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今月の言葉

気持ちを伝える

気持ちの伝え方には、いろいろな方法があります。
まずは日常の挨拶をはじめとして、ちょっとした言葉を出し
惜しみせずに、うれしいと思ったときは喜びの気持ちを、感
謝しているときは「ありがとう」の気持ちを、ほんの少し積
極的に表現していきませんか。
ほんのひと言が相手を安心させたり、勇気づけたりする場合もあるでしょう。
ちょっと言葉に出しただけで、心に抱く温かい思いが伝わり、人間関係が和やかなものにな
っていくなら、このチャンスを活用しないのはもったいないことではないでしょうか。
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心を高める
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運命を伸ばす

それぞれの世界でそれぞれの一道を切り拓いてこられた方々の話は多
岐にわたり、実に魅力に富んでいたが、その人たちが共通して言われ
ることがあった。伸びる人の条件である。
「どういう人が伸びますか」という質問に、職業のジャンルを越え、
その道の頂点を極めた人たちが一様に答えたのは、
「素直な人が伸びる」というシンプルな言葉だった。
即ち、素直な人でなければ運命を伸ばすことはできないということで
ある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『生き方の流儀』（小社刊）という本がある。
上智大学名誉教授の渡部昇一氏と日本将棋連盟会長の米長邦雄氏が、
それぞれの道を通じて得た人生の極意を存分に語り合った好著である。
その出版記念会の席でお二人が語られた運についての言葉が鮮烈に残
っている。
渡部氏は運命を高めるための心得として、幸田露伴の説いた「惜福」
を挙げた。
自分に舞い込んできた福を使い切ってしまわず一部をとっておく。
そういう心掛けの人に幸運の女神は微笑む、ということである。
露伴はこの「惜福」とともに、「分福」（自分の福を分け与える）、「植福」（福を新たに
植える）を運命発展の三要諦と説いている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厳しい勝負の世界を戦い抜いてこられた米長氏は、運命を伸ばす核に心のあり方を置いてい
るのが印象的だった。氏は言われた。
「ねたむ、そねむ、ひがむ、うらむ、にくむ。そういう気持ちを持っている人に運はついて
こない」
それぞれの道を極めた人の言葉は、心を高め、運命を伸ばす妙諦を簡潔に衝いて示唆に富む。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
稲盛和夫氏が一貫して説いてこられたのも、「心を高めない限り、経営
は伸びない」ということである。その哲学は「才能を私物化してはなら
ない」という一語に顕著である。
才能は天から与えられたものだから公のために使うべきで、私のために
使ってはならないというのである。稲盛哲学の真骨頂である。
心をその高みに置くことで、氏は今日の偉業を果たしたのだ。
「それ境は心に随って変ず心の垢るるときは即ち境濁る」（『性霊集』
巻第二）
環境・運命は心に随って変わる。心が垢れれば、環境・運命も濁る。
弘法大師もそう言っている。心のありようがいかに大きな人生の差異となるか。
そのことを肝に銘じ、自らの心を高め、運命を伸ばしたいものである。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
藤尾 秀昭（致知出版社社長）
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「ぶる」んじゃないぞ、「らしく」しろ

10 年くらい修業を積むと、もう一丁前で世の中のことすべてが分かったと思いたくなるもの
です。
しかし、周りには自分の何十倍もの辛酸を嘗め、喜びも悲しみも肌で経験している人がいる
ことを忘れちゃいけない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20 代になると、一人前ぶる人がいます。
だけども、「ぶる」んじゃないぞ、「らしく」しろってよく言うんです。
勉強中なら勉強中らしくする。
一人前ぶるな。
二十歳(はたち)は二十歳らしくが一番いい。
20 代っていうのは、ようやく善悪の判断ができ、世の中の動きも理解できるようになってく
る頃。
だから、本当の修業、勉強期間っていうのは 20 代ですよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私は 27 歳で真打(しんうち)になったけれど、真打に昇進
してからが大変でした。
同じ真打という肩書でも 50 年、60 年の大ベテランと
比べたら全く違う。
「先代はうまかった」、
その声を聴く度に、嬉しいはずの昇進というのが、
ものすごく大きな壁のように迫ってきたね。
その時に、真打ぶるんじゃなくて、新真打は新真打らし
く、身の丈に合った芸をする。
「芸は人なり」という言葉の通り、その人の器以上の
芸はできないのだから、
ありのままの自分で壁を一つずつ乗り越えていくしかな
いんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
伸びる人と途中で止まってしまう人、
その差はやっぱり感謝や恩の気持ちを抱けるかどうかじゃないですか。
スポットライトを浴びたのは、当然自分一人の力ではありません。
それまで怒ってくれた人、育ててくれた人がいっぱいいるわけですよ。
その人たちのおかげでいまの自分があることを忘れちゃいけないね。
だから、絶頂期こそ一番用心しなきゃいけないですよ。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
一龍斎 貞水（人間国宝/重要無形文化財保持者 講談師）
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埼玉県内直近 2 週間侵入盗件数
12/10～12/23 までの県内の侵入盗の件数は 62 件
でした。（平均 4.4 件）
曜日別では日曜 6 件・月曜 19 件・火曜 8 件・水曜
8 件・木曜 6 件・金曜 10 件・土曜 5 件。
この 2 週間いずれも雨の日はなし。
地域別では、川越市 7 件、春日部市 6 件、三郷市 4
件、熊谷市・加須市 3 件、大宮区以下・桜区・北区・

上尾市・蓮田市・羽生市・久喜市・川口市・草加市・狭山市 2 件ずつと続きます。
春日部市近郊の杉戸町と宮代町も 1 件ずつ被害が確認されていますので、同一犯による犯行
の可能性も大いに考えられます。
また侵入盗の方法のなかで、無施錠の窓や扉から侵入しているケースも多くみられます。
もしかしたら、錠を閉めていれば侵入されなかったかもしれません。
2019 年の侵入盗の総数は 2,482 件（平均 6.8 件）前年比マイナス 4％です。
2010 年の侵入盗の総数は 5,460 件（平均 15 件）でしたので、マイナス 54％も減少していま
す。しかし、不景気になると増加に転じる可能性がありますので、錠の閉め忘れには十分ご
注意下さい。
被害参考：一戸建て 74％、集合住宅 26％

プロ太の小話集

情報提供：埼玉県警犯罪情報官 NEWS

NO153

『 指示 』

ある豪華客船が航海の最中に沈みだした。
船長は乗客たちに速やかに船から脱出して海に飛び込むように指示しなければならなかった。
船長は、それぞれの外国人乗客にこう言った。
アメリカ人には「飛び込めばあなたは英雄ですよ」
イギリス人には「飛び込めばあなたは紳士です」
ドイツ人には 「飛び込むのがこの船の規則となっています」
イタリア人には「飛び込むと女性にもてますよ」
フランス人には「飛び込まないでください」
日本人には

「みんな飛び込んでますよ」

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
今月の表紙の花：クロッカス「切望」

K-PURO ニュースいかがでしたか？

今年はコロナに世界中が右往左往された年でした。全く影響を受けなかった方は一人もいな
いでしょう。一日も早く終息することを祈るばかりです。
先日、「たぬきそば」は何故たぬきそばと呼ぶのかをテレビを観て知りました。天ぷらそば
の天ぷらは主に海老天を使用しますが、海老天の海老をたねと呼びます。その「種（たね）」
を抜いたものを種抜き（たぬき）と呼んだことから「たぬきそば」と呼ぶようになったそう
です。今年一番ガッテンした話題でした。大みそかにはコロナの終息と皆さんの安寧を祈り
ながら年越しそばに舌鼓を打とうと思います。どうか良いお年を。
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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