
                             

＝２０歳(はたち)のリフォーム＝             

 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。年末年始は如何お過ご 

しでしたか。私は年末に倉吉～出雲に小旅行に行ってきました。倉吉の赤瓦白壁造りの 

街並みを散策し、翌日は縁結びで知られる出雲大社を参拝しました。60 年に一度の遷宮 

がまだ続いている神殿は荘厳で、鎮まりかえる巨大な姿に圧倒されつつも心が洗われる 

          ような心地良さに包まれました。大国主神(ｵｵｸﾆﾇｼﾉｶﾐ)を祀る出雲大社 

          と天皇の祖先と言われる天照大神(ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ)を祀る伊勢神宮の 

 二大勢力によるﾗｲﾊﾞﾙ関係は古代神話に因すると言われています。 

          出雲は目に見えない世界を統治し、伊勢は現実世界を担 

っています(伊藤和史氏記による)。伊勢神宮も 20 年に一度の遷宮が本年 

おこなわれます。この 20 年に一度というのは非常に現実的で私達の住居 

を例にとっても、劣化・老化・家族構成・周辺環境と様々な変化が大きくなる 

年月です。ﾊﾟﾅｿﾆｯｸでは20歳のﾘﾌｫｰﾑｷｬﾝﾍﾟｰﾝをおこなっています。是非、ご相談下さい 
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＝必然をﾃﾞｻﾞｲﾝする＝             
 今年の冬は寒いですﾈ。自宅の梅は少しづつほころんできています。にっこりと笑ってく

れるのも間近のようです。こんな寒い時期に引越しをしました。と、言っても自宅の隣の 

ﾏﾝｼｮﾝへ移っただけです。でも、荷物の整理は大変です。引越しの経験は何度もあります 

が、いつも悩むことがあります。持っていこうか、処分しようか？と。今回も、お気に入り 

のﾏﾌﾗ-で折り目がほつれているものに悩みました。「私が直してみる」との連れ合いの 

          一言で取っておくことになりました。代わりにもらったﾏﾌﾗ-もお気に入りで  

  どこに行くにも身に付けています。気温の変化に身体が対応 

           しにくい年代には重宝なものです。ｲｷﾞﾘｽ、ﾌﾗﾝｽ等気候の変化 

が急な所では、ﾏﾌﾗｰ、ｽｶ-ﾌ、ｺ-ﾄ等を温度調節の生活用具としていつも持ち歩き、 

お洒落に着こなしています。実用がお洒落の原点です。建築、ﾘﾌｫｰﾑのﾃﾞｻﾞｲﾝ 

も同じ事で、生活に必要なものを上手にﾃﾞｻﾞｲﾝする事が大切です。私達の会社では 

どうしても取れない柱や梁等必然なものをお洒落にﾃﾞｻﾞｲﾝする工夫を心がけています。 
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＝      ＝ ２つのﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ＝         
 お彼岸の頃になってようやく春の日差しに包まれるようになりました。私達は冷暖房の 

ある生活を手放せなくなっていますが、自然界の動植物はきびしい環境に順応して生き 

ています。先週、尊敬する幼稚園のＯ園長先生に久しぶりにお会いしました。甲子園球場 

と同い年で今年 90歳になられます。私と同じで耳が遠いため大きな声で話されますが、 

それがｶｸｼｬｸとした感じを与え、お元気そのものです。その時に頂戴した『おさなごの 

       未来をみつめて』という本の冒頭にﾁｭｰﾘｯﾌﾟの話が載っています。4月に咲く 

        ﾁｭｰﾘｯﾌﾟの球根の一つを前年の 11月に外の庭に植え込み、もう一つを室内 

       で育て、芽がきれいに出た頃の 2月に外に植えて、4月の成長を比較 

してみると、冬の寒さに耐えたﾁｭｰﾘｯﾌﾟは土中にたくましく根を張り真っ直ぐに大きな 

花を咲かせたそうです。もう一方の暖かい部屋で冬を過ごした方は弱々しかったよう 

です。人もきびしい環境で鍛えられ、育つと精神文化が豊かに発達し、成長するようです 

。私達の会社もしっかりと根を張った会社になり、お客様に貢献したいと願っています。 
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＝      ＝ 負荷と成長  ＝         
先の日曜日、冬に戻ったような寒さの中、名残の桜を見ようと、車で西宮市内を巡りまし 

た。甲山の麓の北山貯水池の桜は丁度満開で、大勢の人々で賑わいをみせていました。 

この時期は学校や会社等新しい期の始まりもあって新鮮な気持ちになります。 

私は４月が誕生日なので一つ歳が加わり 70歳の人生の始まりとなります。 

      ゆっくりと時を過ごす選択肢のある中、何故、まだ仕事を続けて 

      いるのだろうと思う時があります。いつまでも現役でいられるものを 

     ひとつ持っていることがｴﾈﾙｷﾞｰとなり、若さの源になっている事と思い 

     密かに心の中で、生涯現役を宣言しています。・・4月 19、20日には毎年恒例の 

100km・50km歩け大会を開催します。まだ人数に若干余裕があります。参加の連絡 

をお待ちしています。・・ｽﾎﾟｰﾂの選手が鍛錬によって力量が向上するように心身 

に大きな負荷をかけることによって人は大きく成長するものです。私達の会社は 

自らに負荷をかけ、成長する事によって『お客様や社会に貢献』を目指しています。 
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＝      ＝ 結果と過程  ＝         
一気に新緑のまぶしい季節になりました。当社の敷地にある 3 本の大きなケヤ木は成長 

の過程を見せつけるように毎日枝葉を膨らませています。今まで自分でやっていた剪定 

  も今年は本職に依頼しなければならないようです。植木や花と同様に子供達の成長 

   の過程も楽しみに見ることができます。が、日常の社会生活の中では『結果は見え 

      るが、過程は見えない』ものです。食堂でﾄｲﾚを借りた際、垣間見た汚れた 

     厨房に食欲が失せることもあります。過程を観察することは大切なことで、 

   その本質が見えてきます。女性のお化粧は例外ですﾈ『秘すれば花』でしょう。(平松 

洋子著・小鳥来る日)・ﾋﾞｼﾞﾈｽの世界では結果は経済的価値ですが、偏重した結果主義 

は時として過程を無視した偽装等を生む危険なものとなります。私達の会社では 

施工中現場の「環境整備」のﾁｪｯｸにより、正しい取組姿勢を啓蒙、実践しています。 

5/24(土)～25(月)市民ﾘﾌｫｰﾑ祭を開催します。遊びがてらに是非、お越しください。 
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＝     ＝ 力・健康・富・成功 ＝         
 蒸し暑い日が続いています。皆様にはお変わりなくお過ごしのことと思います。当社社長の増田あゆみが他界 

して 3週間が経とうとしています。多くの皆様からの励ましや慰めの電話・お手紙を、又ご丁重な弔問を頂き 

本当にありがとうございます。生前にあゆみが多くの皆様にお世話になりました事、心から感謝いたします。 

      彼女の事を思い浮かべる時、十数年前の彼女の結婚式の際に送った詩が頭によぎります。 

      私は、多くの事を神に求めてきました。『大きなことを成し遂げるために、力を与えて欲しい 

      と求めたのに、謙遜を学ぶようにと・・・。より偉大な事ができるようにと、健康を求めたのに、 

      より良き事ができるようにと・・・。幸せになろうと、富を求めたのに、賢明であるようにと・・・。 

世の人々の称賛を得ようと、成功を求めたのに、得意にならないようにと・・・。求めたものは、一つとして 

与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に添わぬ者であるにもかかわらず、すべて 

叶えられた。私はあらゆる人の中で最も祝福されたのだ。』あなたの存在を与えられ、珠玉の 40年間を 

一緒に過ごすことができました。「ありがとう、あゆみ。」神に感謝します。彼女の想いのこもった会社は西村孝が 

新社長となって、社員一同心を合わせ、お客様のお役立ちに邁進します。どうかご支援よろしくお願いします。 
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＝        ＝お盆休み ＝         
 今年のお盆は曇りがちで、例年と違って蝉の声が朝から大きく聞こえることはありませ

んでした。「閑さや 岩にしみいる 蝉の声」芭蕉にあるように日本の季節感は蝉の声で 

夏の訪れを感じ、知らぬ間に聞こえなくなり、虫の音に秋の気配を感じます。このお盆休 

みには普段できない事をしたいと、あれこれ思い巡らせていました。その中の１つが孫と 

      遊ぶということですが、これが結構大変です。中学 1 年生の姉と小学 5 年生の 

      妹の意見が違い、ＵＳＪのﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰ、映画「ﾏﾚﾌｨｾﾝﾄや雪とｱﾅの女王」等々あ

り、姉妹で話し合った結果「どらえもん・３Ｄ」を見に行くことになりました。 

      大人が見ても面白い映画でﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝを食べながらのﾘﾗｯｸｽﾀｲﾑでした。 

「老人は思い出を語り、若者は未来を語る」と言いますが、60 才後半の人が１年１年 

身体と意識が大きく変化いくのと対極に、18 才位までの子供の身体と意識 

は日々、大きく変化・成長します。孫と会うごとにその成長に驚かされます。 

私達の会社もお客様の声を良く聞き日々成長していきたいと思っています。 
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＝       ＝ 過程と結果  ＝         
 朝夕は随分と過ごしやすくなってきました。いかがお過ごしでしょうか。昨日９/３（水）、 

久し振りに卓球の試合を観戦しました。東京の友人がわざわざ観戦に来るので一緒にと 

いう誘いがあり、尼崎のﾍﾞｲｺﾑ体育館へ行ってきました。関西学生卓球ﾘｰｸﾞ戦たけなわ 

で、勿論、関学の応援です。久し振りに見るﾎﾞｰﾙのｽﾋﾟｰﾄﾞに戸惑いましたが、そこは昔 

      取った杵柄(ｷﾈﾂﾞｶ)、次第に自分がﾎﾞｰﾙを打っている様な気持になり、応援に 

      も熱が入りました。結果は関学４-３近大です。夕方からは、甲子園球場で阪神 

      ﾀｲｶﾞｰｽの応援です。ｽﾎﾟｰﾂ観戦堪能の 1日でした。こちらは残念ながら 1-3 

      で横浜に負けてしまいました。ｽﾎﾟｰﾂの世界ではｱﾏﾁｭｱ（特に学生） 

は「過程」を重要視し、ﾌﾟﾛは「結」果が全てといわれています。私達の会社を例 

にあげれば「過程」とはお客様の要望を良く聞き、ﾌﾟﾗﾝや見積りの打ち合わせを 

綿密にし、お客様の大切な住まいを丁寧に施工する事だと思います。「結果」は 

お客様が大きな満足を得られる事です。私達の会社は「過程」・「結果」共大切にします。 

」     
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＝      ＝分ってくれない人＝         
 季節の巡りは早いもので一挙に秋になりました。この時期は会社のｲﾍﾞﾝﾄや中学生と小学 

生の孫の運動会などでゆっくりと休日が取れません。今年はひろみさん（連れ合いのことを 

こう呼んでいます）が体調を悪くし入院してしまいました。一人暮らしが５週間続いています。 

無事、手術も終えましたが、もうしばらくは入院が続きそうです。彼女とは普段、いろんな事 

      をおしゃべりします。ｽﾎﾟｰﾂ（野球、ｺﾞﾙﾌ、合気道、卓球等）、政治、世界情勢、 

      孫や友人、仕事のこと等々・・・ただ、どうでも良い世間話的なものは『あなたは 

      おばちゃんﾄｰｸが苦手だからﾈ』と早々に切り上げてくれます。私も含めて男性は 

      意見を言ったり、ｱﾄﾞｳﾞｧｲｽしたりすることはできますが、女性の話を 

ﾌﾝﾌﾝと聞いてあげ「あ－そうか、大変だな－」と相手の気持を受け止めること 

は苦手です。女性は共感・理解・聞く姿勢を求めているのでしょう。男女の感性 

の違いもありますが「分ってくれない人」にならないようﾁｮｯﾄした努力も必要ですﾈ 

私達の会社はお客様の気持、求めているものを受け入れ、最善の提案をいたします。 

」     
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＝        ＝ 悲・幸 ＝       
 朝夕はめっきり寒くなり、季節の移ろいもどんどん早くなってきました。時代の流れも一段と 

早くなり、携帯がようやく使いこなせるようになった頃にはもうｽﾏﾎの時代になっています。 

時の流れは容赦なく人にも襲ってきます。70代にさしかかると意識や身体の変化も加速度 

的に大きくなってきます。けれども人の「心」・家族への愛や周りの人との絆等々は時代を 

    超えても変りません。毎年今頃になると今年の１０大ﾆｭｰｽといったものが取り上げ 

      られ、家庭でも一年を振り返ることがあります。私にとっても、会社にとっても本年 

      は大きな悲しみを与えられた年でした。その体験によって何事もなく日常生活が 

      おくれていることが何と幸せな事なのかを思い知らされました。家庭という小さな 

舞台の中で喜びや悲しみを共有しながら一日一日を過ごして行く幸せや、会社という 

社会性の中で人のお役に立てる充実感を一段と感じられるようになりました。私達 

の会社はお客様との絆を大切により信頼される会社になるため努力していきます。 

12/27(土)PM2:00～4:00恒例のモチツキ大会を行ないます。是非お越し下さい。 
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