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意識はエネルギーを持っていて、何らかの感情を抱いた時点でエネルギーが働き、
細胞レベルで肉体に影響する・・・。
不調和な感情（ストレス）を抱けば、それが病気という形で現れる・・・。
量子力学の世界では、相手を意識した瞬間に相手との量子レベルでの絡み合いが
起き、祈りは相手に繋がり、何らかの影響をもたらす・・・。
これは『～祈り～』を製作された映画監督の白鳥哲氏の言葉です。
人類は昔から様々な形で「祈り」を繰り返してきました。無宗教の多い日本でも正月は初詣に出かけ、受
験の時や病気になった際は、合格や平癒を祈願します。天台宗や真言宗が行う護摩焚きもその一つです。
あの稲盛和夫さんも、あるものがどうしても出来上がらなかった時、「おい、神様に祈ったのか」と社員に
言っています。不調和な感情が病気に繋がり、反面、祈りにより治癒していくことが実際に起こる・・・。
最近、この「祈り」をはじめ、目に見えない不思議で大きな力は一体何かを考えるようになりました。
皆さんはどうお考えになりますか？病気の方が身近にいらしたら、取り敢えず治癒をお祈りしましょう。
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障害者支援施設 ハピネス浜野

様

ハピネス浜野様は施設利用者の更なる安全と安心を考慮
され、機械警備システムを導入されました。
平成 15 年 4 月に開所され、現在、大橋隼男施設長以下 48
名の職員で運営されています。
施設利用者のうち、80％以上が車椅子を使用しています。
施設の基本理念は 3 つ。
『安心』を確保できるサービス（介護）、『安全』を確保できる
サービス（衛生）、『安定』を確保できるサービス（経営）。
以前は措置の時代で、やってあげるという姿勢でしたが、現在は民民の対等の立場での契約であり、
大橋施設長は、『利用者がいて施設がある。利用者がいて職員がいる。』という『利用者主体の理念』
を職員に徹底させています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他の施設との差別化は、入所者の部屋全ては個室で、プライバシーを重視している点。
そして、利用者および職員の方全てが大家族であるという一体感を持って運営を行っていること。
食事も通常は外注委託する施設が多い中、ハピネス浜野では全て直営で運営しています。
家庭的で良い食事を提供するためには、互いに意見を言い合える職員でなければならないという方
針からです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
利用者の自立を促す創作活動も色々と工夫されています。
１つは、2Ｆウッドデッキに設置された車椅子でも利用可能な園芸プ
ランター。四季折々の花や野菜、果物を種から育て収穫します。
収穫した野菜は、天ぷらや豆ごはん、サラダにして食します。
利用者はとても興味を持ち、喜びを感じていることが実感できるそ
うです。直営だからこそできる素晴らしい試みです。
また、パソコンを 8 台を揃え、月 2 回ボランティアによるパソコン教
室も実施。希望者がとても多く、今では自分で年賀状も作れるようになりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、地域の方の理解を得るために地域交流にも力を入れてい
ます。
昨年は、浜野町自治会と災害支援協力協定を締結。
有事の際の避難場所として提供すると同時に、職員だけでは限界
がある避難誘導を町民の方々にも協力してもらう内容です。
他にも、自治会での共同防災訓練や掲示板の活用、広報紙への
掲載、諏訪神社のお神輿、8 月の納涼祭も地域の方が参加できる
ようオープンにしています。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
社会福祉法人千葉アフターケア協会 ハピネス浜野
〒260-0824 千葉市中央区浜野町 649-1
TEL 043-264-4109 FAX 043-268-2257
平成 15 年 4 月設立
生活介護（定員 60 名）・施設入所支援（定員 32 名）・
短期入所（定員 3 名）・送迎バス 3 台
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発展繁栄の法則

志摩半島にあるそのホテルは、さる著名な経営者がバブルの最中に計画、380 億円を投じて
平成 4 年に完成した。全室から海が見渡せる設計。贅を尽くした内装。
足を運んだ人は、誰もが「素晴らしい」と歓声を上げる。
しかしバブル崩壊後、経営不振が続き、十年前にホテルは人手に渡った。
新経営陣も経営を軌道に乗せるべく手を尽くしたが、赤字は年々嵩む一方となった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仙台で小さなエステを経営していた今野華都子さんに白羽の矢が立ったのは、そんな時だった。
平成十九年、今野さんは現オーナーに請われてホテルの社長に就任した。
今野さんを迎えたのは社員 150 人の冷たい、あるいは反抗的な視線だった。
それまで何人も社長がきては辞めている。また同じ繰り返し、という雰囲気だった。
今野さんがまず始めたのは、社員一人ひとりの名を呼び、挨拶することだった。
また、全員と面接し、要望や不満を聞いていった。
数か月が過ぎた。
今野さんは全社員を一堂に集め、言った。
「みんながここで働いているのは、私のためでも会社のためでも
ない。大事な人生の時間をこのホテルで生きる、と自分で決めた
からだよね。また、このために会社が悪くなったとみんなが思っ
ている不満や要望は、私や経営陣が解決することでは
なく、実は自分たちが解決しなければならない問題です。」
そして、今野さんは二つの課題を全員に考えさせた。
「自分は人間としてどう生きたいのか」
「自分がどう働けば素晴らしい会社になるのか」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホテルが変わり始めたのはそれからである。
自分の担当以外はやらないという態度だった社員が、状況に応じて他部門の仕事を積極的に手伝
うようになっていった。就任 2 年半、ホテルは経営利益が出るようになった。
全社員の意識の改革が瀕死のホテルをよみがえらせたのである。
今野さんが折に触れ社員に伝えた「自分を育てる三つのプロセス」というのがある。
一、笑顔
二、ハイと肯定的な返事ができること
三、人の話を肯きながら聞くこと
仕事を受け入れるからこそ自分の能力が出てくるのだから、
仕事を頼まれたらハイと受け入れてやってみよう。
「できません」「やれません」と言ったら、そこですべての可能性の扉が閉まる。
そして、教えてくれる人の話を肯きながら聞くのが、自分を育てていく何よりの道なのである。
今野さんはそう言う。この三つはそのまま、人生を発展繁栄させるプロセスである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すべての繁栄は人から始まる。
ひとりの人間が自らの人生を発展繁栄させていくことが、そのまま組織の発展繁栄に繋がる。
しかも、その発展繁栄の法則は極めてシンプルである。
今野さんの事例はそのことを私たちに教えてくれる。弘法大師空海の言葉がある。
「物の興廃は必ず人に由る人の昇沈は定めて道にあり」
記事提供 到知出版社
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改正ストーカー規制法成立

改正ストーカー規制法が７月
26 日、衆議院にて可決・成立。
相手に拒まれても繰り返し電
子メールを送信する行為を、
同法で定める「つきまとい等」
に追加し、取り締まり対象とす
る。
つきまとい行為に対する禁止
命令や警告について、被害者
の居住地だけでなく、加害者の
居住地や違法行為があった場
所の警察、公安委員会も出せ
るようにしたものである。
＊上記は、ALSOK が独自に調査した結果、5 人に 1 人が実際に被害に遭ったと回答しています。

プロ太の小話集

NO63

『秘密の臭い』

ジョンとメアリーは結婚することになった。
しかし、ジョンには秘密があったのだ。
「オレの足の臭さは尋常じゃないからな・・。我ながら気が遠くなるくらいだ。分厚い靴下を寝るときも
履いてなくちゃイカン・・。」
メアリーにも秘密があった。
「わたしの口臭は、ものすごいらしいの・・。この間はイヌが気絶しちゃったくらいだし。特に朝は彼よ
り早く起きて歯を磨かなくちゃいけないわ・・。」
結婚して１年。二人の生活はまずまず順調であった。
二人は結婚１年目を祝って、その晩、大いに飲んだのであった。
次の朝。ジョンが目が覚めると、自分の靴下が片方抜け落ちていることに気がついた。
あわてて探していると、メアリーが目を覚ました。
「どうしたの？ジョン。」
「メアリー・・・。もしかして、オレの靴下を飲み込まなかったかい？」

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
2000 年に成立したストーカー規制法が 13 年ぶりに改正可決されました。
この間、被害に遭われた女性は多数おり、昨年は 2 万人を超える被害が発生しています。
防犯カメラの設置先で一番多いのが、自転車盗。次いで多いのが痴漢・わいせつ行為です。
最近はメールをはじめ、ブログ、FB やラインといった SNS でのやりとりが多くなり、会って話したり、
電話で会話したりする傾向が少なくなりました。
とても便利な面も多々ありますが、これは犯罪に使用する（される）にも便利という点をお忘れなく。
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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