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「朝のあいさつは、人より先に！！」これを一生つづける
こと。自分の地位が上がっても、後輩に対して先にするよ
うに。

信三（教育哲学者）

志 の継承
松 田 泰英

お世話 にな って いる方 から 「折角 の会 報だ から、 人 の

役 に立 つこと、感動す る ことを書きなさ い。他 人が言 った

こと でも いいから。」と いう助言を いただきま した。

そ こで八月号 から、兵庫県 にご縁があ って、毎 月読書会

で勉 強 し て いる教育 哲学 者 の森 信 三先 生 の言葉 を 引 用す

る こと にしま した。

会報を発送 してしばらくす ると、会社 に 一本 の電話が か

か ってきま した。な んと恩師 の小学校時代 の先生 でした。

先生 には勝 手に会報を送 って いま した。先生 は最 近体 調を

くずさ れ て いま したが、私が引用 した森信 三先生 の言葉 を

ご覧 になられ て、ご連絡 くださ いま した。

先生 は、な んと大学生時代 に、直接森信 三先生 に教わ っ

た ことがあ ると のこと でした。当事、森信 三先生 は、学生

さ んに、気さく に対応さ れ て いたそう です。

小学校 の時、先生 の教え は厳 しか った ですが、今 の私 の

根幹とな って います。そ のベー スがあ った ので、こ の歳 に

な っても森信 三先生 の芯 の通 った厳 し い教えが、す っと

受け入れられた のだと思 います。

先生 は八十六歳 ですが、先生と森信 三先生が つなが って

いた ことがわ か った のは奇跡的 で、今後私 の進 む道 に自信

と確信 がも てま した。

同窓会にて

先生、森信 三先生 の教え からす ると、私 はまだまだ至ら

2 年前の小学校

な いことば かり ですが、今後精進 し、少 しでも近づき、後

だいた書

の人 々のために志を継承 できれば と思 って います。

先生からいた

森

会報発刊一周年を迎えて
やかやか通信を発刊して、ちょうど 1 年経ちました。私にとっては、とても早い 1 年でした。
多くの先輩の方から、「会社をよくするには、会報をつくった方が良い」との助言をいただき、つくってみようと
決心したものの、構想で二ヶ月ほどかかってしまいました。
完璧よりも、とりあえず形にする方が重要と思い、昨年 10 月に発刊となりました。スタッフ、お客様、仕入先の
皆様、お世話になっている方が、どの様に受け取っていただけるか、とても心配でした。
いろんな方から、
「読んでいます」
「あの商品を提案してください」
「あの話は、良かった」
「楽しみにしています」と
いうお声を聴きますと、本当に思い切って発刊して良かったと思うと同時に、「会報をつくった方が良い」と言ってく
ださった方に感謝の念がわいてきます。
これからも、少しでも読んでくださる方のためになる様な記事をお届けいたします。
この会報で、読者の皆さんとつながることが嬉しく、励みになっています。
いたらない部分もありますが、今後ともやかやか通信をよろしくお願いいたします。

NEWS
★ラジオ de 英語落語に出演
英語落語をされている小夜姫さんの fm135 インターネットラジオ番組に、出演しました。
今回は、トライアスロンの話と、小夜姫さんのご指導の下で簡単な英語落語をしました。
放送は、10 月 2 日、16 日、30 日月曜日 20:00~20:30 です。
fm135 を検索して、パソコン、スマートフォンから聴くことができます。
小夜姫さんは各地で英語落語のライブ活動と、大阪梅田産経学園カルチャーセンター、立花
のソレイユカルチャーサロンで、英語落語教室をされています。
★甲南女子大学「清友のつどい」出展
今年も、甲南女子大学ホームカミングデー「清友のつどい」に出展いたします。開催日時は、10 月 28 日土曜日
10:00～16:00 で、風井さん、杉本さんが、ブースに立ちます。皆さん、遊びにいらっしゃってください！
★コウベ・プレシアス・パール冬の展示会
2017 年冬の展示会の日程が、11 月 30 日（木）、12 月 1 日（金）、2 日（土）となりました。

社長のトライアスロン
トライアスロン皆生大会から約一ヵ月後、右肩が痛くて上がらなくなり、2～3 日で治まって、その約一週間後に
今度は左腰が痛くなり、激痛でかがむことができないぐらいでした。
知り合いの整体師の方に診ていただくと、左右の骨盤が歪んでロックされていて、肩の痛みと腰痛は、関連している
とのことでした。骨盤が歪んだ心当たりといえば、何年か前の自転車での落車でしょうか。
早速骨盤を正常な状態に矯正していただいたところ、すぐに腰痛はおさまりました。
疲れもあり、大会後はトレーニングをする意欲が無かったのですが、骨盤が正常に戻った後は、不思議と身体を
動かす意欲が戻ってきました。この方が薦められた腰痛予防策が、ストレッチポールでした。
色々な使い方はありますが、とりあえずポールの上に寝転んで腰、背骨をゆらしているだけで、
各箇所が緩み、腰痛の予防となります。
毎日朝晩ストレッチをして、自分ではケアしているつもりでしたが、こなしているだけで、
しっかりとケアできていませんでした。

思ったより硬く、バランス

腰痛予防の意味で、定期的に身体を診てもらうことをおすすめいたします。

おすすめスポット
い蔵
兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目３−３
Tel: 078-441-3433

ＪＲ摂津本山駅、北側降りてすぐにあります。
うどん屋ということですが、夜の会合で行きまして、
サラダ、お刺身、焼き魚、ステーキとどの料理も美味
しかったです。
二階は掘りごたつの個室で、雰囲気も
とてもオシャレでした。
しめのうどんが細めんで、お出汁が
きいていて、さすがうどん屋でした。

今月も感謝いっぱいです！

とるもの結構難しいです。

西宮掃除に学ぶ会
第 191 回 10 月 22 日（日）

AM8:00～10:00
西宮神社トイレ掃除
参加費 500 円
長靴（サンダル）持参
三宮掃除に学ぶ会
第 127 回 10 月 25 日（水）

AM6:00～7:00
三宮駅周辺街頭掃除
参加費

ワンコイン

