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今月の言葉
私たちは日々、さまざまに心をはたらかせながら生きています。
毎日の生活は平凡なようでも、そこでの私たちの心は常に同じということはあり
ません。
例えば、家族が用意してくれた食事を前にしたときに 「また、いつものおかず
か」と不満に思うか、または 「いつもありがとう」と感謝するかは、自分の心次第なのです。
自分自身の 「今の心」が今日一日をつくり、その積み重ねが人生となります。
一日一日を丁寧に生きるため、いつも見過ごしているような小さなことに、温かいまなざしを向けてい
きませんか。

Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔

Ｋ－ＰＵＲＯ社是 ：

お客様の満足度

今月の良い話

道徳経済一体型思想

ありがとうの心と感謝の心

「 生徒との信頼関係 」

広陵はこれまで春夏合わせて 40 回以上甲子園に出場し 3 回の優勝、6 回の準優勝を経験しました。
プロ野球で活躍するＯＢもたくさんいます。
そのためか
「全国から優秀な選手をスカウトしている」
と思う方もいらっしゃるようですが、事実は全くの反対です。
私は一切勧誘をしない監督として有名で、
「何がなんでも広陵で野球をしたい」
「中井監督の下で頑張りたい」
という選手ばかりが集まってくれているのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人数制限もありません。
入学試験にパスし、意欲のある者であれば、
野球の上手下手は度外視してすべてＯＫ。
私も分け隔てなく接しますが、もちろん 100 人以上
部員がいる中で
レギュラーの座を獲得するのは容易ではありません。
広陵の野球を慕って全国から集まってきても
3 年間、控えで終わる者もいます。
他校であれば間違いなくレギュラーとして活躍できるのに、広陵を選んだがために
控えに甘んじなくてはならないのは無念でしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しかし、彼らは入部当初から覚悟を決めています。
仮に日の目を浴びずとも、その経験はいずれ花開く時が来ると私は信じています。
部員にとって高校 3 年間は人生の通過点にすぎません。
その間、野球だけが上手くなってどれだけの価値があるのでしょう。
本来の務めである学問と野球を通して一人ひとりの
「生きる力」を高めることこそが、私の教育の理想なのです。
とはいっても私に特段のノウハウがあるわけではありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不器用な私がやれるのは子供たちと一緒に泥まみれになって練習に汗し、
ともに笑い、ともに泣くこと。
それだけです。
だから叱る時も
「おい、何やっとるんじゃ」 と常に本気。
言葉遣い一つも見逃すことはしません。
建前も駆け引きもなく、いつも素のままで子供たちに接する“ガキ”そのものの姿勢。
白か黒かの態度。
それは大学を出て母校・広陵の教師、野球部コーチに就任してから
50 歳（現在は 55 歳）の今日まで変わることがありません。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
広陵高校野球部監督 中井 哲之
月刊致知 2013 年 4 月号
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「ななつ星に込めた思い」

「ななつ星」の計画を進めるに当たり、最初に 「世界一の豪華寝台列車をつくる」 というビジョンを
打ち出しました。
ネーミングは、九州七県を巡り、それぞれの県の魅力を世界に発信し、星のように輝かせたい。
そういう思いを込めて「ななつ星 in 九州」と名付けました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サービスについても、「ななつ星」が運行する
までの一年間をかけて、乗務員たちがいろんな
研修をしながら、「ななつ星のサービスとは何
か」ということを突き詰めていきました。
生まれたのが「ななつ星」のサービスは寄り添
うサービス、ということです。
お客様と乗務員、サービスをされる側とする側、
という対立した図式ではなく、
また、マニュアルでもない。
「ななつ星」は三泊四日ずっと行動をともにするので、マニュアルとか表面的なサービスでは見抜か
れてしまう。
だから、我われはお客様の家族の一員、友達の一人、パートナーの一員になり、全人格でぶつかっ
て旅のお手伝いをしようと。
当初、客席にタブレットやインターホンを設置するという案がありましたけど、すべてフェイス・トゥ・フ
ェイスで二メートル以内に近づいてコミュニケーションを取り、アンチデジタル、人間的なサービスに
徹することにしました。
だから、「ななつ星」には気が満ち溢れているんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ななつ星」は 2013 年 10 月 15 日に運行を
開始したんですけど、私が驚いたのは、最初
の三泊四日の旅で延べ十万人もの方が駅や
路線沿いから「ななつ星」に手を振ってくれた
ことです。
福岡県うきは市では、筑後川にかかる鉄橋の
河原に集まって、「ななつ星」を歓迎しようと自
主的に企画してくれました。
私はその話を運行前日に聞いたものですから、
普通ならあっという間に通り過ぎちゃうところを、ゆっくり走ってくれとお願いしたんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当日は百七十七人が初めて目にする「ななつ星」を見上げて、
思い思いの形で手を振ったり旗を振ってくれたわけですが、何ともその半分の人が泣いていたんで
す。さらにもう半分の人は号泣している。私はこんなことがあるのかと思いました。
きっと「ななつ星」に満ち溢れた気が、「ななつ星」を見た人に乗り移って、感動というエネルギーに
変わったのでしょうね。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
九州旅客鉄道会長 唐池 恒二
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車種別・地域別 車両盗難推移

盗難車両の第一位はプリウスです。
ハイブリッドのため燃費が良くガソリンの高い
発展途上国で人気のようです。
また、市場にたくさん流通しているため部品調達
もしやすい点で狙われやすいのです。
ハイエースも 2014 年に一時的に件数が下がりま

したが、悪路走行対応や故障しない、多くの荷物
が積める点では依然として海外で人気です。
この 2 車種は今後も突出して被害が懸念されま
すのでオーナーの方は注意が必要です。
まず盗まれるということを前提に車両保険はきっ
ちりと必ず加入しておきましょう。

プロ太の小話集

NO113

『 ゲーム 』

飛行機に乗っていた教授が、隣の席の助手に提案をした。
「退屈しのぎにゲームをしないか？交代で質問を出し合って、答えられなければ相手に罰金を払う。
君の罰金は５ドル。私の罰金は・・・そうだな、ハンデとして５０ドルでどうかね。」
「受けてたちましょう。先生からどうぞ。」
「地球から太陽までの距離は分かるかね？」
助手は黙って５ドル払った。
「勉強が足りん。約１億５０００万 km だ。『１天文単位』でも正解にしたがね。君の番だ。」
「では先生、丘に上がるときは３本脚で降りる時は４本脚のものをご存じですか？」
教授は必死に考えたが解らず、とうとう目的地に着いてしまったので、５０ドル払って尋ねた。
「降参だ・・・解答を教えてくれ。」
助手は黙って５ドル払った。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
今夏の高校野球、埼玉県に初めて優勝旗を持ち帰った「花咲徳栄高校」の
レギュラー選手たちは、エースの清水君をはじめ半分が埼玉県出身者です。
登場している「ふっかちゃん」は清水君出身の深谷市のイメージキャラクター。
圧倒的強さで勝ち抜いた彼らと岩井監督、関係者の皆さまに三ツ星ではなく、
最上級の七ツ星を差し上げたいと思います。
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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