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弊社独自のセキュリティプランニングに SECOM・ALSOK・CSP のインフラを使用
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来年、ある所属する団体で大役を担う予定になりました。
「天爵を修め人爵これに従う」
孟子のことわざの通り、現在の自分では身分不相応だと思うが、せっかくのお
声掛けなので頑張ってみようと思います。
終わった時には、きっと新たな成長した自分に出会えることが今から楽しみでな
りません。
さあ、大役の期待に応えられるよう、まずは肉体を鍛え、次にメンタルを鍛えよう！
更なるステップアップに向け、ギアを一段上げて行こう！
スローガンは、「謙虚・熱意・自然体」に決めました。
代表取締役 木戸 良樹
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故 丸山 竹秋氏

ひと晩たって、朝起きてみたら金持ちになっていたという。
土地が売れた。宝くじに当たっていた。遺産がころがりこんできた。
その他、何もせず儲けたと、人から羨ましがられるようなことは多い。
「いいことをしやがったなあ」 「うらやましいわねえ」 だが、ほんとうにそうであろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それ相当のすべきことをやり、働いた結果として当然の成果を得た場合は、
幸福である。
しかし、何もせず、棚からボタモチ式に与えられた幸福は、まず永続きしな
い。
「ただで貰うことほど高くつくものはない」という言葉があるが、労せずして
得た金銭は、身につかない。それだけではなく、かえって身をほろぼすも
とになりかねない。
土地が道路になり、国や自治体から多額の金を貰ったりした家庭で、金銭
財産をめぐるトラブルが続き、不幸のドン底に落ちたというような事実は、いくらも見聞することができ
る。幸福というものは、自分で造りあげるところに値打ちがある。
人から貰った幸福は、ほんとうの幸福とはいえない。
親から貰った健康とか、よい性質といったようなものは、ありがたいにはちがいないが、それらを貰っ
ていて「自分はほんとうに幸福だなあ」といった喜びにひたれるか。
いつも健康な人は健康の幸福をほんとうには知らないという。
自分が病気になるとか、人が苦しんでいるのを見て〈気の毒だ。
それにひきかえて自分は何と幸福なのだろう〉と、あらためて親のありがたさが自覚できる。
生まれた時から金持ちであると、金の尊さ、ありがたさがわからないので、ほんとうに幸福とはいえ
ないのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もっと端的にいうと「実践のないところには幸福はない」
さらには「実践せずして救いはない」のである。
通俗的には「額に汗せずして真の幸福は味わえない」ということだ。
ここにいう実践とは政治的、経済的、芸術的、学問的、家庭的、宗教的、倫理的、その他にわたる自
らの実行のことである。
実行も何もしないで政治家としての成功はない。学問もせずに学者にはなれぬ。
ピアノの練習もせずに、ピアニストにはなれぬ。芸術の修練をしない芸術家はいない。
また、ろくに信仰心ももたずに、宗教では救われないとこぼす人も多い。
念仏も唱えず、題目もあげず、行も何らしないで「宗教ではダメだ」などといっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
倫理道徳は堅苦しくて苦手であるとか、また徳福一致の〝倫理〟でも救われないとか、いい加減な
ことをいう人があるが、そうした人たちは、いったい何を実践したのか。
親を大切にするとか、配偶者を心から愛するとか、わが子を正しくそだてるとか、そうしたことに、ど
れほどまごころを傾けたのか。
「いくらやっても」というが、その「いくら」とは何をいうのか。
徳福一致の〝倫理〟とは、その実践にこそ意義がある。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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第 69 代横綱

白鵬 翔

白鵬 相撲や武道は「心・技・体」が大切だといわれますが、「体・技・心」でもない、
「技・体・心」でもない。やっぱり心が一番上です。
体をつくることや技を磨くことと比べて、心を育てるのは難しい。
だけれども勝つためには心が８割、技が２割、体はゼロじゃないかと思います。
大鵬 だから、不動心もそうだし、「忍」も刃に心。大切なのは心だという意味でしょう。
白鵬 心は一番大切だけれども、目に見えないから、忘れないように「心・技・体」と一番上
にあるのかもしれません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大鵬 相撲は真剣の勝負と一緒です。土俵の俵が剣ヶ峰、
刃なんです。そこから出たら死ぬということですよ。
特に横綱にある間は、土俵から出たら死ぬんだというくらいの
気持ちで取り組んできました。
しかし、勝とうという気持ちがなかったら勝てないけれども、逆に
勝とうという気持ちが強すぎると、固くなって負けてしまう。
本当にその心の置きどころが難しい。
白鵬 相手もみんな厳しい稽古を積んできた関取ですから、横綱とは
いえ、ちょっとでも気持ちが弱くなって相手に自分の型に持って
いかれたら負けます。
大鵬 結局、その心を調節できなければ負けるわけです。
調節できるようになるためには、やっぱり自分の体で稽古をするしかないと思います。
稽古でつらい思いをして、本場所で勝った負けたで悔しい思いをして、それが全部自分の身に
なるわけだから。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白鵬 双葉山関が名言を残しています。
「稽古は本場所のごとく 本場所は稽古のごとく」
こういう境地を目指して稽古と本場所に取り組んで
いくということですよね。
心の置きどころという意味では、私は「流れ」というも
のを大事にしています。
土俵では無心になり、流れに従って体が動くに任せ
るのが理想です。
ただ、その「流れ」は土俵の上だけでなく、普段から
規則正しい生活をすることやルーティンを守ることも
一つの流れだし、細かいことを気にせず、無の境地に達する準備をしておくことも流れ・・。
つまり、場所前の流れ、場所中の流れ、場所後の流れというのが、すべてあの何秒かに繋が
っている。そのように考えています。
だからおっしゃる通り、稽古だからどうとか、本場所だからどうということなく、一瞬一瞬の心の
置きどころが相撲の勝敗を決めるし、それが積み重なって相撲人生が決まるわけです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大鵬 だから、人生は死ぬまで勉強っていうことでしょうね。
私は３０歳で引退し、その６年後には脳梗塞で倒れ、以来ずっと闘病生活です。
私の場合、「横綱大鵬」ということが一生ついて回ります。それも心の置きどころです。
横綱がこんなことでへこたれてたまるか、そう思ってリハビリも人並み以上にやってきました。
「人生は心一つの置きどころ」とは、要するに自分に克つか負けるかということでしょう。
私なんか、ちょっとでも置きどころがずれたら、現状が嫌になります。
引退した、病気になった、だからもういいと思ったら終わりです。
白鵬 私も人間は死ぬまで勉強だと思うし、頂点に到達することも絶対にないと思っています。
たとえ６９連勝を超えたとしても、そこが終わりでは決してない・・・
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自販機荒らしのハチ

平成 26 年 10 月 18 日（土）04 時 10 分ごろ
千葉市若葉区小間子町
敷地向かって右側から侵入した犯人は、手前に設置した防犯カメラを物干し竿のようなもの
をカメラに突き立て落下させた。
その後、防犯カメラ下に設置してある自動販売機（コーラとサントリーの 2 台）のうち、コーラ
の販売機をジャッキのようなものを用いて扉を開け、中にあった金銭を窃取したもの。
犯行に掛かった時間は約 20 分で、被害金額は 12,000 円であった。

プロ太の小話集

NO80

『 矛盾 』

ジャーナリスト 「会長、原発は安全ですか？」
会長

「そりゃ、君、安全だよ｡」

ジャーナリスト 「送電ロスがかなりあるようですが、なぜ東京に作らないのですか？」
会長

「そりゃ、君、危険だからだ。」

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
俳優の高倉健さんが 10 日にお亡くなりになりました。
あれだけ老若男女に親しまれ、そして愛される、知れば知るほど素晴らしいエピ
ソードが次々と泉のように湧き出てくる俳優は今後出てこないでしょう・・。
亡くなられた奥様を忍び、生涯独身を貫かれた一生は格好が良すぎです。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
健さん、やっとチエミさんと好きなだけお話が出来ますね・・・。
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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