
　昨年九月の敬老の日には組合本部より米寿のお
祝品を有難く頂戴致しました。今年二月で八十九才
白路へ一歩ひと筋の道へ踏み出します。
　「年々歳歳花相い以たり、歳々年年人同じがらず」
花は毎年同じように咲くが人は足腰が曲がったり、
膝が痛みがひどくなる。あまりにも有名なこのフレー
ズのみがひとり歩きして、本体の詩が忘れがちです
が『白頭を悲しむ翁に代わる』という唐の劉廷芝の
作品の中ごろにこの名句があります。自分の人生に
ピッタリ、誰もが惚れ惚れする甘美な響きは我々を
甘い感傷の世界へと誘ってくれます。私も昔は紅顔
の美少年、十七才で航空兵として活躍し復員、故あ
ってこの工具業界に交わり、工具は右から左へと売
れに売れ、花の乱舞する業界の下で景気の美酒に
酔い、散り行く花（平成のはじめ）のバブルの花を惜
しんだその過去も今は遠い日の夢まぼろし、散り行
く落花に長い長い嘆息がでる私いっきょに年齢をと
ってヂイちゃんになるんだよ、なんてヤボなこと、「今
年、花落ちて顔色改まり明年花開いて復た誰か在る」
いわば人生の無常を自然の移ろい、老若の対比あっ
てこそ「花相似たり」と「人同じからず」の奥深さがし
みじみと伝わってくる。
　老楽は健康でなければ、又錬磨しなければサビる
のが速い、飲食は必ず慎み節し、---（省略）、私の座
右銘の一節です。朝は六時に起き直ぐリフレッシュ
体操、その場跳び・その場かけ足を三十分（朝の食

事の用意の為、散歩の時間が取れない）。もう何十年
か続いてます。長寿の秘訣自我自賛、ウィークデーは
店番朝八時半～五時まで。夜は風呂に入って十時に
寝ます。土日が楽しみで掃除後、銀座・上野・浅草に
出かけ食事・観劇、疲れて帰るので昼寝は最高！
　テレビは「開運なんでも鑑定団」が楽しみです。
鑑定人が書画・陶器等々、世にも珍しい物を黒白と
値付の判定は痛快です。画聖丸山応挙？が馬を喰
らっている絵を描いた、この画を田舎の一老農が
見て「この馬は盲目だ」と云った。その馬は大きな目
を開いている盲目とはおかしい、その訳を聞くと「馬
が草を喰らう時は草の葉の先が目に入るのを防ぐ
為目を閉じて突っ込むものだ。ところがこの馬は目
がパッチリと開いた？草を噛みついている。だからこ
れは盲目馬だ」と云った。応挙はこの話を聞いて大
変恥じ入ったということである。応挙ほどの天才でも
こんな落ち度があるものです。とそんな余談知識も。
何事もその道の大家でも中々完全ということは出来
ないし、コピー品であるとか筆者の筆勢とかで鑑別
の目線、慧眼には感心します。
　一病息災（前立腺ガン）乗り越えて、独り静かに思
うとき過ぎにし事思おえば去来の同志偲ばれます。
心豊かに生きるのもあゝ 亡き妻（二十五年前逝く）の
守りかも嫁も孫子も恙なく和む日日、この有難き思
いを只ひたすらに神に謝し、機械工具の園よ栄えあ
れと祈るのみ。
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　本年度の敬老顕彰者に我が北支部、三恵工器 
有限会社 取締役会長 宮川 武夫様が米寿を迎えられ、
本部より預かった記念品を新海支部長がお届けし
授与式を行いました。
　宮川会長からは感謝のお言葉をいただいた上、
直筆の書をいただきました

　北支部が長年お世話になっている柳家さん喬
師匠が第４２回国際交流基金賞を受賞されました。
この賞は国際的にも大変名誉ある賞で、世界で毎年
3名のみの受賞で、2年前には、作家の村上春樹氏も
受賞しております。

会   報  ・  き  た⑵

本部・支部だより

【米寿 おめでとうございます】
三恵工器 有限会社・宮川武夫会長 様

【柳家さん喬師匠】
国際交流基金賞受賞

【平成26年度
  東機工サマーフェスタ開催】

　平成26年度 東機工サマーフェスタが、8月8日(金)
目黒雅叙園において、組合員、従業員、家族および
賛助会員など、約250名の方々が参加して盛大に開
催された。

　【第一部　永年勤続優良従業員表彰式】
　勤続40年から10年まで105名の方々が表彰され
ました
我が北支部の永年勤続表彰者は下記の方々が表彰
されました　おめでとうございます

３０年　株式会社ＮａＩＴＯ　阿部輝男　様
２５年　株式会社ＮａＩＴＯ　近藤　勝　様
２０年　株式会社ＮａＩＴＯ　鶴久達也　様

　【第二部　サマーフェスタ】
　会食に続き大抽選会が行われ、一等賞のルン
バを我が北支部、副支部長 渡邊商店・渡邊社長の
お孫さんが射止めた

斉藤理事長から表彰状を受ける近藤さん

↑授与式　新海支部長から
　宮川武夫会長へ記念品が
　贈呈された

←宮川武夫会長
　直筆の書

一等賞のルンバを引き当てた瞬間の多田美乃里ちゃん
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　10月22日(水) 三木プーリ(株)様の協力により、講
師に遠藤征司(技術部 TECグループリーダー)、佐藤
絢香(本社営業部 営業G セールスエンジニア)の両
氏をお迎えして、回転する軸の動力を歯車や刃具等
に伝えるため、軸と軸を結合するカップリング(軸継
手)とワンタッチで操作できて正確に芯が出る(中心
が合う)ETPブッシュについて学びました。

29社、61名参加

　9月4日(木) （株）第一測範製作所様の協力により、
講師に大平昭則氏(取締役営業部長)をお迎えして、
測りたい製品(部品)に直接触らなくても、簡単・正確
に寸法の測定ができる空気マイクロメータの原理
と適用例について勉強した。

25社、60名参加

　9月6日(土)　我が北支部、杉浦青年部部会長（有
限会社・杉浦商店）率いる東機工青年部会は浜松に
おいて第二回全国機工商若手交流会浜松大会に出
席しました
　今回は、遠州機工会青年部の皆さまにホスト役を
務めて頂き、出席者総勢42名が参加し東機工青年
部会から8名参加

【青年部会】
全国機工商若手交流会浜松大会 開催

～空気マイクロメーターについて学ぶ～
　　　　　　　　株式会社 第一測範

～カップリング、ETPブッシュについて学ぶ～
　　　　　　　三木プーリー株式会社

　すでにご案内の通り、賀詞交歓会は来年1月7日
（水）午後６時からロイヤルパークホテル 3階「ロイ
ヤルホール」にて開催されます。毎年500名を越える
組合員、賛助会員、メーカーの方々が参加され盛大
に開催されます。北支部でも毎年10名ほど出席され
ておりますが、もっと大勢の支部会員の皆様にご参
加いただければ幸いです。
　また、翌年の平成28年の賀詞交歓会は、我が北支
部がホスト役となりますので、大勢の皆様にお手伝
いをいただかなくてはなりません。
　会の雰囲気をわかっていただく為、下見がてら御
参加いただけます様お願い申し上げます。

　11月13日(木)　（株）リベロ様のご協力により、講
師に團弘志氏(常務取締役)をお招きして、「会社を
絶対につぶさない事業継承と企業防衛」と題し、講
演していただきました。
　前半は会社と社員のトラブルなど、新しくなった会
社法に多くの会社が戸惑っているという現実を知り
ました。後半は事業継承について実例を使いわかり
易く学びました。

参加32名

　ＦＡＸにてご案内しました北支部新年会を今年
1月17日（土）午後12時30分から銀座5丁目にある
「西洋料理 南蛮銀圓亭」にて開催します。
今回は古き良き時代のジャズの生演奏をご鑑賞後、
南蛮銀圓亭の美味しいコース料理をご堪能いただき
ます。若干席がまだ空いているかもしれませんので、
ご希望の方は直接幹事にお問い合わせ下さい。　　
　　　　　　　　（担当幹事は林さんと横田さんです）

【経営セミナー開催報告】 東京都機械工具商業協同組合
新年賀詞交歓会開催のお知らせ

【新年会開催のお知らせ】

【東機工賛助会員講師セミナー開催報告】



　日本工作機械工業会が11月に発表した10月の
工作機械の受注額は、内外需合わせた総額で
1336億円、前年同月比30,8%と言う大きなもので
前月九月に続いて1300億円台を記録、国内販売
でも一般機械向けが7ヶ月連続、自動車向けは15
ヶ月連続で増加しているそうです。

 

 超硬工具協会が11月に発表した統計によると9月
の出荷額が前年同月比16％増しの290億円を超
え輸出も100億円近くに達したそうです。

　三菱マテリアルは日立金属の完全子会社である
日立ツールの発行済み株式の51%を取得し連結
子会社とする事に成りました。

　機械工具の上場している商社9社の2014年3月
期の決算によれば全9社が増収増益を記録するな
ど好調に推移して居ます、全社合計の売上高は対前
年比で7,5%アップ営業利益でも対前年比で24％の
増加だそうです。

　帝国データバンクが後継者問題に関する企業の
実態調査を発表、我々に関係の有る卸売業では
64,3％の企業が後継者不在との回答が有ったそう
です。

　【税あれこれ】

　車に掛けられている税金は現在九種類あり、自
家用車の場合一年間に掛かる税金は約11万8千
円にも成り自動車税の総額は何と8兆6000億円で
税収全体の約1割弱にも成るそうです、そして走る
為のガソリンにも1Ｌ/￥53,8円のガソリン税が掛
かっていて、更にガソリン税に消費税が加算され二
重課税に成っています。
　自動車が贅沢品とされていた事や、道路の整備
などをする為の必要性からどんどん税金が増えて
いきました、道路の維持管理の為の重量税やガソ
リン税は本来の税率を遥かに上回る税率が掛けら
れガソリン税では本来の税金は1Ｌ/28,7円ですが
現在は約1,9倍の￥53,8円が掛けられているのです

若し本来の税率で有ればガソリンは1Ｌ/約￥25－
も安く成るようです。

　【御存知ですか？】

　新年を祝って家の門口に飾られる「門松」神様を
お招きする為の目印で有り、神様がお降りに成った
時に宿られる場所「依代」（よりしろ）で元々は、松・
椎・榊などの常緑樹を用いていた様ですが何時し
か「松」を用いる様に成り「門松」と言われる様に成
った様です。

　東北地方などではお正月に作る小さな丸餅を「年
玉」と言い年長者や長老などが子供などに与える風
習が有り、其れが「お年玉」として金銭を配る様に成
った物で比較的近年の事の様です、本来「年玉」とは
歳神さまに供える餅で有り其のお下がりを「雑煮」と
して頂き無事に一年を過ごす事が出来る様願うと言
う信仰の様です。

　日本の食事作法の原点に成っているのが禅宗の
「道元禅師」が記した、「赴粥飯法」（ふしゅくはんぽう）
で禅宗の食事作法が規定され、食事中に音を立て
ない、食器は両手で持つ、食器の音をたてない、など
現代の和食の作法に生きて居ます、でも一つだけ例
外が有り修行の一つに「うどん供養」と言うのが有っ
て、お布施として頂いた「うどん」を月二回食べる時、
先祖への供養が込められた大切なお布施（うどん）
だから一本たりとも残さず食べるのですが、此の時
ばかりは大きな音を立て「すすって」食べる事が供
養に成ると言う事から「うどん」を食べる時は音を立
てて食べる事が広まった様です。
　韓国などでは食器が金属であり、食器は手で持っ
て食べず食卓に置いて食べますが此れは中国など
の侵略の度、移動を繰り返した事で壊れにくい金属
製にする事と食事に毒を入れる暗殺事件も珍しくな
かったので、王族などはヒ素で変色する銀の食器を
重用したが金属製の食器は重いし熱を良く伝えて熱
いので食器をテーブルに置いて食べる様に成った
様です。一方豊かな森を持つ日本では木の食器が
発達し、木製の碗は軽いし熱も遮断するので手で持
って食べると言う文化が根づいた様です。

会   報  ・  き  た⑷

右肩上がりの工作機械受注額

超硬工具の出荷額

門松は何故立てるのか？

お年玉とは？

「うどん」や「蕎麦」を食べる時なぜ音を立てて、すするのか？

三菱マテリアルが日立ツールを子会社に

機械工具上場商社全社が増収増益

国内企業の６割が「後継者不足」

車を持つと一台一年間でどれ位の税金が掛かるのでしょうか？
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　無人の偵察機や攻撃機が色々と騒がれています
が、実は日本で使われている無人機は約2000機近
く有るそうです、農薬の散布や自然災害の観測、調査
や空撮などで使われており、特に農薬散布のヘリコ
プターは世界大手の「ヤンマー」や「ヤマハ発動機」
など又多数のプロペラを持つマルチコプターをテレ
ビ局などでも空撮に利用しようとしているそうです、
アメリカのアマゾンでも無人機による配達を計画し
ているようですし、イギリスでもドミノピザが無人の
ヘリコプターで配達をする映像を公開しています、
平和利用は大いに必要だと思いますが安全性につ
いてのルール作りも必要ですね。

　【心のアンチエイジング】

　青春とは人生の有る期間を言うのではなく心の様
相を言うのだ 年を重ねただけで人は老いない 理想
を失う時に初めて老いが来る 歳月は皮膚のしわを
増すが情熱を失う時に精神はしぼむ 年は七十で有
ろうと十六であろうと其の胸中に抱き得る物は何か

　　人は信念と共に若く　疑惑と共に老ゆる
　　人は自信と共に若く　恐怖と共に老ゆる
　　希望有る限り若く 失望と共に老い朽ちる

 （一部の抜粋です）　　　　

　日本で有名に成りアメリカに里帰りした、アラバマ
州の余り知られて居ない詩人の詩です。又、ロバー
ト・ケネディーがエドワード・ケネディーへの弔辞に
此の詩の一節を引用したのも有名な話です。

　欧米の調査によると犬や猫などペットを飼う人が
病院に行く回数は、飼ってない人に比べて約２割少
ないそうです。ペットと触れ合うと心を落ち着かせる
幸せホルモンと言われる「オキシトシン」の分泌が増
えるのだそうです、そしてペットには日曜もお正月も
有りません。毎日決まった時間にお散歩や食事の世
話をする事で飼い主の規則正しい生活が出来るか
らかもしれません。

　《夢が後悔に代わるまで人は年を取らない》
夢より後悔が大きく成ったら、年を取ったと言う事。
（実年齢は高くても、夢を持ち続ける人は何時までも
若い、若さの秘訣は「夢」）
アメリカの古い有名な俳優
ジョン・バリモアの一言
 “A man is not old until regrets 
     take the place of dreams.”
　　　　　　　- John Barrymore -
 （1882年2月15日 - 1942年5月29日 代表作　『ドン・ファン』）

　皆様、初めまして株式会社 トナミ商店の越川正典
と申します。
今回は、初めての投稿と言う事で自己紹介と今後
の投稿予告などを書いていこうと思います。
　今までは、金融関係で金の取引などの会社に在
籍していて、父の突然の他界によりトナミ商店を
継ぐ事になり４年目に入りました。
　初めの頃は、工具業界の慣習に馴染めず色々ト
ラブルも多発しましたが、今では自分のやり方を
従業員及び取引先にも納得？？して頂きなんとか
生き延びております。
　子供の頃から父の仕事は、見ていましたがこれほ
どまでに効率の悪い業界とは思いませんでした。
若い頃は、自分が“トナミ商店”を継承するとは考
えてもいなかったので自由にさせてもらいオート
バイレースや整備士などをして生計を立てていた

ので実家とは疎遠でした。
 こんな、皆様とは少し違う人生を歩んで来た私で
す。今後の投稿は、オートバイの事や車の事、工具
業界の私から見た不思議などを書いていきたい
と思います。車の事は、自分で持っているラジオ番
組・ＦＭ湘南ナパサの日曜１９：００～１９：３０
で放送していますが、その時の裏話などを書く予
定です。番組では話せない、不具合や欠点を書き
ますので車購入の参考にしてみて下さい。

実は無人機大国なのです

「青春の詩」 サミエル・ウルマン

ペットを飼うと健康に成れる？

「夢」

コッシーの
言いたい放題
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鈴鹿での当時のニューマシン（ＲＣ３０）の試乗

つづく↑



　最近、生まれて初めて食べるものに出会
った。それはイルカである。伊豆の富戸港で
は時期になるとイルカの追い込み漁が行わ
れ、その界隈では普通に食べられる食材だ
とは聞いていたが、いまだに食べた事は無
かった。
　それが、たまたま昼食を取りに入ったお店
でランチメニューとして「イルカと野菜のショ
ウガ炒め」に遭遇した。C級グルメとしてはこ
れを食べない訳にはいかない、早速挑戦。
結果としてはあまり美味い物ではないと感
じた。
　見た目と味はクジラとほぼ同じ、違いはそ
の香りと言うか匂いがクジラとはちょっと違
う独特の匂いが有る。クジラは子供の頃に
散々食べたと言うか食べさせられたので違
和感なく美味しいと思うが、イルカは慣れな
いせいか美味しいとは思えなかった。
　ところで前にも書いたが、最近とみに飲食
店のテナント料が気になる。たぶん繁華街
であればある程高いはずである。それを回
収するにはかなりの企業努力が必要となる
はずだ。さすればおのずと使用出来る食材
のレベルも決まって来る。
　逆に言えば、テナント料が全く無いか極端
に安い店なら、お喰い得なお店に出会える
可能性が高くなるはずである。なので、Ｃ級
グルメとしては駅の近くでも明らかに持ち家
だと思えるお店か、繁華街からちょっと離れ
たお店を狙う事にしている。
　だがこうして得た情報は、時としてとても
ローカルな情報となり、近くの人でないと行
かない、あるいは行けないと言う事になりが
ちなのが難点である。
　それを承知で敢えて紹介したい店が有る。
場所は荒川区熊野前交差点から都電の線
路沿いに町屋に向い、一つ目の踏切の左側
にひっそりと有る。
店名：熊野前ダイニング「晴蔵」（はれぞう）、
若いご夫婦二人だけでやっている。
何が良いかと言うと、料理全てがとても丁寧
にセンス良く作られて居り、しかも完成度が
高い。その上値段もリーズナブルなのが嬉し
い。特にランチは、昔ながらの大きな羽根釡
で炊き立ての御飯を出してくれる。一杯だけ
無料でお代りが出来るが、その御飯が無く
なった時点でランチは終了となる。

　ちなみにメニューは、ハンバーグ2種、ホ
ッケ焼き、鳥唐、ショウガ焼、特製キーマカレ
ー、お刺身、トムヤムクンラーメン、特製お弁
当などが有る。メチャクチャな感じがするが
皆美味しい。
　ご主人は洋食畑出の人なのだが、自分の
趣味で和食も中華もアジアン、エスニックも
手掛けてしまう。魚貝類も皆旬の物を上手に
使って美味しく仕立てている。
ドリンクもワインを始め日本酒、焼酎、自家製
リキュール等々ご夫妻好みの物が趣味良く
取り揃えられている。小さなお店（最大16～
20名位か）なので夜は必ず予約が必要かも
知れない。
　とは言うものの、中々行く機会の無い場所だと
思うが、何かの拍子でこちら方面に行く事が有っ
たら是非行って欲しいお店である。でも私はこの
辺鄙なお店にランチに通う、北区内の問屋さんの
営業数名とその近くの支部員S海氏と三ノ輪近く
のM川氏を知っている。　（著・渡辺 敏夫）
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Ｃ級グルメ情報

熊野前ダイニング「Hare-Zou 晴 蔵」　TEL 03-6807-9739　荒川区東尾久6-48-8　
営業 ： ランチ11：30～14：00、ディナー17:00～ラストオーダー10：30　定休日 ： 日曜 
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熊野前ダイニング
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　愈々箱根越えです「箱根の山は天下の険」と言わ
れ又「箱根八里」などとも言われますが、箱根八里
は小田原の高札場から三島までの距離を言うそう
です。
　国道一号線を箱根に向かい箱根登山鉄道の踏
切を渡る右手に大きな岩が有ります。
此処を右に入り旧道を進みますが此の岩は「日蓮
上人」が岩の上に立ち故郷の亡き御両親を偲んだ
と言う言い伝えが有ります、昔ながらの道幅と車の
往来も少なく趣の有る家並の中を進み、湯元の手
前で又一号線と合流し三枚橋を渡ります、此の三
枚橋の由来は北条氏の頃は此の辺りが最も川幅が
広く二つの中州に三つの橋を掛け、地獄橋、極楽
橋、三味橋と言い此の三枚の橋を渡り「早雲寺に逃
げ込めば重罪人も罪を免れた」とか「三枚の板で出
来ている橋なので三枚橋」とか言われて居ますが
今も小さな「極楽橋」が掛かっているので此方の方
が正しいのでは。
　北条早雲の菩提寺「早雲寺」を過ぎると22番目
の一里塚が有り「江戸より22里」と書かれて居ま
す。今も残る国の指定史跡「猿沢の石畳」を歩き猿
橋を渡り観音坂、須雲坂、そして金ぴかの「箱根大
天狗神社」を横目に須雲橋を渡ると「女転がし坂
登り一町余」との石碑が有ります。暫く国道を歩く
と「割石坂登り一町余」の石の道標が有り此処から
又旧道に入ります。「大澤坂又は座頭転ばし坂」の
石畳を歩き今も残る寄木細工の「畑宿」を過ぎ「西
海子坂（さいかちさか）」を歩きます、愈々箱根の難
所「かしの木坂」です、「険しき事道中一番の難所成
り、かしの木坂をこゆれば，苦しくてどんぐり程の涙こ
ぼれる」と言われた処ですが今は階段を登ります。
　「甘酒橋」を渡ると又急な「猿滑り坂」に出ます、
「猿公と言えども、たやすく登り得ず、よりて名と成
す」との石碑が有り箱根の難所と言われた処です、
もう一頑張りすると「笈の平」の「甘酒茶屋」です。昔
は四軒の茶屋が有ったそうですが、今も昔のままの
美味しい甘酒を出して居ます。
一先ず休憩をしましょう。

会   報  ・  き  た ⑺

東海道五十三次を歩いて見ませんか東海道五十三次を歩いて見ませんか東海道五十三次を歩いて見ませんか

　此処からは比較的穏やかな坂道の「白水坂」「天
ヶ石坂」と登り杉並木の「権現坂」を登りきると芦の
湖が見え箱根神社の大鳥居を潜り箱根の関所に
到着です、此の関所は特に「出女」（大名の妻女な
ど）に厳しく人見女（関所婆）が居たそうです、如何
に厳しい箱根路でも此処だけでは監視の目が届か
ないので、他に「根府川」「仙石原」「矢倉沢」「谷蛾」
「川村」などにも裏関所が設けられて居たそうです。
　今でこそ箱根は大観光地ですが当時は旅籠など
も無く小田原と三島から其々50軒ずつ移住させた
そうですが旅人の多くは小田原か三島に泊まり旅
籠は余り繁盛をしなかった様です、復元された関所
跡を見たら箱根峠最後の坂の「挟坂」です。
　素晴らしい展望を愛でながら箱根峠を越え、さ
あ愈々下りです「芦の湖カントリー」の脇を通り箱
根西坂旧道入口の看板と「是より京都百里、江戸二
十五里」との石の道標を見ながら歩きます、下りは
三島市が整備したのでとても良い道に成って居ま
す。「甲石坂」（かぶとさか）を過ぎ国道に合流する
と「接待茶屋」の跡が有ります。
　江戸の商人「加勢屋興兵衛」が私財を投じ馬の飼
い葉や旅人に粥や焚火を無料で提供したそうです。
今もバス停に「接待茶屋」の名前が残って居ます。
　旧東海道の間の宿「山中宿」昔、山中氏の居城が有
り天正八年秀吉が山中城を守る四千人に対し三万五
千の大軍で攻め半日で落城させたとか、当時の城は
石垣では無く土塁を築いて作られて居た様です。富士
見平に出ると名前の通り富士山がとても綺麗に見え
ます、芭蕉も「霧しぐれ、富士を見ぬ日ぞ、面白き」と富
士の見えぬ悔しさを読んだそうです、江戸からは下り
ですが京都からでは「小時雨坂」「大時雨坂」「題目坂」
などと「臼転坂」（うすころばしさか）説明板では牛が
転がったとか、臼を転がしたとか言われている様で
す。「愛宕坂」「今井坂」と有り登りは大変の様です。よ
うやく三島の宿に到着です。昔の人が箱根を越えた喜
びが実感できます。
　其れでは「三島神社」に参拝をして「うなぎ」を食べ
て英気を養い次回を頑張りましょう。 （著・佐藤満男）
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『土漠の花』
月村了衛  著
幻冬舎　￥１６００＋税
　第一空挺団の精鋭、ソマリアでの想像を
絶する究極の状況で自衛官は、人を殺せる
のか、人は何処まで人を思えるのか？

『チャーリーとの旅』
ジョン、スタインベック 著　大前正則  訳
サイマル出版会　￥１６００－
　「怒りの葡萄」や「エデンの東」などを書いたスタ
インベックが老プードルの愛犬「チャーリー」と
ドン、キホーテの乗った駄馬ロシナンテに
因んで名続けた「ロシナンテ号」というキャ
ンピングカーに乗ってアメリカ再発見の旅
に！

『暗殺  交代寄合伊那衆異聞』
佐伯泰英  著
講談社文庫　￥６３０＋税
　退屈しのぎに佐伯文庫ですい。此のシリ
ーズも２０冊以上が出て居ます。

『燻製大事典』
大田　潤  著
成美堂出版　￥１４００＋税
　自宅で手軽に燻製作りが出来ますよ、酒
の肴にお正月にでも作ってみては。

『パラドックス13』
東野圭吾  著
講談社文庫　￥89 6
　 1 3時 1 3分 1 3秒、街から人が消えた。無人の東京に残されたのは境遇も年齢も異
なる1 3人の男女。なぜ彼らが選ばれたのか。大雨と地震に襲われる瓦礫の山と化し
た街。そして生き抜こうとする人達の共通項が見えてくる。世界が変れば善悪も変る。
殺人すらも善となる。極限状態で見えてくる人間の真理とは。

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
東野圭吾  著
角川文庫　￥73 4
　東野作品史上、もっとも泣ける感動ミステリー、待望の文庫化 !
悩み相談、未来を知ってる私にお任せください。少年3人が忍び込んだ廃屋。そこは
過去と未来が手紙でつながる不思議な雑貨店だった。
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お　正　月　炬　燵　で　一　冊
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