


くぁ           

         ＝ 年度末に思う ＝   
 ようやく春がやって来ました。この時期、野球の好きな人には高校野球やプロ野球の開幕 

と楽しみがいっぱいです。もう少しすれば桜だよりもﾁﾗﾎﾗと聞こえてくることでしょう。4月に      

かけては学校では卒業式から新学期へと移り、多くの会社は３月決算から 4月の新しい期 

に入っていきます。年末年始とは又、違った日常生活の変化があります。進学、進級や 

転勤等で大きく生活様式が変わってしまう場合もあります。私は昔から何故かこの頃になる 

      と家の中を片付ける習慣がついています。①30～40代は子供たちの物や衣服を 

      中心に。②50代は家族の生活品と自分の仕事や趣味の物中心に。③60代は 

      断・捨・離を。捨てる物の方を多くし、簡素な生活に備えます。④70代は最後の 

始末をつける整理です。生活のｽｹｰﾙを小さく、ｽﾓｰﾙﾗｲﾌを目指し、凛々しく暮ら 

すことを理想としています。そんな中にも大好きな映画や温泉旅行と人生を愉しみ、 

心を豊かに養って下さるお客様、周りの人達や友人との触れ合いに喜びを感じています。 

私達の会社は[環境整備]規律・清潔・整頓・安全・衛生の５つの実践活動を行っています。    

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指します

ろしらかべるよう 
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くぁ           

        ＝100㏎歩け大会＝   
あっと言う間に桜の花も散ってしまいました。桜はその散り際の潔さ（いさぎよさ）が人々の心に 

共感を与えます。毎年恒例の「100Km歩け大会が 4/１4（土）、15（日）に開催されました。 

今年は気温も低く、雨で歩く人にもサポートの人にも厳しい気象条件でした。私は体調が 

悪く、途中の三宮ﾁｪｯｸ point（27.5Km）まで歩くつもりでした。そこまでは何としても頑張り、 

余力があってもそれ以上は無理をしないと決めており、その通りに歩くことができました。 

気持ちとはうらはらに身体は年々歳をとっていくことを感じます。それと共に時間の感覚が 

        若い時から変化していくのも感じます。残りの時間を無意味に過ごさず、意義 

        深いものにしたいという願いが強くなっています。「歩け大会」は非日常行動で 

        精神的、肉体的に苦しいものですが、多くの事を学ぶことができます。 

集まった仲間達との心の共鳴、感謝の気持ちや気づきが与えられます。そしてたった       

1日が本当に大切なひとときとなり、後々まで強烈な残像を頭と心に染みつかせます。 

私達の会社はお客様の大切な一日、一日を楽しく過ごせる住まいづくりの提案をします。 

私達の会社はお客様の人生の大切な時間を楽しく過ごせる住まいづくりの提案をしま人ちと

の絆を深めています。私達の会社は住どまいの提 
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くぁ           

          ＝ 英会話 ＝   
 爽やかな新緑の季節がやって来ました。六甲山に目をやると緑の色が多彩に混じりあって 

います。「山が笑っている！」と連れ合いが生前よく言っていましたが、言い得て妙です。 

今、一週間に一度、英会話を習いに行っています。ともかく楽しい！何かが身についていく 

と嬉しいものです。教室は生徒２名と先生１名で、この人的な環境も楽しい大きな要素です。 

        もう一人の生徒さんは、私の孫娘と同級生の娘さんを持つお母さんです。彼女 

        は行動的でよくインドへ（ヨガの習得のため？）行かれるそうです。プラナマヤ 

        （呼吸法）などの話をしてくれます。先生が又、楽しい人で明るくて、「Wｏｗ！ 

Wｏｎｄｅｒｆｕｌ！」を連発します。まるで少女のようなあどけない振る舞いで私達 

を和ませてくれます。貴重な出会いがそこにあります。未熟なヒアリング力で必死に 

‛ちゃん‛と理解しようとしたり、乏しい英語力で‛キチン‛と自分の意思を伝えようと 

したりすることは大変緊張します。ですがその後に、大きな充足感が心に広がります。 

私達の会社はお客様の話を‛ちゃん‛と聞き、私達の意見と提案を‛キチン‛と伝えます。 

私達の会社はお客様の人生の大切な時間を楽しく過ごせる住まいづくりの提案をしま人ちと

の絆を深めています。私達の会社は住どまいの 
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くぁ           

          ＝ 感 謝 ＝   
 今年は梅雨入りが早く、不安定な天気が続いています。いつの頃からか・・・随分と昔から 

毎月、１日と１５日には神社に参拝に行くのが習慣になっています。その昔は大きなことを 

成し遂げるために力を与えて欲しいと願い、又成功や健康等多くのことを希望してのお参り 

でした。次第にその時に一番大切に思っていること一つだけの願掛けになっていきました。 

         そして今では、現在の自分のすべてを受け入れ、願うことは何もなくただ一つ 

         感謝することだけのお礼参りになっています。そんな中、６/１（金）に白山姫 

         神社に参拝の帰り際、踏み石をいつものように足取りも軽く渡るつもりが、足を 

踏み外し見事に横転しました。全治４週間の骨折です。それでも６/９（土）、１０（日）には金沢  

へ社内旅行で行ってきました。和倉温泉に浸かり、夕食の宴を楽しみました。翌日の 

     金沢市街巡りはさすがに同行できず、駅で昼食を取ったり、喫茶店へ 

     入ったり、ウロウロしながらも“待つ時間”を楽しみました。私達の会社は 

   ・・・ 「お客様第一主義」の原点である感謝の気持ちを持ち続けます・・・ 

私達の会社はお客様の人生の大切な時間を楽しく過ごせる住まいづくりの提案をしま人ちと

の絆を深めています。私達の会社は住どまいの 
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++++++        

        ＝  孫 娘  ＝   
 ６月１日に足首を骨折しましたが、順調に回復し、６月１６日～２３日の間ｲﾀﾘｱへ行って 

来ました。２１才の孫娘「愛里」ちゃんと一緒にです。関空からﾄﾞｲﾂのﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄへ、乗り継い 

でﾐﾗﾉへと、１４時間のﾌﾗｲﾄは少しきつかったです。ﾐﾗﾉ～ﾍﾞﾆﾁｱ～ﾌｨﾚﾝﾂｴ～ﾛｰﾏの 

         有名な観光名所を巡ってきました。ﾍﾞﾆﾁｱではｺﾞﾝﾄﾞﾗに乗って、両岸の  

         建物に目をやりながら川をゆっくりと進んでゆくひと時に、孫娘と一緒の幸せ 

         をかみしめていました。ｲﾀﾘｱは国を挙げて、市を挙げて、町を挙げて街並 

の景観づくりに取り組んでいる様子が良く分かります。13世紀のﾙﾈｯｻﾝｽ時代に始まった  

ﾊﾞﾛｯｸ建築の建物が石畳みの道路の両側にｽﾞﾗﾘと建ち並んでいる様には圧倒され、感動 

すら覚えます。驚いたのはあるｽﾄﾘｰﾄではほとんどが 300年～500年前の建築で 

一番新しい建物が 100年前のものだと聞かされた時です。訪れる人々にｲﾀﾘｱの 

歴史を感じてもらおうとする意図が感じられます。古いものの保存と新しいものの調和 

がなされています。私達の会社は住宅の再生と新しい機能の取入れに取り組んでいます。 

私達の会社はお客様の人生の大切な時間を楽しく過ごせる住まいづくりの提案をしま人ちと

の絆を深めています。私達の会社は住どまいの 
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くぁ           

       ＝「ひふみんアイ」＝   
 気が遠くなるような暑さもようやくかげりがみえ、朝夕は過ごし易くなってきました。最近、 

中・高生で天才と呼ばれる人達が出てきて、楽しみです。卓球の張本選手・ｻｯｶｰの久保 

選手、そして将棋界では 400年に一人と言われる 16才の大天才（将棋の歴史が 400年と 

言われているので歴史上 No.１なのかも）藤井聡太七段などです。彼がﾌﾟﾛ・ﾃﾞﾋﾞｭｰ戦で 

     対局した加藤一二三（ひふみ）九段は神武以来の天才と言われていました。引退 

     後は子供のような天然ｷｬﾗで TVでも引っ張りだこの人気者になっています。この 

     加藤九段が現役の対局時におこなっていたのが「ひふみんアイ」です。相手が席を 

     外した時に相手側に回って盤面を見直します。反対側から見ると、局面の客観性 

    や気が付かなかった自陣の弱点が見えてくるそうです。藤井七段も 

「ひふみんアイ」をしているそうです。自分の側から一方的見るだけでなく、相手 

の立場からこちらを見ることも大切です。局面が硬直した場合には打開するﾋﾝﾄに 

なります。私達の会社はお客様の立場に立って考え、行動することを念頭においています。 

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指し     

   

㈱シンエイ･シンエイリフォーム 取締役相談役 増田満保 

2018 

 

 

〒663-8122 西宮市小曽根町 4丁目 5-16   
TEL 0798-47-1661 Fax 0798-48-0354 http://scene-a.com 

masuda_mitsuho@scene-a.com 



くぁ           

        ＝ 雨ニモ負けず・・・＝   
 6月に地震、そして猛暑と豪雨の夏がようやく過ぎようとする頃、かさに懸かって台風の直 

撃がきました。近年、気象変動が唸りを上げ、どんどん荒っぽくなっています。被害を受け 

られた方には心からお見舞い申し上げます。様々な社会ｲﾝﾌﾗに大きな被害を与え、身近 

な住宅にも屋根・ｶﾞﾗｽ・ｱﾝﾃﾅ等に多くの被害をもたらしました。当社にも、多くのお客様 

      より補修の依頼があり、精一杯の対応をさせていただいていますが、慢性的な 

      人手不足もあり、素早い対処が出来なくてご迷惑をおかけしています。申し訳あり 

      ません。豪雨や台風に遭遇すると思い出すのが『雨ﾆﾓ負ｹｽﾞ 風ﾆﾓ負ｹｽﾞ 雪 

ﾆﾓ夏ﾉ暑ｻﾆﾓ負ｹﾇ 丈夫ﾅｶﾗﾀﾞｦﾓﾁ・・ｼﾞﾌﾞﾝｦｶﾝｼﾞｮｳﾆ入ﾚｽﾞﾆ・・・ﾎﾒﾗﾚﾓｾｽﾞ   

ｸﾆﾓｻﾚｽﾞ ｻｳｲﾌﾓﾉﾆ ﾜﾀｼﾊﾅﾘﾀｲ』です。自分のことはかえり見ず周りに目を向け 

てお役に立てる事は何かと考えると、体の中からｴﾈﾙｷﾞｰが湧き、元気が出てきます。 

自分だけを守ろうとしていると、余計に不安が増してきます。身体を支配するのは心だと 

つくづく実感します。「お客様の事を一番大切にし考動することが私達の会社の原点です。」 

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指し     
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くぁ          

       ＝つるべ落とし・青春 ＝   

 秋の日は釣瓶(つるべ)落としと言われるように、恐ろしい速さで日が落ちてしまい、物悲し

さが心に沁みてきます。ひんやりとした空気に触れ、急激な暗さに出会うと、時間の流れの 

素早さを思い知らされます。私は映画が大好きで、映画館にもよく行きますが、ＴＶで撮って 

おいた録画も毎日のように観ています。最近観た中では「ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・クロマイト」と言う 

     朝鮮戦争を題材にした映画が印象的でした。ﾘｰｱﾑ・ﾆｰｿﾝが扮するﾏｯｶｰｻｰの 

     言葉が心に残ります。『人は年を重ねたら老いるのではない、理想を捨てた時初め 

     て老いるのだ。歳月はしわを刻む、だが理想を失った時魂まで老化する。私の戦い 

     は未だ終わっていない！』 これはｻﾑｴﾙ・ｳﾙﾏﾝの Youth（青春）と言う詩の中の 

一節で、ﾏｯｶｰｻｰのお気に入りだったようです。自分の公務室にもこの詩を額に入れて 

飾っていたと言われています。この詩の冒頭に Youth is not a time of life, it is  

a state of mind(青春とは人生のある時期ではなく、心の持ち方をいう)の一節が 

あり、私は大好きです。私達の会社は青春の理想と情熱を持ってお客様と向き合います。 

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指し     
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          ＝ 深まる秋 ＝   

 季節の移ろいの素早さには驚かされるばかりです。秋の深まりが肌と心に染み入ります。 

木々の中には果実をつけるもの、まるで衣装直しをしたかのように紅葉し、そして散っていく 

もの等があります。秋にはもう後がないと思わせる『深まる』という表現がピッタリです。昨日 

（11/14）毎月の定期検査に行きました。いつもヒヤヒヤものなのですが、医師の「今のところ 

     特に問題はありません。」と言う言葉を聞くといっぺんに肩の筋肉が柔らかくなって 

     いくのが分かります。深まりつつも、もう少しの間、この身体、頭、心を活動させてやり 

     たいと思っています。手入れをしながら永く使っていくのは身体だけではなく、家具 

     や住まいも同じことでしょう。最近の新築住宅やﾏﾝｼｮﾝを見ると過敏な 

まで、新しさと便利さを追求しすぎているように感じます。古い建物や家具の歴史を 

尊重し、その良さを活かしながら現在の生活様式に合わせたﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝをもっと 

重視すべきでしょう。そこには新しく、きれいだけでなく、落ち着いた気持ちの良い 

暮らしが見つかります。・私達の会社は、お客様の住み心地の良い暮らしの提案をします・ 

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指し     
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        ＝    に思う ＝   

 時の流れは早いもので、あっという間に師走をむかえました。・・・・9月長月・10月神無月・ 

11月霜月と気候の変化や草木の成長に合わせた呼称から、12月は師走と人間らしい呼び 

方になっています。僧侶(師は先生ではなく、僧侶の意味)が仏事に走り回るからという説も 

ありますが、本当の意味は不明のようです。英語で January・February・Marchが使われる 

     ように日本でも 1月睦月(ﾑﾂｷ)・2月如月(ｷｻﾗｷﾞ)・3月弥生(ﾔﾖｲ)・という呼称を 

     使えば季節感と情緒あふれる日常会話ができるのにと思います。今年は 6月に 

     大阪で地震があり、梅雨は豪雨となり、さらに桁外れの猛暑、追い打ちをかける 

     ように台風の直撃と立て続けに災害に見舞われました。今年の漢字が「災」なのも 

頷けます。自然界が人間にこれでもかと警告を発しているのかも知れません。何か 

起こった時には平穏な暮らしのありがたさや、幸せを再認識させられます。災害や 

病気等何も起こらない時にも感謝の気持ちを持って一日一日を暮らしていきたいものです。 

・私達の会社の基本方針「お客様第一主義」の原点は感謝の気持でありがとうございます・ 

人生の達人たちとの絆を深めています。私達の会社は住どまいの提供の達人を目指し     
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