争に伴う不正や悪事、

退廃、殊に戦地での強姦に対する怒りをミステリー

仕立てにして描いたものだそうです。ぜひ読んでみ

たい一冊です。 

 

 

新型コロナワクチン 3回目接種、スタートへ 

医療従事者 12月末から接種 

こども発達センターの機能がさらに充実 

 ➢ 12 月 26 日（日曜日） 

➢ 1 月 16 日（日曜日）、23 日（日曜日）、 

30 日（日曜日） 

➢ 2 月 6 日（日曜日） 

ワクチンの供給計画は？ 

明治の文学者は戦争をどう描いたのか？ 

生活相談 

いつでも、どんなことでも、気

軽にお電話ください。 

983-7140 

 


