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サッカー日本代表の一次リーグの敗退。残念ですが、一番悔しいのは選手たち
本人でしょう。本大会は、強豪のスペインやイタリア、ポルトガル、イングランドが
早々に姿を消しました。（南米の魔女の呪いかも・・優勝はアルゼンチン!?）
マスコミは色々と批判の記事を掲載していますが、私はこの 4 年間で世界のサッ
カーが更に進化した結果だと考えます。
日本代表は、4 年前の世界レベルでは一次リーグを突破できたかも知れません。
しかし、現在の世界のスピードと精度にはついて行けなかったのでしょう。
フィジカル面が弱いと言う解説者がいますが、それは間違いだと思います。
また、強豪国と日本のストライカーの差は、ゴール前での体のバランス。
日本人選手は、いつも神風特攻隊のように体制を崩しながらゴールへ向かっていきます。
武道ではこれを「死に体」と言います。外国人選手は倒れるほど体制を崩すことはありません。
サッカーは素人ですが、日本には、ゴールへの精度向上（枠内へのシュートとキーパーとの駆け引
き術）が今後、重要だと感じましたが皆さんは如何がでしょうか・・。
代表取締役 木戸 良樹
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現代の偉人

本田 圭佑 （サッカー日本代表）

6 月初旬、朝食を摂りながら TV を観ていた。
ワールドカップが近いことからサッカーの話題一色だ。
ふと流れた本田選手の映像から気付いたことがある。
彼は、喉の付け根の部分に絆創膏を貼っていたのだ。
これは甲状腺を手術した痕だと思う。
甲状腺とは、喉の内側部分に位置し、ホルモンのバランスを司る
重要な分泌器官だ。
彼はきっと、「甲状腺機能亢進症（バセドウ氏病ともいう）」といっ
て、ホルモンのバランスが崩れる病気だったのだろう。
この病気は女性に多く、しばらく投薬しても治らない場合は手術
するしか手がない。
症状としては、目が大きく飛び出たり、ホルモンの異常分泌によっ
て体のバランスが崩れ、何もしていないのに運動をしているのと
同じ状況になり勝手に痩せてしまうとても厄介な病気なのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
実は私も 20 歳のころに、この病を経験した。
当時私はある理由からキックボクシングをしていて、フェザー級で後楽園ホールのリングに上がった。
試合に出るために、65 キロの体重を 2 週間で 58 キロまで減量しなければならない。
痩せている時の 7 キロの減量は本当に厳しい。減量中は体が思うように動かず、階段を上るのも苦
労した。歯を磨いただけで 200 グラム体重が増える・・。
うがいで口に含んだ水分が、体が勝手に吸収してしまうのだろう。
試合はテコンドーのチャンピオン出身者の新人王にメタくそに殴られ KO 負けだった。
歯は折られ、目の神経が緩んでしまった。これは今も治っていない。
数か月すると体に異常が現れた。体が異常に疲れやすくなり、体重があっという間に 57 キロまで減
ってしまったのだ。
病院に行くとバセドウ氏病と診断され、薬を飲んでも良くならず 3 年後に手術を行った。
全身麻酔で甲状腺を少し多めに切ったせいか、体調が戻るまで 1 年くらい掛かった。
無理な減量が祟ったのか、殴られ過ぎが悪かったのか原因はわからない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～話しを元へ戻そう。
本田選手があの病気の手術を行い、今まで平然とピッチに
立っていたとしたならば、想像を絶する体力と超越した精神
力の持ち主だ。
ワールドカップが終わって、このことを彼が話すかどうかは
分からないが、通常ではとても考えられない話である。
最近、体のキレが悪いとかいう解説者はいたが、そんなこと
はどうでも良い。
ワールドカップに掛ける一流の男の熱く強い信念を垣間見せて貰った。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FB 投稿記事と重複しますことご了承下さい。
一番悔しかったのは、体が思うように動かなかった本田選手自身だと思います。
リングネーム 木戸 勇治
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今村 暁 氏（日本そうじ協会理事長）

僕はもともと学習塾を開いていました。
不登校の子を含めて５００名ほどのお子さんをお預かりしていたのですが、
不登校の子は黙っていたら来てくれないので、家に連れ出しに行っていました。
ふと子供たちの部屋の中を覗くと、汚い部屋が多いんです。
心をどうこうする前に、この環境を変えてあげなくてはいけないと思いました。
それからというもの、勉強を教える前に一緒になって掃除をするところからスタートしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電話して「塾においでよ」と無理矢理誘っても来るものではない。だとしたら、集めるのではなく、子供たち
が勝手に集まる環境をこちらでつくってあげたいと考えたんです。
で、集まる環境ってどんなものかを思った時に、僕の中で３つの要素があったんですね。
まずは物理的にきれいじゃないといけない。
次に不登校児にとってはいい人がいないといけない。悪い人がいると怖がって来られないんですね。
そして３つ目がいいコミュニケーションです。優しいとか褒めてくれるとか認めてくれるとか。
私はこの「物理的要素」「人的要素」「コミュニケーション的要素」の３つの要素を整
えてよい環境をつくることこそ掃除だと考えています。
うちの学習塾でそのような条件を整えていったら、予想どおり人が勝手に集まるとい
う現象が起こるとともに、不登校から立ち直ったり、東大に進学するような子が出
たり、スポーツのチャンピオンになる子が次々と現れるようになったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
掃除の効果としては大きく５つが挙げられると思います。
「精神的効果」、「肉体的効果」、「経済的効果」、「時間的効果」、「対人的効果」ですね。
例えば、経済的効果で言いますと、掃除というのは無駄なようでいて会社に利益をもたらします。
不良品が出なくなり確実に生産性が高まる、というのもその一つです。
一般家庭でも無駄遣いがなくなり、家計を助けてくれる。
それを思うと企業でも家庭でも積極的に取り組むべきだと思いますね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
掃除といってもそれは掃く、拭くといったことだけではありません。
これまで心を病んできた人とたくさん接してきた体験から申し上
げますと、掃除というのは、いま、この瞬間に集中するためのす
ごいメソッドなんですね。
汚い部屋の中には、いまはもう使わない過去の物、いつ使うか
も分からない未来の物がたくさんあって、その両方の無駄を捨
てさせることでいま、ここに集中できるようになります。
さらに実際に掃除を指導する上で僕らが言うのは、50 センチ四方でいいから徹底的に 30 分をかけて掃除
をしてください、ということです。
僅か 50 センチ四方ですから本当は 30 秒とか 1 分でできるわけですが、それを 30 分かけてやることで
「この汚れは落ちないな」とか「こんなところに小さな傷があったのか」といったことに気づくようになるんで
す。50 センチ四方を日本一レベル、世界一レベルでやっていけば、誰だってお金をかけずに世界一にな
れる。それに掃除というのは組織の規範を示す何よりの基準なんですね。
掃除は組織の長の信念を表しているのです。
僕が知る限り、きれいだけど駄目な会社はあっても、汚くてよい会社はありません。
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インターネット通信販売詐欺

インターネット通信販売で前払いをした場合に
商品が届かないなどのトラブルが急増していると、
国民生活センターが 12 月 19 日に発表。
注意を呼び掛けた。
同センターによると、2013 年度は 4-11 月で
4165 件と前年同期の 6 倍を超えている。
このうち 7 割が中国系の名義であることが判明。
（HP のサンプル画像）
■ 特徴 ■
口座名義人
社名
住所
電話番号有無
価格の適正
支払方法
商品一覧
文章表記

個人名または中国人名
アルファベットを無造作に並べたもの（読めない）
グーグル検索すると訳のわからない人の家
電話番号の記載がない
カカクコムの最安値店より少し安い
決裁方法が銀行振込のみ
販売品目が一定でなく、何屋かよくわからない
お客様第一の言葉を並べているが、どこか日本語がおかしい

プロ太の小話集

NO75

『 予言少年 』

あるところに光雄という予言少年が住んでいた。
この 10 歳の少年は、人の死を予言する能力を持っている。
光雄 「お母さん、明日、校長先生が死ぬよ・・」

翌日、校長先生が亡くなった。

光雄 「お母さん、明日、あの TV の人が死ぬ・・」

翌日、そのニュースキャスターが亡くなった。

光雄 「お母さん、明日、お父さんが死ぬよ・・・」

翌日、隣のおじさんが亡くなった

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
インターネット詐欺、実は私自身が昨年被害に遭いました。
友人たちからは、「セキュリティの会社のくせに・・」と茶化される始末。
お客様から設置の依頼があった「赤色回転灯」を求め、夕方、インターネットで検
索していました。色々と調べていくと、一番安い店舗がありました。
案内の日本語表記に違和感を感じつつも、夜の飲み会の時間に追われていたため、拙速に注文し、
その足で ATM で振り込みをしました。帰ってメールを確認するとお礼の返信がありましたが、違和感
を感じ、アルファベットの社名らしきものを検索すると詐欺に遭った方の投稿が・・。「やられた・・・」
翌日、振込先銀行に連絡し、そして警察に相談に行き、内容証明郵便を送りました。
銀行が早々に口座を凍結してくれたお蔭で、8 か月が経ち 6 割弱ほどが返金されました。
焦っている時の判断は一番良くありませんね・・。必ず、間を獲り、一呼吸入れましょう！
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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