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DREAMERS

WRESTLING

新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 11：30 試合開始 12:30
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中

ご

タッグトーナメント戦

中里石油プレゼンツ

アイメイト盲導犬体験を 11:30 より実施

挨

拶

3 月 11 日、未曾有の大災害が東日本を襲いました。
震災により亡くなられた多くの方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災され現在も避難生活を送ら
れている皆様方に対し心からお見舞い申し上げます。
諸外国からは、震災により多大な被害を及ぼしたにも係らず、避難所ではお互いを助け合い怒号もけん
かも起きない静粛さ、すすんで食べ物を分け合う姿、略奪や強盗が発生しない規律正しさ、みんな整然と
していて一糸まとわず秩序が乱れない日本人を称賛しています。
利他を考える日本人の素晴らしい DNA。本当に素晴らしいと実感します。
将来に不安を抱えているはずの若者たちは進んで街頭に立ち募金活動を行っていました。
これからは私たち世代が中心となっていかなければなりませんが、未来を託す若い次の世代も立派に育
っていると感じ取ることができます。未来を繋ぐ子どもたちのためにもがんばろう NIPPON！

代表取締役
Ｋ－ＰＵＲＯ６つのモットー

誠実・正確・強力・スピード・信頼・笑顔

木戸 良樹

都市防犯プランニング社

社是：お客様の満足度

有限会社 京葉新和

代表取締役

行方 誠 様

行方さんはモラロジー学習の研修当番者であり、事務所の機械警備を契約していただいているお客様で
す。山武郡九十九里町で海産加工を営む家の長男として生まれました。
『京葉新和』さんは、医科器械等を取り扱う会社です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医科器械業は東京本郷が中心地であり、もともとは「いわしや」と
いい、東京大学へ出入りする魚関係の御用聞きでした。
医学部等に御用聞きに行くと、ドクターからハサミやメスも研いでほ
しいという依頼が多くなり、やがて医科器械へ特化していきます。
行方さんは、故郷を離れ 24 歳で本郷の『新和医科』に勤めます。
この業界では通常 5 年で独立していくそうですが、行方さんは 2 年間
は奉仕と考え、7 年間勤めた後、『新和』という屋号をのれん分けし
てもらい 32 歳の時、『京葉新和』を創業しました。
『新和』の名前が付いているだけで問屋からの信用度は全く違い、新規の会社が現金で取引するより安く
仕入れることが可能だったとのこと。
独立してからは、人と人の付合いを大切に開業するドクターへの支援を重点に日々奮闘・・・。
一生のお付合いを念頭に、きめ細かい仕事でドクターたちの信頼をひとつひとつ重ね現在に至ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海産加工業を営んでいた父親が亡くなる少し前に事務所に現れ、『お前、商売をしているのに事務所に
神棚がないじゃないか。』と指摘しました。
行方さんはすぐに神棚を整え、それ以降毎日、天皇家をはじめ国家の安泰を祈願されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行方さんは取材の最後に『木戸さん、これが俺の宝物だよ。』と言いながらある写真を見せてくれました。
そこには、毎年年初に行う餅つきの会に集まる家族や社員の皆さんをはじめ、友人・知人の集合写真で
した。皆さん、本当に良い笑顔をされており、行方さんの周りには自然と人が集まってきます。
行方さんと奥様のみどりさんという素晴らしい方と知り合いになれたことは私にとっても財産であり、心か
らうれしく思う次第です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行方誠様

昭和 32 年 1 月生まれ

座右の銘：
財産は失っても痛手は少ない。健康を害すると痛手は大きい。勇気を失くすと取返しがつかない。
■上総モラロジー事務所副代表世話人 ■上総掃除に学ぶ会事務局 ■木更津金鈴ライオンズクラブ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲京葉新和

千葉県木更津市請西東 7-10-3

今月の日本語講座

TEL 0438-37-1165

FAX 0438-37-4181

～『陰徳』と『陽徳』～

『陽徳』
自分を良く見せたいとの打算的な考えから、あえて周囲の目につくように寄付や人助けをしたり、その善
行を周囲にアピールすることを言う。
『陰徳』
功を人に譲り、人に知られぬように苦労をすることを言い、品性向上に繋がり徳をつくることができる。
・・・永い目で観れば、陽徳の人は一時の成功を手にしてもすぐに信頼を失い人から相手にされなくなる
半面、陰徳を積んだ人は誰からも信頼され尊敬される人として必ず成功を収めることが出来るのです・・・
（モラロジー学習資料）
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水谷 修氏 （元高校教師）

（「死にたい」「手首を切った」、そんな相談に水谷さんはどのように答えているのですか、の質問に）
「水谷です。君が死ぬのは哀しいです。」
それだけです。すると大体
「ごめんね、先生を哀しませて。でも死にます。」と返ってくる。これでこの子は死にません。
（なぜです？）
意識が外へ向きます。
彼らの意識構造は閉鎖的で内へ向いていますから、それを外に向けさせる。
それだけでとりあえずは助かります。そして僕は一つのお願いをします。
「周りのみんなに優しさを配ってごらん。何でもいいんだよ。お父さんの靴磨きでもいいし、洗濯物を畳むのでもいい」
「そんなことして何になるの？」
「いいから、まずやってごらん」と。二、三日後には、心ある親なら子どもの変化に気づきます。
「先生、お父さんが靴を磨いていたのを気づいてくれて、ケーキ買ってくれた。ありがとう。」
というようなメールや電話がくる。
そこで今度は親と話します。お母さんに毎晩一緒に寝て、触れ合ってください、とお願いするのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本の小児科医の父と呼ばれた内藤寿七郎先生は、
「子どもは三歳までに決まる。」と言いました。
三歳までにどれだけ触れ合って、抱っこしたかで人生が決まると。
いま、子どもを全然抱いていないでしょう。
保育園に預けても、数人の先生では子ども全員を十分に抱くことはできない。
車ではチャイルドシートなんかに乗せて、全然抱いていないですよ。
たとえ十代になっても二十代になっても遅くはないから、お母さんに彼らと触れ合って、
抱き締めてほしいとお願いするのです。
抱き合えばいいんです。触れ合えばいいんです。言葉は要りません。
大人たちは頭を使い過ぎますよ。子どもたちが待っているのは、考えてもらうことじゃない。
そばにいてくれることです。
それを頭で考えて、言葉でこね繰り回すから、むしろ言葉で子どもたちを傷つけて追い込んでいる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いま世の中、ハリネズミだらけだ。
教員と生徒も、親と子も、社会全体がそうです。愛し合って認め合いたいのに、針を出し合う。
例えば、娘が深夜一時頃帰宅した。
親はもう泣きたいくらい心配なんですよ。
玄関のドアが開いた瞬間、本当は、
「やっと帰ってきた。心配していたんだぞ。」と言いたいのに、
「何やっていたんだ、こんなに遅くまで!?」と言ってしまう。
一方、娘は家に帰ったら、
「遅くなってごめんね。」と言おうと思っていたのに、親に強く言われたものだから、
「うざいんだよ!!」と言ってしまう。
「何だ、その口の利き方は。おまえなんか帰ってくるな！」
「分かったよ、出てけばいいんでしょ!!」……。
素直になればいいんです。そして、言葉を捨てればいい。
教育に言葉は要らないのです。
（記事提供 到知出版社）
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地名でわかる地盤

マスコミではあまり報じられませんが、今回の大地震で千葉県内も多大の被害を被っています。
津波による被害の旭市をはじめ、浦安市は液状化現象で街が半壊状態であり、千葉市内の幕張から新
港の地域でも液状化による多大な被害が出ていました。
名古屋大学大学院の福和信夫教授は、世界各地で発生している大地震から数年前に近々日本にも大地
震が襲ってくることを警告されていた一人です。
名古屋大学地震工学・防災グループの資料に、地名に関する地盤について興味深いものがありましたの
でご紹介します。
『地震の被害を少なくするには、地盤の良い所に住むことが大切です。
地盤が悪いのは、昔は川や海、池があった場所を埋め立てている土地です。
地名を見ると一目瞭然で、「窪・久保・谷・橋・水・原・田・浜・川・津・瀬」などがつく場所は地盤が軟らかい
場所が多いです。
東京は特に、こういった地盤の弱い場所に大事なビルが乱立しているので、とても心配な場所なんです。
法律は最低基準だから、軟弱な地盤に建物を建てる人は損します。』
良好地盤地名
山、岳、嶽、峰、嶺、尾、根、岡、丘、台、坂上、阪、上高、
上、曽根、崎、埼、碕、岬、塙、鼻坂、阪、段、乗越、森、林
軟弱地盤地名
川、河、江、瀬、池、袋、湖、沼、淀、澱、泉、井、波、浪、潮、汐、浜、洲、州、須、潟、須賀、須加、海、
塩、淵、縁、渡、島、岸、磯、浦、湾、入、杁、堤、橋、船、舟、津、港、水、浅、深、澄、淡、流、葦、葭、
蘆、芦、菅、蒲、荻、萩、蓮、藻、竹、鴨、鷺、鶴、鵜、貝、亀、窪、凹、久保、坂下、谷、沢、洞、迫、
渓、湫、久手、泥、低、下、田、野、原、代、新開、針、張、播、治、春、稲
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コウジ君が授業中にオナラをしてしまいました。
怒った先生はコウジ君を教室から退室させました。
コウジ君は廊下に立っていましたが、どうしても笑いが止まりません。
すると校長先生がやってきて、教室の外で笑っているコウジ君を見つけ、こう話しかけました。
「コウジ君。ここで笑いながら何をしているのですか？」
コウジ君は言いました。
「オレ、教室で屁をこいちゃったんですよ。でもって、先生に追い出されちゃったんです」
校長先生は言いました。
「で、キミはなぜ笑っているのですか？」
コウジ君は言いました。
「だって、他の奴らはオレの屁がただよってる教室にいて、
屁をこいたオレは教室の外で綺麗な空気を吸ってるんだよ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
震災状況が若干落ち着いてくると、被災者の家の金品を狙う窃盗が多くなると予想されます。
また義援金詐欺やエセ募金も現れますので注意が必要です。
日本人の美化が称賛されていますが、悲しいかな悪い輩もいることを決してお忘れなく・・・・。
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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