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WRESTLING DREAMERS

6 人タッグイルミネーションマッチ

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00 リングマット赤コーナーへ K-PURO 広告掲載！
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おかげさまで会社設立から 5 年が経過し、無事 6 年目を迎えることができました。
これもひとえに皆様方のお力添えの賜物と心から感謝申し上げる次第です。
お客様をはじめ、取引先や仕入先の皆さん、そして所属加盟団体の皆さんのご縁。
本当にたくさんのお客様、友人、仲間が増えました。
これこそが私の一番の財産になっています。
これからも切磋琢磨して精進して参りますので、引き続きケイプロをよろしくお願い申し上げます。

代表取締役

今月の日本語講座

～御陰様（おかげさま）～

他人から受ける利益や恩恵の感謝の言葉を表す言葉。挨拶の言葉として用いる。
「かげ」は神仏やご先祖様のことも意味しています。
陰というのは決して目立つことがなく、後ろに隠れた存在だがなくてはならないもの。
相手を始めとし、全物全てのものに感謝する気持ちが込められています。
日本人の謙虚な気持ちが表れたとても素敵な言葉だなぁと思います。
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山野法律事務所

山野 光雄

様

山野先生は、川口モーニングＲＣの仲間。
機械警備を導入いただいているお客様でもあり、また、弊社の法律顧問も担当してもらっています。
6 人兄姉（姉 2 人、兄 3 人）の末っ子の山野先生。3 男は夭逝。
お母さんのお腹のなかにいるときのはなし・・・。
父親から「男も 2 人いるし 6 人目はいらないだろう。」
と言われた母親が産婦人科へ中絶に行く際、お腹のなかにいた山野
先生は「助けてくれっ！助けてくれっ！」と懸命に祈っていたそうです。
産婦人科で近所の方と偶然出くわし、
「3 男の生まれ変わりだから産まなければダメ・・・」
と諭され中絶を思い留まられたそうです。
その後すくすくと成長した山野先生。
若かったときは、180cm の長身も手伝って川口中の女性から振返って見られたほどだったそうです？
趣味は、おやじバンド（ビートルズ）、下町食べ歩き、秘湯めぐりの 3 点。
食べることが大好きなため、現在も成長が止まらず、西郷隆盛似の 96kg へ。
毎日 80 分のウオーキングが日課となっています。
本業では、①相続 ②不動産 ③会社顧問で強みを発揮。
① 相続：家族間での紛争を予防するため生前から節税対策を含む適切なアドバイス。
② 不動産：売買、賃貸間におけるさまざまなトラブルに対応。
③ 会社顧問：経営者の方の悩みや相談だけでなく、その会社の従業員の相談も受けています。
今まで扱った案件として有名なところでは、あの豊田商事の被害
者弁護団として活躍しました。
秘守義務の関係からその他なかなか公にすることができない点
をお詫びいたします。
争いごとはなければ良いいに越したことはありませんが、後々ト
ラブルにならぬよう事前の準備が大切と訴える山野先生。
町の弁護士として、開業医のように気軽に相談できる体制づくり
を心がけています。

【山野光雄様 プロフィール】
昭和２7 年１月生まれ

埼玉県川口市出身

川口工業高校から明治大学へ進学。昭和 57 年、30 歳のとき弁護士資格を習得。
東京でイソベン（勤務弁護士）3 年、越谷で共同ベン 3 年後、
昭和 63 年、36 歳のとき地元川口で独立開業し現在に至る。
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足なし禅師

禅僧・小沢道雄師

昭和 20 年、25 歳で敗戦。シベリアに抑留され強制労働。
だが、肩に受けた銃創（じゅうそう）が悪化し、役立たずは不要とばかり無蓋（むがい）の貨車で牡丹江
の旧日本陸軍病院に後送される。
氷点下 4、50 度の酷寒に夏服のままで、支給された食料は黒パン１個、飲み水もままならず、３日間を
費やした行程で死者が続出した。小沢師は死こそ免れたが、両足が凍傷に侵された。
膝から切断しなければ助からない。その手術の担当軍医は内科医で外科手術はそれが初めて。
麻酔薬もない。メスを執った軍医がしばらく祈るように目を閉じた姿を見て、小沢師はこの軍医に切られ
るなら本望だと思い定めた。
想像を絶する激痛。
歯がギリギリ噛み合い、全身がギシッと軋（きし）んで硬直した。すさまじい痛みは１か月余続いた。
八月に突然の帰国命令。歩けない者は担架に担がれ、牡丹江からハルビン、奉天を経てコロ島まで、
1,500km を徒歩で行くことになった。だが、出発して３日目の朝、目を覚ますと周りには誰もいなかった。
満州の荒野に置き去りにされたのだ。
あらん限りの大声で叫んだ。
折よく通りかかった北満から引き揚げ途中の開拓団に救われたのは、僥倖（ぎょうこう）というほかはな
かった。
崖っぷちを辿るようにして奇跡的に帰国した小沢師は、福岡で再手術を受け、故郷相模原の病院に送
られた。
母と弟が面会に来た。
「こんな体になって帰ってきました。いっそのこと死のうと思いましたが、帰ってきました」
言うと、母は膝までの包帯に包まれた脚を撫で、小さく言った。
「よう帰ってきたなあ」
母と弟が帰ったあと、小沢師は毛布をかぶり、声を殺して泣いた。
懊悩の日は続いた。気持ちはどうしても死に傾く。その果てに湧き上がってきた思いがあった。
比べるから苦しむのだ。
比べる元は 27 年前に生まれたことにある。27 年前に生まれたことを止めて、今日生まれたことにしよう。
両足切断の姿で今日生まれたのだ。そうだ、本日たったいま誕生したのだ。
足がどんなに痛く、足がなく動けなくとも、痛いまんま、足がないまんま、動けないまんま、生まれてきた
のだから、何も言うことなし。本日ただいま誕生！深い深い覚悟である。
１、微笑を絶やさない
１、人の話を素直に聞こう
１、親切にしよう
１、絶対に怒らない
小沢師はこの４つを心に決め、58 年の生涯を貫いた。
命の炎を燃やして生き抜いた足なし禅師の人生だった。
【記事提供 致知出版社】
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痴 漢（抱きつき行為）

１ 日 時

平成 22 年 3 月 31 日（水）

３ 内 容

抱きつき行為

２ 場 所

埼玉県さいたま市

４ 詳 細

マンション階段通用口を開けようと居住者の高校生が扉の前に立ち止まった瞬間、走ってあ
とをつけてきた男にいきなり後ろから抱きつかれたもの。
犯人は抱きついた後すぐさま同方向へ逃走した。
推測になるが、春休みで日中ということ。また映像の背格好から判断すると未成年による犯
行と見受けられる。

５ 対応策 今回のように咄嗟に起こることに対して、その場でなかなか大声をだすことは難しいようです。
お化け屋敷等ははじめから事前準備ができているために声を出すことができます。
まず、このような痴漢行為は、周囲から死角となる場所がほとんどであるため、日ごろから住
居の死角箇所を認識しておきましょう。死角箇所とは、周囲から視認性（見えない）のない箇
所を指し、エレベーター内や階段踊場、駐輪場等が該当します。
その箇所では、特に後ろや周囲の気配に気を配っておくと良いでしょう。
犯行を起こそうとする者を犯罪企図者と言います。目が合うと犯行をやめる場合が多いよう
です。日ごろから大声で叫ぶ訓練を行い、死角箇所では周囲に気を配ることが大切です。
６ 犯人特徴 犯人逮捕にご協力下さい。
身長 160cm 程度・体形標準・頭髪短め。服装：スウェット風上着【前面および腕部分、フードが
グレー色（腕部白線 2 本入り）・後面白（文字入り）】、紺色パンツ、黒っぽい運動靴

プロ太の小話集
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クリントン元大統領が大統領時代、ヒラリー夫人と田舎をドライブしていた。
給油しようとガソリンスタンドに立ち寄ると、ヒラリー夫人の元ボーイフレンドが給油係をしている。
それを知ったクリントン元大統領がヒラリー夫人に言った。
クリントン 「僕と結婚してよかったね。」
ヒラリー

「どうして？」

クリントン 「だって、あの給油係と結婚していたら田舎のさえないガソリンスタンドの奥さんだよ」
ヒラリー

「バカね。わたしが彼と結婚していたら、彼が大統領よ。」

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
何気なく意味も良く知らずに使っていることがあるとても奥の深い日本語。
井上真央ちゃん主演の「ダーリンは外国人」の映画が始まりました。旦那さんのトニーが日本語について
疑問に思って聞いていることって私たちにも答えられないことがとても多いのです。
K-PURO ニュースでも今月から日本語講座コーナーを増新し、正しい日本語の意味や使い方を学んで行
きたいと思います。
注：プロ太とは、写真のＫ－ＰＵＲＯ番犬です。（体長 10 メートル・体重 1 トン・無敵無敗）
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