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新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
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皆さん、こんにちは。
民主党政権になり 1 ヶ月が経ちました。
鳩山内閣は何か新しい期待感を窺わせてくれます。
気候変動サミットでも 20 年までに 1990 年比 25％削減を国際公約として表明するなど「鳩山イニシアチブ」
を存分にアピールしていました。
通常では無理と言われるとても大きな目標を平然と言って退けた新首相に頼もしさを感じました。
大きな事を起こすときは、周囲から「できっこない」とか「ホラ吹き」と中傷されがちですが、鳩山首相が決
してブレることなくリーダーシップをフンダンに発揮し、尚且つ、日本国が一体となれば可能であると信じま
す。
失いかけた日本の誇りを取り戻すため、そして、私たちが間借りしている地球に恩返しするためにも是非
とも達成したい目標値です。
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鈴木さんとのお付合いはもう 15～16 年ほどになります。
当時、松下政経塾出身で国政にチャレンジしていた松野博一さん（自民
党）を中心に活動していた京葉次世代企業研究会（千葉・市原・木更津
地区）に参加したことがきっかけです。
以来、親交を深め、私が独立する際もいろいろな面で応援していただい
た大切な友人です。
会社をはじめ、ご自宅のセキュリティでもお世話になっています。
世広さんは、1965 年に鈴木さんのお父様が仲間 3 人と広告・看板を制作する会社を立ち上げ、ゴルフ場
や百貨店のロードサインやバス停広告などの交通広告を手がけてきました。
さらに時代のニーズにこたえて、ホテルの会場看板や幕張メッセの展示会場設営など事業は広がりまし
たが、その多くは下請けの仕事でした。
『広告代理店の「営業」という企画の入り口だけでもなく、製作会社としての「図面どおり仕上げる」という
仕事だけでもない、ゼロから何かを生み出し形に残す仕事がしたい、という思いが強くありました。
担当部署と言う垣根を超えて、職場が一体になる充実感を生み出したかったのです。
会社を受け継ぎ、創立 50 周年に向けて自分がやるべきことは何かを考えました。
そして実行したのが新卒社員の採用です。
それまでは多角化する業務に即応できる経験者や職人を採用していましたが、3 年前に採用した新卒者
4 人は経験もなく、当社の規模では冒険でした。
しかし、現場を任せてみると、何も知らない彼らが必死でアイデアを語り、職人がその思いに答えようと形
にする。そんな厚い信頼関係に裏づけされた仕事が生まれていました。』
今後の目標は、屋外広告や装飾で景観をつくる「まちづくりマネジャー」になるこ
と。
屋外広告で景観をつくり、地域を活性化させる。広告効果を高める演出役として、
まち の 再生 に つな がる 仕 事を 担 いた
い。

【世広本社・太陽光利用のエコ看板・世広製作の 2010 千葉国体キャラクターチーバくん着ぐるみ】
【鈴木定徳様 プロフィール】
昭和 36 年 8 月生まれ 千葉県出身
高等学校教員からリクルートへ転身後、平成 4 年父親からの強い要請で世広へ入社
平成 16 年から代表取締役
趣味はスポーツ全般で、特にマラソンはトップ級
フルマラソンはすでに 70 回以上走破し、ベストタイムは 2 時間 26 分を記録
【株式会社 世広】
千葉県千葉市稲毛区長沼原町 718-1
TEL 043-215-5733

FAX 043-216-0651
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今月の良い話

縁を生かす

その先生が 5 年生の担任になった時、1 人、服装が不潔でだらしなく、どうしても好きになれない少年が
いた。中間記録に先生は少年の悪いところばかりを記入するようになっていた。
ある時、少年の 1 年生からの記録が目に止まった。
「朗らかで、友達が好きで、人にも親切。勉強も良くでき、将来が楽しみ」とある。
間違いだ。他の子の記録に違いない。先生はそう思った。
2 年生になると、「母親が病気で世話をしなければならず、時々遅刻する」と書かれていた。
3 年生では「母親の病気が悪くなり、疲れていて、教室で居眠りをする」
3 年生の後半には「母親が死亡。希望を失い、悲しんでいる」とあり、4 年生になると
「父は生きる意欲を失い、アルコール依存症となり、子どもに暴力をふるう」
先生の胸に激しい痛みが走った。ダメと決めつけていた子が突然、深い悲しみを生き抜いている生身
の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ。
先生にとって目を開かれた瞬間であった。
放課後、先生は少年に声をかけた。
「先生は夕方まで教室で仕事をするから、あなたも勉強していかない？
分からないところは教えてあげるから」
少年は初めて笑顔を見せた。それから毎日、少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた。
授業で少年が手をあげた時、先生に大きな喜びがわき起こった。
少年は自信を持ち始めていた。
クリスマスの午後だった。
少年が小さな包みを先生の胸に押しつけてきた。
あとで開けてみると、香水の瓶だった。亡くなったお母さんが使っていたものに違いない。
先生はその一滴をつけ、夕暮れに少年の家を訪ねた。
雑然とした部屋で独り本を読んでいた少年は、気がつくと飛んできて、先生の胸に顔を埋めて叫んだ。
「ああ、お母さんの匂い！きょうは素敵なクリスマスだ」
6 年生では先生は少年の担任ではなくなった。
卒業の時、先生に少年から 1 枚のカードが届いた。
「先生は僕のお母さんのようです。そして、いままでで出会った中で一番すばらしい先生でした」
それから 6 年。またカードが届いた。
「明日は高校の卒業式です。僕は 5 年生で先生に担当してもらって、とても幸せでした。おかげで奨学
金をもらって医学部に進学することができます。」
10 年を経て、またカードが届いた。そこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験がある
から患者の痛みが分かる医者になれると記され、こう締めくくられていた。
「僕はよく 5 年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救って下さった先生を、神
様のように感じます。
大人になり、医者になった僕にとって最高の先生は、5 年生の時に担当して下さった先生です」
そして 1 年。届いたカードは結婚式の招待状だった。
「母の席に座ってください」
と一行、書き添えられていた。
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事件ファイル
日時：平成 21 年 5 月夜半
【事 件 名】
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バルコニーからの侵入

場所：船橋市

マンション上階バルコニーからの侵入

【事件 概要】
8 階建てマンションの非常階段手摺を足場に 6 階バルコニー部分へ移動。
正面ベランダ側に回り、掃き出し窓が開いてた 3 件目のお宅に侵入。
財布から数万円だけを抜き取り、玄関から出て行ったもの。
居住者は就寝中で気付かず。
別件で逮捕された犯人の供述から後日、初めて侵入窃盗の被害が判明したもの。
このような形態のマンションは数多くあります。
侵入を防止するためフェンス増強工事が必
要です。
赤○は足場となった階段手摺

プロ太の小話集

NO 18

ある日の午後、一人の金持ちな会社社長がリムジンの後ろにふんぞり返っていると、二人の男が道の脇
で草を食べているのを見かけた。
社長は運転手に止まるよう命令すると、外に出て彼らに声をかけた。
「なんで君らは草なんか食べているんだ？」
「食べ物を買うお金が無いんです・・」と貧乏な男が言った。
「それなら、私と一緒に家に来たまえ」
「だけど、私は妻と二人の子供がいるんです！」
「彼らも連れてきなさい」社長はもう一人のほうに向き直って言った。
「君も我々と一緒に来たまえ」
「しかし、私には妻と六人の子供がいるんです！」と二人目の男。
「一緒に連れてきなさい」社長はそう答えると、自分のリムジンに向った。
さすがに大きなリムジンでもそう容易ではなかったが、なんとか全員がリムジンに乗り込んだ。
車が発車すると、貧乏な彼らは言った。
「あなたはとても優しい方だ。私たち全員を連れて行ってくださるなんて……。本当にありがとうございま
す」
社長はリムジンの後ろにふんぞり返りながら答えた。
「問題ないよ、うちの庭の草は 30 センチ近くまで伸びてしまっているんだ」
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・

今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
不景気の最中、失業等により安易に泥棒になる輩もいることでしょう。泥棒は、いきなりガラ
スを割って入るより、割る手間が省けるため、まず未施錠箇所を探します。就寝中は必ず窓
に錠をかけてお休み下さい。
地球温暖化の要因として、CO2 の他に牛の糞やゲップから発生するメタンガスが指摘されています。牛の
ゲップによるメタンガスは大気中の 25％にも達するそうです。牛を減らせば大分温室効果を低減させるこ
とができそうですね。
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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