MASH（タバコ問題首都圏協議
会）関連イベントは

参加
無料

６月３日(日)
開催

第１部 シンポジウム＆
イベント
タバコの煙にさようなら
時間＝１３：４５～１６：３０（開場１３：３
０）
会場＝シダックスホール
東京都渋谷区神南 1-12-13 シダッ

World No-Tobacco
Day

５月 31
日は

世界禁煙
デー

WHＯ(世界保健機関)2012 年テーマ

Tobacco industry
interference
（タバコ産業の干渉）

タバコ産業の妨害を許す

な！(MASH 訳)
クスビレッジ２F
（渋谷駅から北へ徒歩７分）
●ミニライブ…制服向上委員会
５月３１日～６月６日は禁煙週間（厚生
新宿区や渋谷区のポイ捨て禁止キ
労働省）
ャンペーン等にも参加した社会派アイ
ドルグループ
厚生労
第３部 交流会
●リレートーク「危ないぞ！ タバコの
働省イ
参加費＝4000
円
煙！」
ベント
時間＝１８：３０～２０：３０
レクチャー…村松弘康先生（中央内
は
会場＝モンスーンカフェ渋谷
科クリニック）
６月２
東京都渋谷区神南 1-6-8 カン
日
パリビル４F
(土)13:
第２部 パレード
00
於：津
Smoke-Free Walk 2012
田ホー
ル
in Tokyo
（東京・
時間＝１７：００開始～１７：４５頃終了
千駄ヶ
集合＝神宮通公園（渋谷駅から徒歩

８分/宮下公園の先）
コース＝神宮通公園～ 宮益坂～青
山通り～表参道～代々木公園（解
散）
※制服向上委員会も参加します

世 話 人 か ら の メ ッ セ ー ジ
流山市の花見・タバコ事情
この春、流山市の管理する同じ公園で、業界関係団体と市民団体
が運営する施設の主催する二つの花見が行われ、タバコ対応が異
なった。前者は会場近くに灰皿を置き、会場内では主催者らの一部
が喫煙する風景が見られた。後者の花見は、喫煙なしで来場者か
ら好評であったという。
昨年末、流山市議会は、タバコ条例案を否決した。市長提案は、
（１）公共の場所では、屋内のみならず屋外でも禁煙を義務付けて
いるのが特徴。（２）約 300 ある公園は、子どもの利用が多いので禁
煙とし、屋内に限定する健康増進法を超える先進的な内容であっ

谷）

た。（３）飲食店に対しては、禁煙・分煙への努力義務を課すもの
の、罰則規定はなく、店舗面積 100ｍ２以下の飲食店には２年間は
適用を猶予し、酒類を提供する居酒屋やバー等は適用除外とする
という現状を考慮した内容だった。
流山市は、人口 16 万 6000 人で（１）2007 年に「健康都市宣言」を
行い、WHO（世界保健機関）憲章の精神を尊重してまちづくりを行っ
ていく市制の方針がある。（２）平均寿命は、男女とも県内トップの長
寿のまちで市民の自慢である。（３）人口減少傾向に入った千葉県
においても、人口の純増トップとなっている。（４）市民の８５％が非
喫煙者という。
流山市議会の否決は、タバコ業界系のロビー活動が功を通したよ
うで、残念で市民として恥ずかしい結果である。
（流山市・Ｈ．Ｍ．）

==============================================================

５月の定例会は
５月１０(木)午後７時～９時
於：ちば環境情報センター 事務局
千葉市中央区中央３－１３－１７
（京成「千葉中央駅」東口より徒歩約５分）
TEL（０４3）２２３－７８０７
===============================================================

世界禁煙デー記念ＴＭＫＣ全県調査
今年のテーマは

県内自治体議員の喫煙率
および

議員控え室

ＴＭＫＣは０８年から世界禁煙デーにちなんだ活動として、県内全市町村を対象にイ
ンターネットを利用したアンケート調査を実施しています（一部 Fax）。今年のテーマは
標記のとおりで、４月１６日に、今回は県内全５４市町村に千葉県も加えて一斉送信し
ました。同２８日現在で既に２０市６町から回答が届いています。

７月７日(土)に勉強会
今年のＴＭＫＣ勉強会は、旭市の神戸敏行さん（国保旭中央病院）にお話を伺いま
す。
神戸さんは０９年に入会されましたが、その前から病院での禁煙外来の傍ら、地元
の小中学校で喫煙防止教室にも精力的に取り組んでこられました。その神戸さんが
この夏、数年前から考えていた福島県南相馬市の病院へ赴任されるとのこと。そこで
大谷代表の発案で「神戸先生、行ってらっしゃい ! でも すぐにでも帰って来てね。
ずっと待ってるよ」会を勉強会として世話人の田那村雅子さん夫妻の田那村内科小
児科医院（千葉市）で７月７日(土)に開催します。当日の詳細は未定ですが、参加ご
希望の方は事務局までご連絡ください。

空気も美味しい店・千葉
【フランス料理】
モン・ラパン：無煙
松戸市東平賀３ー１
（JR 常磐線「北小金駅」北口から徒歩１分）
TEL047ー３４０ー１８８８
１１時３０分～１４時
１７時３０分～２３時、日祝～２２時（L.O.）
不定休
【洋食】
ビストロ バイキング：無煙

旭市ロ１２３９－３
（JR 総武本線「旭」駅から北側へ２８２m）
TEL0479ー６３ー７５５７
１６時３０分～２４時
日曜定休
【大型商業施設】
イオンモール船橋
船橋市山手１－１－８
（東武野田線「新船橋」駅直結）
＜無煙＞（２F のカフェ１店以外全店）
[１F]
グリルろだん亭（洋食・047-404-6170/L.O.21 時 30 分)
廻転寿司 浜一（TEL436-6451/L.O.21 時 30 分)
チャイニーズダイニング チャオ（TEL407-2731/L.O.21 時 30 分)
五穀（和食 TEL420-7571/L.O.21 時 30 分)
ピアサピド（ベーカリーレストラン TEL420-7572/L.O.21 時 30 分)
山岸一雄製麺所（つけ麺・ラーメン TEL404-6010/L.O.21 時 30 分)
とんかつ新宿さぼてん（TEL468-8227/L.O.21 時 30 分)
コリアんキッチン シジャン（TEL431-2220/L.O.21 時 30 分)
ピーエスマリノ(パスタ・ピッツァ TEL404-6155/L.O.21 時 30 分)
ファミリーバイキング 豆乃畑（TEL404-6188/L.O.ランチ 15 時、ディナー21 時 30 分)
築地 銀だこ（TEL437-6885/L.O.21 時 45 分)
ガレーカフェ（チョコレートカフェ TEL420-7582/L.O.21 時 30 分)
スターバックス（TEL420-7520/L.O.22 時)
ぐるチュロ（チュロス TEL404-6066/L.O.21 時 45 分)
※チュロスが完売次第閉店
フードコンプレックス
フロプレステージュ（洋菓子 TEL495-1131/～22 時)
おいもさんのお店 らぽっぽ（スイーツ TEL420-7568/カフェ L.O.21 時 30 分)
ヨゴリーノ（イタリアンヨーグルトジェラート TEL437-6421/L.O.21 時 30 分)
麻布十番モンタボー(ベーカリー・カフェ TEL402-2043/～22 時 カフェのみ L.O.20
時 30 分）
果汁工房 果琳（TEL420-7512/一部商品 L.O.21 時 30 分）
１２３ファクトリー(スイーツ・ベーグル TEL420-7580/L.O.21 時 30 分)

[３F]
ベリーベリーカフェ(クレープ・ワッフル TEL404-6121/L.O.22 時)
フードコート（６９０席）
マクドナルド（TEL437-6636/L.O.22 時)
ケンタッキーフライドチキン（TEL495-5721/L.O.21 時 30 分)
サーティーワンアイスクリーム（TEL420-7577/L.O.22 時)
讃岐うどんの心 つるさく(TEL433-4870/L.O.21 時 30 分)
リンガーハット（TEL437-6430/L.O.21 時 30 分)
麺屋青山(豚骨ラーメン・つけ麺 TEL404-6080/L.O.21 時 30 分)
鮪市場（海鮮丼 TEL495-5571/L.O.21 時 30 分)
テキサスキングステーキ(TEL495-5301/L.O.21 時 30 分)
ゴーゴーカレー丼丼（TEL404-6055/L.O.21 時 45 分)
パルメナーラ（パスタ TEL404-6011/L.O.21 時 30 分)
ミスタードーナツ（TEL437-6177/T.O.22 時)
しあわせ牧場(ソフトクリーム・クレープ TEL437-6707/L.O.21 時 30 分)
チュチュ（タピオカドリンク TEL437-6707/L.O.21 時 30 分)
【短信】
◆超党派の「禁煙推進議員連盟」（会長・尾辻秀久参院副議長）は５日、国会関連施
設の全面禁煙化を求める要望書を、衆院議長と参院議長、衆参両院の議院運営委
員長に提出した。
◆千葉県が５年に一度行なっている県民健康・栄養調査によれば、２０１０年には男
性で減少している喫煙者数が、２０代女性では大幅に増加していたが、２年に一度実
施している'11 年度の生活習慣アンケート調査では、女性 20 歳代は喫煙率・喫煙経験
率とも年々減少しているという。果たして真相はどちら？

＜＜事務局 備 忘 録＞＞
▼4.2(月) 大谷代表にはメール便で、別納で１６２号を９７通（会員４０通、贈呈等５７
通）発送
▽サポセンに１６２号８部配置、２部掲示依頼（１６１号残６部）、レターケース利用同
意書提出
▼4.3(火)Ｕさんに画像ファイルを添付して１６２号原稿を送信
▼4.4(水)Ｕさんから WEB 版１６２号アップ連絡メール
▼4.5(木) WEB 版購読会員に WEB 版１６２号のお知らせ、関係各位宛、新[muen]ML、

全県調査回答自治体担当宛に WEB 版１６２号のご案内配信
▽千葉県ＮＰＯ情報ネット担当者宛登録情報連絡票 Fax およびホームページから登
録内容更新申請
▼4.7(土) 「タバコやめてネ」コンテストにご参加を配信
▼4.14(土) たまたま見た CS の日テレプラスの「ホテル・ノスタルジア」という番組でホ
テルの紹介とは関係ない置きタバコのシーンが挿入されていたので番組サイトからク
レームを書き込む
▽習志野市から市民協働インフォメーションルーム登録情報更新についてなど書類
多数
▽ Ｋさんに 3.8～4.11 収支記録送信
▽全県調査準備作業
▼4.16(月) 東庄町、神崎町を除く千葉県および県内市町村へ世界禁煙デー記念調
査協力依頼送信→東庄町へは Tel で議会事務局のメールアドレスを確認してメール、
神崎町には Fax して Tel 確認
▼4.17(火)成田市、富里市、旭市、いすみ市、浦安市、鴨川市、銚子市、四街道市、
匝瑳市、一宮町＝Fax、長柄町から回答
▽Ｂさんに習志野市「みんなでまちづくり」企画運営委員応募書類 Fax
▼4.18(水) Ｂさんから宅配便でスモーカーライザー
▽南房総市、勝浦市、茂原市、白井市、松戸市、長南町、神崎町＝Fax から回答
▼4.19(木) 野田市、鎌ヶ谷市から回答
▼4.20(金) 袖ケ浦市、大多喜町から回答
▼4.23(月) 横芝光町から回答
▽習志野市協働まちづくり課に市民協働インフォメーションルーム登録更新情報
Fax、浦安市市民活動センターに利用承認団体情報シート郵送
▽Ｈさんから「世話人からのメッセージ」
▼4.24(火)流山市から回答
▽ 首都圏協議会サイト担当氏に５月定例会情報掲載依頼メール、ちば環境情報セ
ンターサイト「談話室」に書き込み
▼4.25(水) 八千代市から回答
▼4.26(木) 我孫子市から回答（累計２０市６町）
▼4.27(金) エコメッセちば実行委員会事務局からメール便で「エコメッセ 2012in ちば」
出展、「環境協働創造市」参加のお願い
▼4.28(土)首都圏協議会サイトの５月定例会情報掲載確認→担当氏にお礼メール
★この間にメールで配信した事務局通信は４４９～４５１号、メール版<メンバーズボイ
ス>６２５～６２９号。

★４月定例会は１２日、 船橋市・＜ほっと家＞さんで開催し、オーナーシェフのＦさん
を含め６名が参加しました。
★新加入…Ｏ．Ａ．さん（市川市、4／18）＝４月３０日現在で会員は１１４名

m(..)m カンパ御礼 m(..)m
星野啓一さん（柏市、４／1８）

………………………

編 集 後 記

…………………………

イオンモール船橋の無煙化率は県内最高かも◆神戸さんが地元で取り組んで
いた喫
煙防止教室はＴＭＫＣ教育部会が引き継ぎます。神戸さんも引き続き県外会員として
ＴＭＫＣに籍を置いてくださいます◆勉強会、課外活動ともに参加希望のご連絡をお
待ちしています！ (S.Y)

