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　明けましておめでとうございます。後援会の皆様におかれまして
は、お元気で平成25年の新春を迎えられたこととお慶びを申しあ
げます。
　さて、昨年は政治の混乱が続き、野田内閣による衆議院解散総選
挙、安部内閣の成立と我が国の政治は目まぐるしく変わりました。ど
この国でも代表が交代し変化して行くことはよくある事ですが、3年
前の民主党政権の成立と今回の自民党の政権成立はまさに劇的で
ありました。
　国民の大きな期待が失望に変わった事が激変の要因だったよう
です。今回の変化が将来国民にとって幸せな事となるのかそうでな
いのか、これからの政策の実行次第であると感じられた方が多かっ
たと思います。

　ところで選挙中はいろいろな論戦を耳にし、原発、エネルギー、復
興、経済、雇用、生活などの話題で賑やかでしたが、一つ欠けて気に
なる事がありました。それは障がい者政策に関する事についてどの
党もあまり発言が無かったことであります。法律も昨年6月に障が
い者自立支援法から、障がい者総合支援法に見直されたようです。
しかし、障がいがある方たちの意見があまり取り入れられなかったと
考えている人が多いようです。これからも皆で現状を訴え続け、情
報を発信して行く事が大切であると痛感いたしました。
　今年も7月にはサマーフェスタがやってきます、本年も変わりま
せずご支援ご協力賜りますよう宜しくお願い申しあげ新年のご挨
拶とします。

　あけましておめでとうございます。
新年にあたり皆様方のご健勝を心からお祈
り申し上げます。
　先頃、私が若かりし頃に口ずさんでいた
曲を収めたＣＤを娘がプレゼント。「貧しさに
負けた～いいえ世間に負けた～」「あとどれ
くらい切なくなれば～あなたの声がきこえる
かしら～」…世間も、音楽も、人も変わった？
人は変わらん？…
　人も組織も「世界経済という大鍋」の中でかき回されるので、よほど美
味しいものでなければ残らないし、状況判断力がなければ不安感から大
切なものを見失ってしまいそうです。そんな焦りが、向き合っている人の
心を読む優しさを失いつつあるのかもしれません。強い日本という言葉と
同時に心を痛めるニュースも聞こえます。
　私が福祉先進国のデンマークを見たのも、届いた歌と同様ずいぶん
昔になりました。その時「福祉は全国民のセーフティーネットだから政権を
超えて話し合いをし、政権交代で変わることはない」と説明を受けたこと
を思い出します。ユーロ危機にあっても揺るがないかは分かりませんが、
一つの理想であり、変化を取り込みながら基盤を維持する仕組みができ
れば心強いように思われます。少し話が大きくなりました。
　あっという間に祭りが来ます。今年も、我々役職員一同懸命に努めま
すので、どうかよろしくお願い致します。

あいサポート運動をご存知ですか。
　あいサポート運動は、「障がいが
あっても、ちょっとした手助けがあれ
ば、地域で安心して生活できるかも
しれない。」そんな「サポーターがい
る地域社会」を実現するために、県・
市社協が取り組んでいる運動です。
我々関係者にも、この運動を一層
進めるように求められているところ
です。そこで、皆さんと共に「あい
サポーターバッチ」をつけてこの運動を広げたいと考え、5
月に開催予定の千鳥福祉会後援会総会後、あいサポータ
ー研修会の企画を考えました。詳細は後日ご連絡いたしま
すが、是非お誘いあわせの上、ご参加いただきますようお願
いし、お知らせいたします。　
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★「あいサポーター研修」のお知らせ
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〈あいサポーター研修の内容〉
●「あいサポート運動」について
●「あいサポートDVD」の視聴
●「あいサポート運動」の協力依頼
●簡単な手話講座

■会場■
センターひまわり
■時間■

17：30～19：00

ごあいさつ

千鳥福祉会後援会
〈敬称略〉

企業・個人会員のご紹介
後援会活動にご賛同いただきまして感謝申しあげます。

千鳥福祉会後援会
総会のご案内

サマーフェスタ2013

●千鳥福祉会後援会役員
会　長　稲塚　公郎（元 松江土建株式会社会長）
副会長　伊藤　立身（和幸株式会社監査役）
副会長　長嶺　幸恵
理　事　野津　瑞江（株式会社神谷鉄筋常務取締役）
理　事　佐藤エミ子（有限会社司建設常務取締役）
監　事　岩﨑　光春（クリエイティブプロダクションアドス代表取締役）
監　事　青山まゆみ

5月9日（木）・16：00～
アイサポーター研修 17:30～19：00

7月21日（日）　16：00～20：30（予定）

元 松江土建株式会社会長



　千鳥福祉会様並びに後援会
の皆様、新年明けましておめで
とうございます。今年も何卒宜
しくお願い致します。

　昨年の投稿文に“節目をプラス志向に今後の「ライ
フスタイル」を楽しみたい”と書かせていただきました。
　およそ２年前、仕事柄、社外に出て行く業務からデス
クワーク主体の業務に変わり、ひと月が経過した頃に
は体調の変化（運動不足）を感じてまいりました。その
頃、良き飲み友達であり還暦を迎えた友は、各地のフ
ルマラソンに参加、時には１００ｋｍマラソンもこなすほ
どの「タフガイ」で、飲む機会ある毎にマラソンの事が
話題となり感心するばかりの席で終始致しました。
　会社の移籍、職種が変わった「一つの節目」をプラス
志向に、また彼の助言も有り、楽しむライフスタイルの
一つとして一念発起、「ウォーキング」から始める事を
決意致しました。これが「私とウォーキング」との出会い
になりました。
　初めは昼食後の時間を利用し、事務所を拠点に幾つ
かのルートを約２～３０分掛け、決して無理はしない歩
行を念頭に、日々継続を心掛ける事で私の身体は歩行
という動きに慣れてくれました。夏が過ぎた頃には次の
ステップへとの思いで、業務後（１７時終業）の３～４０分
の歩行を取り入れました。そして秋、冬の季節が過ぎ、
春を迎える頃には更なるステップへと進めました。出勤
時間を少し早める事で、始業前（８時始業）の２～３０分
の歩行時間を取り入れる事が出来ました。その結果、一
日の歩行時間が約１時間半、歩数が１万３千歩前後に
成る日々となりました。休みの日は時々、孫の自転車練
習を兼ねて松江市総合運動公園にと範囲を広げ、１ｋｍ
コース、小高い山の遊歩道コースを思い付きのまま歩
いています。この公園は、散歩、ウォーキング、ランニン
グ等と幅広い運動をする事ができます。老若男女、ご夫
婦等々常連の方も多くいつの間にかご挨拶を交わす
程になり、移りゆく景色と共に実に気持の良い楽しいウ
ォーキングを満喫しています。
　以上の様な「ウォーキング」が私のライフスタイルの
一つとして完成しました。新しい発見に助言をくれた友
に感謝しつつ、晴耕雨読ではなく、可能な限り実践する
日々を送っています。年金を頂く年齢になりましたが、
無理をせず自分流で、身体の続く限りこの「ウォーキン
グ」は楽しく継続していきたいと思っています。
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　新年あけましておめでとう
ございます。
　今年の元旦は晴天に恵まれ
宍道湖沿いから見る大山は空

の青さに映えてとても素晴らしい景色でした。
　大山と言えば、昨年の11月に女友達4人で、たまに
はゆっくり紅葉でも見に行こうと一晩泊まりで出掛け
て来ました。泊まりは大山レイクホテル。夕食は地元の
食材をおしゃれにおいしく戴き、広いお風呂にゆっくり
浸かり、朝食の後は前の湖の畔を赤や黄色の染まった
紅葉を見ながら一周散歩しました。
　とにかく静かで自然を満喫できる癒し効果抜群の空
間です。紅葉も最高でしたが、今度は桜の時期に行こう
と思っています。
　今回のプチ旅行は自分の思考のマンネリ化に気づ
き、単調な生活リズムと行動パターンにアクセントをつ
ける意味でとても良かったです。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

「生活のアクセント」
千鳥福祉会後援会　
監事　　　青山まゆみ

　明けましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願い
致します。
　昨年末には衆議院選挙等、

慌ただしく暮れましたが、今年の正月は穏やかな天候
に恵まれ、この調子で一年が無事に過ぎてくれればい
いな、と願うところです。
　東日本大震災が起こってから、早いもので二度目の
新年を迎え、着実に復興しつつありますが、ボランティ
アの力の偉大さを感じずにはいられませんでした。私
がボランティアを意識したのは、市主催のボランティア
養成講座を受講したのがきっかけです。はじめは、自分
が誰かの役に立てることはないかなと思ったことと、い
ろんな人との出会いを求めてのことでした。講座修了
後はサマーフェスタの手伝いや、公民館の草取りの環
境ボランティア等、できる時に参加する気楽なもので
したが、生活に余裕ができ、ここ数年は参加できる回数
も増え、新しいボランティアにも参加することができる
ようになりました。親しい仲間もでき、人に喜んでもら
える喜びで幸せな気分にもなりました。
　“善とは、自他共に喜ぶ事なり”と仏法にあります。ま
さにそのとおり。親切にする人、された人、見た人、たた
える人が素晴らしいのは、それに関わる皆が、幸せな気
持ちになれることだ。そして、他者に尽くして受ける評
価や称賛はもちろんうれしいが、本当の幸福は人に尽
くすことそのものにあるとありました。
　人生80年とすると、人生の2/3が過ぎた今、残りの
人生、恩返しのつもりで、自分のできる範囲で、人に尽
くしていこうと思います。
　今年のサマーフェスタも大いに楽しみ、幸せな気分
でしめくくりましょう。

「ボランティア（親切）」
千鳥福祉会後援会　
副会長　　長嶺　幸恵

　明けましておめでとうござ
います。
　平成25年、年明けと共に政
権交代となり、大きな期待で希

望を見いだした人、ここまで落ちて未来に絶望・・・何も
変わらないだろうと行く末を愁う人。悲喜こもごも喜怒
哀楽の渦巻く日本の夜明けでした。
　どうか、誰にも何がしかの幸が訪れて来ますようにと
神様に願った初詣です。
　さて、私事では年初の休日に長らく箱詰めしていた
アルバムの整理をし、70年間の歩みを振り返りました。
　終戦直後に生まれ、幼い頃の写真はほとんどありま
せん。若く輝いている青春時代！！働いて働いて家庭を
築いた中年時代！！その後、世相や経済の荒涼がはじま
り同時に子供の独立、孫達が次々と誕生し親としての
責任感で嬉しさと一緒に少し疲れた50～60代！！
　そして今、人生の喜びや苦しみをそれなりに乗り越え
て、家族や世間の平穏無事をひたすら祈る老年になり
ました。40冊からの写真を通して、私の道のりはどの世
代にあっても、山、川、草、木に囲まれ、自然に溶け込ん
でいます。
　そして今も、周りにいる大事な人達との出会いがあ
り、笑っている姿でした。その人達との関わりや友情が
年月を経た今も暮らしを彩り元気をもらい、時には癒さ
れ生きる糧になっている事を改めて実感しました。
　家族や周りの皆さんに深く感謝し、これからもず～っ
とよろしく！と思った良い年始めでした。
　どうか今年が良い時代のスタートとなる事を願って、
新年のご挨拶と致します。

「出会いと笑いから」
千鳥福祉会後援会　
理事　　　佐藤エミ子

明けましておめでとうございます。
　またひとつ年を取ってしまいました。もう、年はいら
ないよ！と思ってから何十年という年をいただきました。
世の中は、色々な不公平な事もありますが、年を取るこ
とだけは、万人平等に出来ているようでございます。
　つい先日、西暦2036年に惑星が地球に衝突する可
能性があると新聞に出ていましたが、それを読んで小
惑星が衝突することにより、それまで自分は生きてい
るだろうかということが、まっ先に頭をよぎりましたが。
人生の残り時間が少しずつ気になり始めたということ
でしょうか？
　江戸時代の禅僧の言葉に「明日を期せず」という禅
語があります。この言葉には「明日のことを心配する必
要はありません。今、このときを精一杯生きていくこと
が大切です。明日のことを考えるなら、今日という日を
十分に生きてからにしましょう」という教えが含まれて
います。今日あって明日があるのです。現代では、さす
がに明日のことを考えずに生きるのは難しいですが、
この一年も事を考えても案外取りこし苦労かもしれま
せん。明日をよい一日にする為に、今日を精一杯生き
る事にします。
　皆様方にとって、この一年がどんな一年になるかわ
かりませんが、幸せと安らぎの一年でありますよう心か
らお祈りいたします。

「明日を期せず」

　今年は、〝いいかげん〟に毎
日を送っていきたいと思って
います。それは、〝おおざっぱで
無責任〟という意味の方では

ありません。〝ちょうど良い加減〟ということです。
　たとえば、正義感はとても大切だと思いますが、過敏
になりすぎると人を全く許せなくなるということも生じ
かねません。謙虚は重要なことだと思いますが、行き過
ぎてしまうと卑屈になってしまうかもしれません。
　私達は、やる気を高める交感神経と、リラックスさせ
てくれる副交感神経が、〝ちょうど良い加減〟でバランス
がとれているとイキイキできるらしいのです。
　問題は、自分で行き過ぎているかどうかが、なかなか
気づきにくいことです。たぶん、自分や周りの人に笑顔
がなくなっていたら、ちょっとアクセルを弛めなければ
いけないのかもしれません。それは、一見、後退してい
るように見えるかもしれませんが、実は、最適な質にな
るということなのだと私は思います。

「いいかげん」
中国生産性本部　
　　　　　 西川三佐子

　「挨拶」の語源を紐解いてみる
と、禅宗で門答を交わして相手の
悟りの深浅を試すことを「一挨一

拶」というらしい。その言葉に由来するそうで、「挨」には「押
し開く」「互いに心を開いて近づく」、「拶」には「迫る」「擦り
寄る」といった意味があることから「出会った人が互いに心
を開いて相手に迫っていく」ということが「挨拶」とされて
いると聞きます。例えば、よその家を訪ねるときには誰もが
、ピンポンとドアチャイムを鳴らしたり、あるいは扉をトント
ンと叩いて「こんにちは。○○です」と挨拶することから始
まるはずです。そうしないと相手は不審に思い家の扉をあ
けません。
　また、何か胸騒ぎを感じさせるような来訪者に対しても
家の扉を開けてくれません。言い換えれば、心をオープン
にして挨拶をして初めて、家の扉は開くことになると思い
ます。
　人と会うときも同じことと思います。挨拶は「心という家」
の扉を開けるカギのようなもの。大事な時間を共有しなが
ら交流するための、はじめの一歩ではないでしょうか。挨拶
は、自分を含む周囲の人たちみんなが、心豊かに幸せに生
きることを願い、実践するものだ、という大事な意味がある
ことです。たとえば、朝起きたとき「おはよう！」と挨拶を交
わす家族と、そうでない家族とどちらが幸せか聞くまでも
無いと思います。
　挨拶は、互いをかけがえのない存在として認め合い、尊
重し合っている気持ちの表れです。基本的な「人間力」を育
む大事なステップです。ある新聞の記事にアンケート調査
の１つとして、３０代・40代の現役で働く人に、新入社員に
対し求めるものの中で7割が「挨拶力」とのことです。企業
社会に「挨拶能力に欠ける人」の増大の現れであると言っ
ています。
　子供のころから「大きな声で元気よく、きちんと挨拶をし
ましょう」と教えられてきたにも関らず、「大人になればなる
ほど、心から納得できてないものをいくらやれといっても
できない、やりたくない気持ちが強くなっている」とのこと
だそうです。
　挨拶という極めて当たり前のことでも「なぜ挨拶を交わ
すことが大切か」を教えないと「挨拶力」を磨こうとする感性
すら働かなくなってしまうのではと、考えてしまう今の時代
です。
　良い人間関係があるからきちんとした挨拶ができるのか、
それとも挨拶をすることで良い関係が構築され、人間的に
も成長していくのか。とにかくすべきことは、皆で「挨拶力」
を高め「心が豊かな社会」と、笑顔と心のこもった挨拶が行
き交う「幸せな家庭」、「幸せな職場」を創っていきましょう。

　心のこもった「挨拶」は
人を幸せにする
島根電工（株）松江営業所　
取締役所長　竹内　房雄

　明けましておめでとうござ
います。皆様お揃いで新春を
迎えられました事、お喜び申し

　　　　　　　　　　上げます。
　今年も穏やかに過ごしたいものですが、巳年の年は
昔から荒れる年と言われて来たそうです。政治や経済
で歴史的転換を招く大きな事件が起きるのが巳年の
特徴だそうです。特に今からの政治は国民的目線に立
って、今、何が必要か国民の声を良く把握し実施して戴
きたいと思います。
　私達が住む地球は温暖化が進み予期せぬ災害が各
地で起きています。私にも中学3年生から下は4歳の
孫がいます。目に入れても痛くないほど可愛い孫達が
将来、最適な生活環境を作る為、早く省エネ対策に取
り組む必要があります。
　今は物を良く使い捨てにしますが、私達が育った子
供の頃は物を大切にし、使える物は再利用していまし
た。1人1人が気をつけて小さな事から始めればやが
て結果は大きな物となるでしょう。
　孫達が住み良い自然環境の中で健やかに育つ事を
祈るばかりです。
　今年も楽しいサマーフェスタに参加させて戴き、千
鳥福祉会の皆様が山本理事長様を中心に健康で明る
く元気良く過ごされます様にご祈念申し上げます。

「大切にしたい事」
新和設備工業（株）　
代表取締役 小玉　隆夫

　あけましておめでとうござ
います。　　
　皆様ならびにご家族におか
れましては、おだやかに新年を

迎えられたこと、お慶び申し上げます。
　本年は「巳」年です。この巳年が今までどのような年
であったかを振り返って見ますと12年前の2001年
小泉首相の誕生・愛子内親王の誕生、24年前の
1989年消費税が初めて3％で施行・昭和天皇崩御さ
れ平成の元号となる、48年前の1965年戦後初の赤
字国債の発行が閣議決定され、この年から「いざなぎ
景気」が1970年まで続きました。60年前の1953年
吉田首相のバカヤロウ解散があり、テレビ放送が開始
されました。
　巳は、十二支の中で随一脱皮をする干支であり、今
までの出来事からも、何かが始まるといった転機の年
である様に感じられます。　　　　　　　　　　　
　年末の総選挙により、民主党政権より自民党政権へ
と変わり新政権では、景気対策・金融緩和・円高是正等
によりデフレ脱却に向けてスタートしたところですが、
それを反映し株価も上昇し、円も80円後半まで円安と
なってきております。本年の干支と同様に景気浮揚で、
デフレ脱却へ向かえればと期待するところです。
　皆様の、ご健勝をお祈りいたします。

「新年を向かえて」
和幸冷温（株）　
代表取締役社長吉岡　彰

　平成24年10月17日より
大谷公夫前社長（現会長）に替
わり、新しく代表取締役社長に

就任致しました伊藤康晃と申します。今後共宜しくお願
い申し上げます。
　2013年の元旦は良い天気に恵まれ、初詣も例年よ
り人が多かったようです。
　いつも思う事ですが、神社に一歩足を踏み入れた途
端、他とは違う何かピリッとした空気を感じ、つい姿勢も
正しくなってまいります。日本人特有の感覚でしょうね。
　さて、職場の一日は挨拶から始まりますが、毎日当た
り前のようにしている挨拶、意識してするのと義務的に
するのではその内容にも大きな隔たりがあると思いま
す。意識したら何が見えてくるのでしょうか？声の大き
さ、顔の表情からその人の今日のコンディションが読
み取られます。明るく大きな声で挨拶していると、今日
はモチベーション高いから仕事も順調に捗るのかな？
また、いつもより声が小さく表情が暗いと、今日は体調
悪いのかな？もしくは出勤前に夫婦喧嘩でもしたのか
な？等、いろいろな事を想像し、声掛けも必要になって
まいります。
　環境整備においても同じ事が言えると思います。意
識して行うだけで普段目につかない部分までも汚れが
気になり、綺麗にしようという気持ちが芽生えます。落
ちているゴミは拾い、身のまわりは勿論、共有スペース
も整理整頓が出来ていなければ気が済まなくなってま
いります。また、当たり前の事ですが、靴を脱いだら揃
えておく習慣も身についてくるようにもなります。そう
いう教育の場が少なくなってきた昨今、気づきを持て
る人間になるために、自らを磨く場を職場で提供する
事が大切だと思いました。
　本年も皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます

「毎日続けていると
見えてくること」
株式会社吉谷　
代表取締役社長伊藤康晃

　千鳥福祉会の関係者の皆様
あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致し
ます。

　平成25年の干支は巳年（蛇）は何度も脱皮を繰り返
して成長することから、それにあやかって、私も一皮むけ
ていろいろな意味で成長しなければ？と思ったりして、
新年を迎えたところです。
　我が家の家族も新年から3人増え7人になり、（これ
も成長といえるかな？)４世代がこれから一同に生活す
ることになりました。みんなで支え合う気持ちを持ち、
絆を大切にしていかねばと思うところです。
　私は、私的な会「集いの会」で各地を小旅行してきま
した。現在も継続中ですが、昨年から、今まで行ったと
ころを選択し、家族と小旅行に行くようにしました。一
度行って感動した所や、是非行ってみたかったところを
家族にも見せたかったからです。昨年は九州に行きま
したが、一度行ったところなので、私は素人のガイド的
な立場で十分なのです。家族も感動してくれました。行
った甲斐がありました。
　今年も「集いの会」・「家族」と二段構えで、日程等の調
整で大変なところもありますが、有言実行で必ずや実
現するためにしっかりとプランを立てたいと思います。
　最後になりましたが、平成２５年（巳年）が皆様にとっ
てすばらしい年になりますようご祈念申し上げご挨拶
といたします。
　　　

「集いの会と家族」
和幸電通（株）松江支店　
取締役支店長大西　秀治

　新年明けましておめでとう
ございます。本年も皆様にとっ
て素晴らしい年を迎えられる
ことを祈っております。

　私が千鳥福祉会と関わりを持ったのは、最初に我社
の自動販売機を設置させて頂いた時です。その繋がり
で宮迴部長さんとＬＣＣウイングの神田弘治さんと出
会い、十数年のお付き合いをさせて頂いてます。恒例
となってますサマ―フェスタですが年々来場者が増え
てきてびっくりしています。千鳥福祉会様は地域に密
着した大イベントを毎年しておられるのだと感心して
おります。
　我社も近年、地域貢献活動を行ってます。まず一つ
はヤクルトの日と名づけて毎月8・9・10日のどれかの
日に松江駅付近や宍道湖沿岸付近の清掃活動を行っ
てます。そして、この季節になるとノロウイルスやイン
フルエンザが大流行する時期です。まず、健康である
ためには毎日良いウンチを出すことが大切です。その
事を小学校の児童クラブ等で【ウン知育教室】と称して
勉強会を行ってます。
　まだまだ、千鳥福祉会様のような地域に密着した活
動は出来てませんがこれから頑張っていきたいと思い
ます。
　最後になりますが、後援会の一員としても微力なが
らお手伝いをさせて頂きたいと思います。これからも
宜しくお願い致します。

「ウン知育教室」
山陰中央ヤクルト販売（株）　
直販事業部係長安達広美

千　　　　鳥 　　　の　　　　絆　　 　12　　　　年　　　　輪

千鳥福祉会後援会　
理事　　野津　瑞江


