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新木場１ｓｔ ＲＩＮＧ 開場 18：00 試合開始 19:00
VOLVO 東邦オート様 CM ビデオ上映中
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震災の復旧がなかなか進みません。被災された方の心労を思うと何とも言いようのない気持ちです。
さて、4 月に実施された計画停電により、弊社の事業はつくづく電力がないとサービスが提供できないこと
を思い知らされました。
機械警備によるセキュリティ事業、そして防犯カメラによる事業も電気の供給なしでは全く役に立ちません。
あいにくお客様にご迷惑をおかけすることはありませんでしたが、電気の重要性を再認識した次第です。
さて、皆さんはご存知でしょうか？
2000 年 6 月に東京電力の隠蔽を通産省へ内部告発した元 GE エンジニアのスガオカ・ケイ氏を・・・。
1998 年に 1 号機を点検した際、蒸気乾燥器の設置が逆に施工されていたため起きたヒビ割れを告発し、
東京電力は止むを得ず 2001 年 8 月に管内の福島・新潟全 17 基の原発を点検のため全停止しています。
その際、真夏なのに計画停電や電力不足などの話は全くありませんでしたね。
（今回の計画停電は TEPCO のやらせ？）
本当は原子力発電がなくとも電力は十分に賄えることが出来るのではないかと私は思っています。
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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

国際ロータリー
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会長ノミニ―

田中 作次 様

ロータリーとは、事業と専門職および地域社会のリーダー約
120 万人が集まる国際的組織です。
ロータリー・クラブの会員は「ロータリアン」と呼ばれ、人道的
奉仕を行いながら、すべての職務における高い倫理基準を
奨励し、世界の親善と平和の確立に寄与しています。
埼玉県八潮（やしお）ロータリー・クラブ（以下 RC）会員の
田中作次さんが、国際ロータリー（以下 RI）指名委員会によ
り 2012-13 年度の RI 会長に選任されました。
ロータリー106 年の歴史の中で日本人の RI 会長は、東ケ崎潔氏（東京 RC）、向笠廣次氏（中津 RC）に続
いて３人目となり、世界 120 万人のロータリアンのトップとなるわけです。
田中さんが所属する第 2770 地区は私が所属する川口モーニング RC と同地区であり、地区内からの RI
会長選出に大変誇りに思う次第です。
ロータリー年度は、7 月から翌年 6 月の 1 年間。2013 年-14 年度と表します。
この同じ年度に私も川口モーニング RC の会長を仰せつかる予定であり、とてもご縁を感じています。
田中さんはロータリーが、『地域を発展させる原動力として、活気のある活動を続けていく姿を見届けてい
きたい』と述べ、そのような活動を展開していくためにも、積極的で、活動に夢中になれるクラブをロータリ
ーは必要とすると言われます。
また、ロータリーはポリオ撲滅を第一に掲げていますが、『私たちが世界の子どもたちへの約束を果たす
こと』であると言い、『近い将来に撲滅が成功を遂げることは間違いない』と述べます。
さて、田中さんは貧しい新潟の農家の出身で中学卒業後、集団就職で上京されました。縁合って８坪だけ
の売れない文房具店の老夫婦の養子となり、リヤカーを引いて紙の卸商を始め、全国の製紙会社トップ
５社と直接取り引きできる「圧倒的１番」を目標にし、そして数十年後それを実現してしまいました。
田中さんは常々『自分が勝手に作っている前提条件をぶち壊す。できないと思ったことができた。できな
い理由を探すより、できる方法を探すのです。だから今度ＲＩ会長として世界に出たら、ノーとは言わない。
必ずイエス、そしてバット条件はこうだという』と話されます。
田中さんが代表取締役を 32 年間務めた家庭紙卸売業の株式会社タナカは、1995 年に株式公開した後、
日用品雑貨卸売販売業者の株式会社ダイカと合併。
その後、商圏を全国展開するために再度合併した株式会社あらたの相談役を務めます。
一代で事業をここまで拡大し、以降はロータリー活動に全精力を捧げるとまで言い切る同氏の姿に心か
ら感動と共感を覚えます。誠実でとても素晴らしい翁と出会えたロータリーに心から感謝します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【田中作次様】 1939 年生まれ （以下役職は代表的なものを抜粋。昔のニックネームはブルトーザー）
1975 年

八潮 RC 創立会員

1994-95 年度

RID2770 地区ガバナー

2003-04 年度

RI 理事

2005-08 年度

ロータリー財団の恒久基金日本委員会委員長

2007-09 年度

バーミンガム国際大会委員会委員長
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今月の良い話
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１０人の法則

西田文郎 サンリ会長

（北京五輪で金メダルを取った女子ソフトボールチームは）
優勝が決まった時、選手の皆さんが人差し指を天に突き上げて、
ナンバーワンポーズをしていたんです。
あれは脳が目標を無意識に反復するためのボディーランゲージだったんですね。
どういう動作にするかはチーム内で決めてもらいましたが、それを日々練習の時から反復してもらった
り、筋肉をリラックスさせるための呼吸法など、生理学的にベストコンディションになるようなことは、もち
ろんお教えしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それ以外にお釈迦さんの六方拝をやっていただいたり……。 （六方拝？）
お釈迦様は東西南北と天地、要するにすべてに感謝しなさいと言われました。
これを選手用にアレンジしまして、
東に向かって先祖に、西に向かって家族に、
南に向かって恩師に、北に向かって友人に、
そして天地に向かって自然に感謝してくださいと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、用紙に自分の名前を中心に書いて、その周りに恩師とは誰なのか、家族には何を感謝するのか、
ということまで明確に書いてもらいました。
これらのことは、選手の皆さんには
「外気を取り入れる」という言い方をしましたが、多くの人がいてくださって生かされているという感覚を
持っていただきたかったんですね。
ただ、人間の思いは思っているだけでは強化されませんから、
「特に感謝すべき人を十人挙げて、感謝の心を伝えに行く」ということを実践してもらいました。
これは何も彼女たちに限ったことではなくて、私は経営者層や他の職種の人たちにも言っていることな
んです。
「あなたの感謝すべき十人の名前を挙げなさい。そして一年以内に感謝を伝えに行きなさい」と。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、応用編として、
「お金持ちになりたければ、十人のお金持ちと付き合いなさい」
「頭のいい人間になりたければ、十人の頭のいい人間と付き合いなさい」
と言って、これを「十人の法則」と呼んでいます。
その対象は亡くなった人でもいいんです。
ピッチャーの上野由岐子選手は、亡くなられた高校時代の監督さんのお墓を拝みに行きました。
そうして「ありがとう」と伝えるだけで、自分のエネルギーがなくなった時に、先生から見えないエネルギ
ーをもらっているんだという気持ちになる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また、自分の言動は全部記憶データの中にインプットされますから、いざという時に表れるんですね。
例えば、試合中ピンチが訪れた時、味方がエラーした時……。
自分自身はもちろん、チームメイトを信じられることが、
最終的にチーム力となって絶対表れると思いました。
だからそういうことに取り組んでいただいたのです。
ただ、これはスポーツ選手に限った話ではないので、
ぜひ一般の方にも六方拝、
「十人の法則」をやっていただきたいと思いますね。
（記事提供 到知出版社）
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万引き（少年犯罪の原因）

埼玉県データーより抜粋

平成 12 年には 4,970 件だった万引きの認知件数は年々増加し、平成 21 年には 8,887 件（44％増）にま
で増加しています。
平成 21 年に検挙された少年は 2,045 件で 23％に上ります。（少年の定義は 14 歳～20 歳。）
平成 12 年当時と比較すると少年の割合は減少していますが、注意すべき事項は、一昔前の少年犯罪は
高校生が主流でしたが、現在では中学生の占める割合が 42.9％を占め、高校生の 41.6％を抜いてしま
ったことです。
万引き犯罪の低年齢化が著しく進んでいる・・・・・。
少年犯罪は、昭和 59 年がピークで 12,000 件を超えていました。
このことから、当時悪さをしていた輩が子どもを持ち親となったが、十分に道徳教育ができていないことか
らこのような数値に表れていると個人的に思慮します。
倫理研究所では、『子は親の心を実演する名優である』と言います。
子どもたちは親を良く観ています。子どもたちに恥ずかしくない立派な大人になることを心掛けましょう！

今月の日本語講座

～『無沙汰と沙汰』～

普段、何気なく使っている言葉ですが、『ご』をとると『無沙汰』・・・？？
『無沙汰』だけだと使いませんよね。
別の書き方で『不沙汰』とも書きます。同義語は『無音』（ぶいん）や失礼。類義語は『手持ち無沙汰』。
意味は、
①久しく便りや訪問をしないこと。②しかるべき挨拶のないこと。ことわりなしに物事を行うこと。③しかる
べき処置をしないこと。④注意を怠ること。油断すること。⑤関心を払わないこと。事情にうといこと。
反対語は『沙汰』
『沙』は砂。『汰』は選び分ける意。水の中で洗って選び分けること。
もともと水でゆすって砂金や米などの砂をとり除くことを言いました。
意味は、
①しかるべき処理をすること。②決定したことを知らせること。便り、知らせ。③問題となるような事件。④
評定、裁断、訴訟。
正気の沙汰や色恋沙汰、警察沙汰、地獄（仏）の沙汰も金次第などで使用。

プロ太の小話集

NO 38

教授がうめいた。
「ハンス、私はこのかた３０年、教授をしている・・・・。
どういう言葉を生徒たちから一番多く聞かされたと思う？」
「わかりません」
「それだっ！」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今月の K-PURO ニュースいかがでしたか？
20ｋｍ圏内は 20 年住めないなど言ったことを何でも人のせいにする。汚染水を勝手に海にばらまく。
色々な委員会を作り責任の所在をあいまいにする。海水注入の中断指示？メルトダウンを隠していた？
被災者のことは他人事・・・。これって管内閣・・・？？全て『無沙汰』に当てハマってしまいます。
管政権は『無沙汰内閣』とでも命名しましょう。今回はちょっと辛口のプロ太でした。
一日も早い復興をお祈り申し上げます。
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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