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　北支部の方々に於かれましては、日頃より東機工活動にご理解ご協力賜り厚くお礼申し上げます。小生、こ
の度の全機工連東京大会開催に当たり実行委員長を拝命致しました。新海支部長様には、企画委員長という
大会準備で最も重要な役処で、また三恵工器の宮川様には企画副委員長、杉浦様には総務委員長として存分
にお力を発揮していただいております。そんな経緯もございますので、この「きた」の紙面をお借りし改めてこ
の大会に臨む我々執行部の考えや思いを述べさせていただきます。
　現下の我が業界は、地産地消の流れの中でのユーザ様の止まらぬ海外移転・ネット通販の隆盛・高齢化
少子化で縮む国内市場と、構造的ともいえる暗い話題ばかりが横行していますが、次回東京大会のテーマに
関しては、我々機械工具流通業にとって前途ある明るいものにしたい、という気持ちがまずございました。そこ
で目を付けたのは元気の良い中小の製造業の方々です。思えば今も世界を席巻している日本の製造業のうち
の多くの企業が、戦後中小企業から成長して大きく飛躍しています。その発展の過程では、間違いなく我々の
同業の尽力が有り、それらの企業と共に発展したことでありましょう。この度、元気で世間の注目を集める中小
企業の方々を取り上げるのは、日本の発展のためにそれをもう一度為したいという願いからのことです。そこで
声を掛けご了解くださったのが、「江戸っ子一号」の浜野製作所の浜野様・「下町ボブスレー」のマテリアルの
細貝様・「コマ大戦」のミナロの緑川様の面々です。大会メインの企画は彼らによるパネルディスカッションと
し、司会は皆様おなじみの橋本久義先生がお引き受けくださることになりました。現時点での中小企業のド
リームチームと言っても決して過言ではない、話題の方々が集ってくださることに付いては、本当にありがたく
感謝しています。
　元気な中小企業の経営者の方々とお話しすると、彼らにいくつかの共通点があることに気付かされます。明
るい・前向き・バイタリティーがあるのは当然なのでしょうが、もう一点彼らの活動は周囲の仲間を巻き込んで、
ネットワークで行われている、ということです。そして、彼らは各々ネットワークのリーダーなのですが、念頭に
有るのは常に「チームの皆のために」という熱い志です。小生が愚考するに、欧米も中国も他のアジアの国々
も、組織とはトップダウンのヒエラルキーによって活動しています。しかし、彼ら元気な中小企業のネットワーク
は、彼らがトップとはいえメンバーとの関係はイーブンなのです。恐らく、このような組織は日本ならではのもの
と思われます。メンバーお互いが対等の立場で知恵や力を出し合い、一つの物事を為していく、このような創
造性が発揮できる国は日本を置いて他にありません。つまり日本にしかない創造力なのです。彼らが世間の脚
光を浴びることも、ここが評価されているからでありましょう。想像してみてください。彼らの取り組みは海外で
はあり得ないものなのです。
　今、我々に必要なのは、現状を打破し一歩前に踏み出す勇気と考えます。待っていても我々を取り巻く状況
は決して好転しません。むしろ悪くなる一方でしょう。そう予測されるのであれば、挑戦できる余力のあるうち
に、出来る挑戦を為そうではありませんか。その思いを込めて大会のタイトルを「挑戦する勇気（NEW　
MADE　IN　JAPAN）」とさせていただきました。皆様には、是非この思いを共有し大会に臨んでいただきた
く、ここにお願い申し上げます。日本の製造業の発展のために、機械工具販売業界が活力を取り戻すために、何
としてもこの東京大会を成功に導きたく皆様の力をお貸しください。

東京大会実行委員長　山田雅英
（山田マシンツール株式会社）

【全機工連東京大会に臨んで】
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会   報  ・  き  た⑵

本部・支部だより

【支部新年会開催】【東機工 平成２８年新年賀詞交歓会
盛大に開催】

　平成 28 年 1月7日（木）ロイヤルパークホテル
に於いて賀詞交歓会が開催されました
今年の参加者は、組合員２２５名、賛助会員・メー
カー・来賓３７２名　合計５９７名が参加
今年度のホスト役は北支部である為、３０名のス
タッフに協力していただきました
今回新しい試みとして、チェロの四重奏にてお客様
をお迎えし、司会の原忠夫さんより開催宣言を告げ
られました。小川理事長の挨拶では本年 10 月に全
機工連全国大会が東京で開催され、大会テーマを
「挑戦する勇気～New made in Japan」とし、仕事に
も組合活動にも果敢に挑戦し、我々の組合の存在を
感じていただける大会にしたいと訴えました。
新海支部長の乾杯でパーティーが始まり、大いに盛
り上がりました。

【賛助会員講師セミナー開催】

　2 月 18 日 ( 木 ) 機械工具会館 6 階ホールにお
いて、賛助会員、日本特殊陶業 ( 株 ) 様を講師にお
招きし『自動旋盤用前挽き工具における切屑処理』
＆『ねじをきる』と題してセミナーを開催しました。
60名参加

【青年部会新年会開催】

　2月9日（火）芝浦『牡丹』におきまして新年会を
行いました。北支部より新海、杉浦両相談役、原、横
田総務委員、羽岡会計委員が出席

　1月16日（土）午後６時より浅草の「シュハスカ
リア・キボン」にて第 9回新年会を開催致しました。
原総務委員（新年会幹事）の司会で開会、新海支部
長のご挨拶、佐藤会報委員長の乾杯でスタート。
ブラジルの代表料理の一つ「シュラスコ」、知っては
いてもなかなか食べる機会のないものです。通常の
焼肉などと違い赤身のお肉をレアな感じで食べら
れてちょっと違った肉料理をご堪能頂けたのではな
いかと思います。
腹もいっぱいになった頃合でサンバショー。浅草の
サンバも有名ですが、間近で見る機会は少ないも
の。最初は目で楽しんで、続いてはダンサーと列に
なって店内を踊り歩きました。年齢に関係なく、皆様
の楽しそうな笑顔が、企画した幹事と致しましては
一番嬉しく感じました。　15 社 45 名（子供 7 名）
参加

【第９回通常総会開催】
　5月18日（水）午後 6時 30 分より銀座木村屋
4 階にある木村屋レストランにて第 9 回通常総会
を開催致しました。
司会進行役の栽松総務部長による開会の辞、新海
支部長の挨拶、ご来賓の東機工関谷副理事長のご
挨拶の後、議事を審議し、予定されていた全ての議
事が承認されました。　　　　１８社１８名参加
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　5月25日（水）午後５時半より機械工具会館6階
ホールで、本人出席40名、委任状出席150名のも
と開催されました。開会にあたり小川理事長から、「昨
年理事長に就任以来組合が抱える諸課題の解決に
取組んで来たが、まだまだ課題は多い。引き続き皆
様の協力をいただきながら更に進めて行きたい。10
月には全機工連東京大会が控えているので、全員で
成功を期したい」と挨拶され、議事に入りました。理
事者側から提案した議案は、提案通り承認され、総会
を終了しました。

　4 月 12 日に発生した熊本地震に対する全機工連
の対応は下記の通り実行致しました。
1. 熊本機械工具商組合の 15社に対し、1社 10 万
円のお見舞金を前西全機工連会長と一条事務局長
が熊本に赴き、高橋理事長にお渡ししました。

【第70回東機工通常総会開催】

　６月２２日（水）午後７時より株式会社ＮａＩＴ
Ｏさんの会議室にて、手品師のダーク広和さんをお
招きしてトークショー＆実演を開催致しました。テー
マは「日本の手品の歴史と人の心の動き方」というこ
とで、手品の歴史については実際の演技で参加者
を？？？！とさせる摩訶不思議な技の数々で魅了し、人
の心の動き方については、人というのは案外簡単に
「コントロールを出来る動作」をしてしまうことを実技
を通して体感し、参加者をこれまた？？な状態にされ
ました。16社 34名参加

【支部講演会開催】

【熊本地震の全機工連の対応について】

　本年10月26日（水）第一ホテル東京にて開催予
定の、全機工連・全国大会　東京大会準備委員会
を続々開催しています
山田大会実行委員長の元、北支部では企画委員長
に新海さん、同副委員長に宮川さん、総務委員長に
杉浦さんが拝命され、大会成功のため打ち合わせを
しております

【全機工連・全国大会の準備委員会
続々開催】

【今後の予定】

7/9（土） 支部の集い
上野精養軒 にて

8/5（金） 永年勤続表彰式・サマーフェスタ
目黒雅叙園 にて

10/26（水） 全機工連・全国大会
第一ホテル東京 にて

1/21（土） 支部新年会　　　　　　　　　　　　
場所未定

　改めて振り返ると昭和５６年９月（１９８１年）に
現在の新海支部長のお父様によって創刊された会
報「京北」、平成６年（１９９４年）に私が会報委員
長を引き継いで以来２２年余、会報「京北」が京北、
城北支部の合併により会報「きた」に成りましたが、
会報委員の皆様や会員企業の皆さまの御協力を頂
き今日まで続けて参る事が出来ました。
　十年一昔などと言われますが、ＮＥＣの９８０１
シリーズ、東芝のワープロ、「ルポ」、そしてワープロソ
フト「一太郎」からウインドーズの「ワード」にと、目ま
ぐるしく変わる情報機器に何とか付いて来ましたが、
時代の進歩と言うか変革の速さには驚くばかりです、
片手で持つのも大変だった携帯電話があんなに小さ
く成ったと思ったら、スマホとやらはまさに歩くカメラ
付きコンピューターに成りました。

会報委員長を山崎さんにお願いするに当り

　最近では３Ｄプリンターで金属部品まで出来る様
に成り機械加工の現場も大きく変わる予感が致しま
すが、矢張り物作りは単にモノを作るのでは無く作る
人の心のこもった物で無ければ成らないのではない
でしょうか、又流通の分野でも通販が大きな力を持っ
て来ましたが、同じように販売でも顔と顔、心と心の
触れ合いが大切なのでは無いでしょうか、最近改め
て日本の物作りが見直されて来て居るのも当然の様
に思います。
　情報が簡単に手に入る今だからこそ、小さくとも心
のふれあいの有る会報が大切なのではと思います、
若い人達の新しい感性で次の新鮮な会報に成る事
を祈念いたします。本当に長い間御協力を頂き有難
う御座いました。

前会報委員長・佐藤満男



　今年に入ってから北九州での仕事が増えまして、
タイに行くよりも北九州の方が多いんですよ。なの
で今回タイトルを苅田でひとりごと　としました。
今ちょうど苅田で夜勤の仕事してますから書きやす
いのですよね。この苅田という地名、馴染のない
人にはいったいどこなんだろう？となりますね。ここ
は海に浮かぶ北九州空港と繋がっている福岡県の
町名です。住所を書くと、福岡県京都郡苅田町～
となります。とてもリッチな町のようです。ＮＩＳＳ
ＡＮやトヨタの工場があるので、税収が多いのでし
ょうね。隣町と比べるとごみ収集や町営施設など、
とても充実しているようです。工場が多い…以外は

外見上特にお伝えする事もないのですが、お伝え
したいのは九州全域で言えると思いますが、ゴハン
が美味しいのです！九州に来ると肥えますよー。う
どん、とり天、焼酎、小倉牛、ちゃんぽんなどなど、
比較的Ｂ級グルメっぽいのがとても美味しいので
す。あともつ鍋、鳥の水炊きなどもよだれが出てき
て困ります。魚は玄界灘　周防灘の魚が美味しい
し、まあ、あまり見かけないのはマグロのトロです
かね？でも白身の魚を九州系の甘口醤油で刺身に
して頂くとココロが癒されてついつい食べ過ぎてし
まいます（笑）。そんな私の強い味方は最近飲んで
いる糖尿病予備軍向けのクスリ（スーグラ）と、中

司 精 機 株 式 会 社
総務部長 栽松利晃

苅田苅田（かんだ）
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東京都機械工具商業協同組合北支部の皆さまへ

　東機工北支部の皆さまこんにちは。
ダイジェット工業と申します。この度本会報にて私た
ちの会社を紹介させて頂けるとの事で、大変感謝して
おります。この場を借りて御礼申し上げます。
　ダイジェット工業は、1938年創業の老舗超硬工具
専業メーカーです。創業以来、産業における超硬合金
の役割に可能性を見出し、独立独歩で超硬工具の革
新と加工の進化を拓いてきました。当社では素材・
製品の開発に加え、原料粉末の調整から一貫して社
内生産を行っております。自社一貫生産によるトータ
ル技術と豊富なノウハウの蓄積により多様なユー
ザーニーズにお応えでき、安定した高品質な製品を
提供することができます。
　ダイジェットは工具の性能を最大限に発揮する最
適な素材を組成成分・配合から検討し、独自のノウ
ハウで製品に作り込んでいきます。近年、耐熱合金や
複合材料・高硬度材といった難削材の加工が増える
中、当社は「長寿命で確実・正確に、しかも高精度な
加工を実現する工具」を最大の命題とし、革新的な製
品を次々と市場に投入しております。超硬ドリルや超
硬エンドミルだけでなく、「モジュラーヘッドシリーズ」
などのチップ・ヘッド交換式工具へも広げ、豊富なバ
リエーションを揃えております。
　また、このような切削加工工具だけではなく、延ば
す・引き抜くなどの力をかけることで材料を変形さ

せる塑性加工用の工具も製造しております。塑性加
工工具には耐摩耗性や耐衝撃性、耐熱強度、耐蝕性
など厳しい要件が求められます。そのような中でもダ
イジェット製品には、工具材料に対する深い知見と
長年培った技術力が活かされております。
　生産拠点は国内3か所（大阪本社工場、大阪富田
林工場、三重工場）に集約しており、的確・迅速な供
給体制を整えております。営業拠点についても、日本
国内だけでなく海外にも積極的に拡充を図り、グ
ローパルな販売体制の構築を進めております。
　今後もダイジェットは超硬工具の新たな可能性に
挑み続けます。
　北支部の皆さまもダイジェット工業を何卒宜しくお
願い申し上げます。

ダイジェット工業 ( 株 )
東京支店　田中啓太



　今回は、燃費の話に触れてみたいと思います。
燃費は運転する人によってかなり変わるのは皆さん
もご存じだと思います。
例えば、私の乗っている噂の日産・デイズターボで
すが、カタログではかなり良い数値を出しています
が実燃費は、街中チョロチョロ乗りでリッターあたり
１０㎞程度しか走りません。
軽自動車がこの数値はかなり酷い数値です。
高速道路を８０～１００㎞ /h くらいの走行でも、
リッター１５㎞を超えれば良い方でだいたい１３
㎞くらいがいつもの燃費です。そう、この車は例の
燃費偽装が行われた車なのです。
　私は、車のインプレッションをラジオでお届けし
ているのでほとんど全メーカーの軽自動車に乗りま
した。実際、走行距離もインプレッション時には少
ないので燃費は燃費計でしか分かりません。
確かに、スズキやダイハツ・ホンダなどのノンター
ボ軽自動車はリッターあたり２０㎞を超える車があ
りましたが・・・・・・その時の走行は実用的な
走行ではなく、セールスマンに言われて燃費重視
の走行で出た数値です。
　皆さんは、カタログなどでコンマ数キロの差をど
の程度重視しているでしょうか？メーカーはこのコン
マ数キロを争って、今回の偽装問題に発展しました。
カタログでの数値は、どのように出されているの
か？？ニュースなどで言われている卓上の計算でカ
タログに載せた！！これが全メーカーのしている事で
す。
　燃料は加速時に沢山使い、巡行時にはあまり使
わないのは皆さんもご存じだと思います。
ここで、カタログ上の数値は？そうです、巡行時の
数値です。しかも平坦な状態で無風を想定していま
す。こんな道路はないので当然、実際の数値はカ
タログより５０％ほど下がるのが実情です。
私の友人に、メーカーの開発担当をしている者が

います。彼に聞いたところカタログ数値を出せるの
はかなりの条件がそろわない限り出ないそうです。
今回、三菱は卓上の計算を盛りすぎたのが原因で、
全メーカーがカタログ上の数値はなかなか出ない
のが現実です。
　もし皆さんが燃費重視で車両を選ぶのであれば、
こんな所を見て頂くと良いと思います。
１．排気量（少なくて、ノンターボの物）
２．重量（軽ければ軽いほど良いです。）
３．トルク（高ければ、低回転で車両が発進出来
　　るので高燃費が期待できます。）
４．車両形状（球体に近いものが空気抵抗が減少
　　して高燃費につながります。）
　お気付きでしょうか？高燃費を狙う上で、ハイブ
リットは入っていません。
なぜか？？
　ハイブリッドの燃費は、非常に良いものが多いで
すがそうでない車両も沢山あります。高燃費でガソ
リン代が日常で安く済んでも購入時に高くつくので
あれば、費用対効果は下がります。
　車両にもよりますが価格差を埋めるには１０万㎞
を超える必要と 1 日の走行距離が１００㎞前後走
る条件（プラグインは除外）が必要です。この条
件は難しいです。
　とは言っても、地球環境を考えるのであればハイ
ブリット＆電動カーは必要だと思います。
高燃費車両を選ぶ 4つの条件。
きっと、条件に合う車両はカッコ悪くつまらない車
両なんでしょうねぇ
　私が車を選ぶ時は、１に形・２に必要性・３、
４がなくて５に燃費って感じです。

　皆さんの車選びはどこを重視されますか？？
次回は、オイルの換え時・選び方を書いてみよう
かな？

コッシーの
言いたい放題
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株式会社 トナミ商店
              越川正典

　今年に入ってから北九州での仕事が増えまして、
タイに行くよりも北九州の方が多いんですよ。なの
で今回タイトルを苅田でひとりごと　としました。
今ちょうど苅田で夜勤の仕事してますから書きやす
いのですよね。この苅田という地名、馴染のない
人にはいったいどこなんだろう？となりますね。ここ
は海に浮かぶ北九州空港と繋がっている福岡県の
町名です。住所を書くと、福岡県京都郡苅田町～
となります。とてもリッチな町のようです。ＮＩＳＳ
ＡＮやトヨタの工場があるので、税収が多いのでし
ょうね。隣町と比べるとごみ収集や町営施設など、
とても充実しているようです。工場が多い…以外は

外見上特にお伝えする事もないのですが、お伝え
したいのは九州全域で言えると思いますが、ゴハン
が美味しいのです！九州に来ると肥えますよー。う
どん、とり天、焼酎、小倉牛、ちゃんぽんなどなど、
比較的Ｂ級グルメっぽいのがとても美味しいので
す。あともつ鍋、鳥の水炊きなどもよだれが出てき
て困ります。魚は玄界灘　周防灘の魚が美味しい
し、まあ、あまり見かけないのはマグロのトロです
かね？でも白身の魚を九州系の甘口醤油で刺身に
して頂くとココロが癒されてついつい食べ過ぎてし
まいます（笑）。そんな私の強い味方は最近飲んで
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　今年も「うな丼」の季節がやって来た。
今年の扱い店は「すき家」「吉野家」「く
ら寿司」「なか卯」である。
今年の価格体系は
　「すき家」
　◉　＜うな丼＞￥780
　◉　＜うな牛＞￥880
　◉　＜特うな丼 2 枚付＞￥1180　　
　「吉野家」
　◉　＜うな重＞￥750
　◉　＜うな重 2 枚付＞￥1150
　◉　＜うな重 3 枚付＞￥1650　

　　「くら寿司」
　◉　＜うな丼＞￥680
　◉　＜うな丼 2 枚付＞￥ 980　　　　
　　　「なか卯」
　◉　＜うな重＞￥790
　◉　＜特うな重 2 枚付＞￥1190

　「くら寿司」が値上げした以外は去年と
同じ価格である。先ず「吉野家」は、鰻
が少し小振りになったみたいで、身も他
と比べて薄くチョット落ちる感じ。
「くら寿司」は値上げはしたものの価格と
しては一番安い。味も去年と同じ感じで
先ず先ず。只、一寸タレが多過ぎるのが
気になるが、タレ好きには嬉しい。
「すき家」は身も厚く美味しい、でもやは
り￥ 100 プラスして「うな牛」の方がお
得な感じがする。
　「なか卯」は去年と同じ様に、身も厚く
香りも有り美味しいのだが、少し硬くな
った様な気がするのは気のせいか。
コストパフォーマンスとしては「くら寿
司」が一番だ。品質的には「吉野家」が
チョット落ちる感じがする程度で、値段
から言って皆そこそこ旨いと思う。
　余談だが「華屋与兵衛」に鰻が有ると
言うので行って見た。入口にメニューが
有ったので早速調査。＜うな重＞￥2380、
＜黄金うな重＞￥2680、これはＣ級グル
メの守備範囲以外と言う事で入り口で退
散。
　また初めての料理に挑戦してみた、「モ
ンゴル料理」だ。以前支部の講演会にも
来てくれたサックス奏者の坂田明氏は、
ミジンコの調査でモンゴルに 1 ヶ月程滞
在した事が有ると言う。その時坂田氏が
「いいか、な～んでも羊なんだ。肉はもと
より野菜だろうと煮物だろうと、ぜ～ん
ぶ羊の油が使われているんだ。だから、

何を食べても羊の匂いなんだ。それが毎
日 3 食、毎日続くんだぞ。最初はいい、
三日目くらいから羊の匂いが鼻に付いち
ゃって、そりゃあたまったもんじゃない
ぜ」と言っていたのを思い出した。少し
ビビりながら娘一家を誘って行って見た。
頼んだ物は、
1. バンシタイツァイ（白いスープの中に   
    ギョーザ風）￥800
2. ホーショール（牛肉入お焼き風）
    3ｹ￥1100
3. ボーズ（羊肉入シューマイ風）
    6ｹ￥850
4. ツイウァン（モンゴル風焼きうどん）
    ￥880
5. モンゴルうどん羊肉入￥850
6. ポテトサラダ
7. モンゴル風ミルクティー（モンゴル茶
にミルクを入れた塩味の飲み物）
　モンゴル人の若い夫婦だけでやってい
る様子で、最初から本格感満載である。
ポテトサラダは違和感なくとても美味し
く食べられたが、他の物は当然ながら皆
モンゴル風であった。
　メニューに牛肉と書いては有るが牛肉
と言う感じはせず、羊肉と牛肉の中間の
ような感じがした。モンゴルの牛肉はこ
んな味なのか？
　麺は硬いヒモカワ風で皆妙に短い。ス
ープは皆塩味で薄味の為、テーブル上の
塩とコショウで適当に調整する方がいい
かも知れない。
　東南アジア料理の様な強い香辛料は使
われておらず、とてもシンプルな料理で
ある。マトンの香りは思っていたよりソ
フトで、臭くて食べられないと言う事は
無かった。
　これでも全て日本人向けの味にしてあ
るのだとは思うが、馴染むのには時間が
かかりそうだ。皆完食したが、只一つモ
ンゴル風ミルクティーは全員ギブアップ
で残してしまった。
　勿論モンゴルでは羊の乳を使うのだが
これは牛乳だと言う、しかし牛乳の香り
はしない、モンゴル茶のせいなのか独特
の匂いだ。それに、塩味と言うのがどう
も馴染めない。
　お店に居る間中モンゴルツアーに来た
感じで、ツアー料理を堪能させてもらっ
たという感じであった。興味のある方は
是非一度行って見て下さい。
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Ｃ級グルメ情報

「モンゴル料理」　TEL03-6458-2128
★アクセス： 西日暮里より徒歩約13分,JR西日暮里駅から尾久橋通りを北に向い、
　　　　　   明治通りとの交差点の手前10ｍ左側。消防署の3軒先。
★営　　業： 17：00～24：00
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「お遍路」

四国八十八ヶ所霊場を巡って見ませんか
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四国八十八ヶ所霊場を巡って見ませんか

　今年は６０年に一度の丙申（ひのえさる）で閏年、
一番からでは無く８８番からの逆回りで御利益が３
倍に成るそうです、全行程約１４００ｋｍ困難で厳
しい修行のイメージが有りますが、近年は一人旅や
アウトドア感覚など、宗教的な目的では無く沢山の人
達が訪れて居ます、歩き遍路では約４０日以上、車
でも約１０日以上掛かります、私は車で回りましたが
のんびりと２年に渡り半分ずつ回りました。
　お大師様「弘法大師、空海」は宗教家であると同時
に心理学者で医学、鉱物学、地質学などの知識も
持った方の様で、一番「霊山寺」から始まる発心の道
場「発心」とは字の通り始める心ですが一番から十番
くらいまでは穏やかな街並みと次のお寺までの距離
が短く、修行の道場に成ると次のお寺まで６０Ｋｍ
から９５Ｋｍと二日掛かりに成る所も有り、土佐の
太平洋を望む荒々しい所を廻ります、然しお魚は美
味しいし景色も良く辛い修行も癒されます、菩提の道
場に入ると「伊予」「愛媛」の暖かな気候と美味しい
果物そして道後温泉など、涅槃の道場に入ると６６
番「雲辺寺」から８８番「大窪寺」まで余り距離も無く
琴平、高松、丸亀と瀬戸内の穏やかな景色や「金毘
羅神社」「屋島」など名所、旧跡、そして「讃岐うどん」
も是非ご賞味を、然し一番が地元の皆さんの「御接
待」の心の温かい触れ合いで何よりの励みに成りま
す。いっぺんに廻るのでは無く少しずつでも、何年掛
けても、車で回っても、御利益に変わりは無いそうで
すから、是非一度初めては如何ですか、ＪＲや大手
旅行社などでもツアーでやって居ますし、のんびりと
気儘に自分の車で観光とグルメを楽しんでも良いの

ではないでしょうか。
　発電所や日本初の市電を走らせたりと明治の政府
は若い力を引き出して活用した現在にも通ずる施策
かもしれません、三井寺への参拝もして愈々京都に
入ります。
　武蔵坊弁慶は五条の大橋ですが我々は三条大橋
です、此処も昔は刑場が有り三条河原にさらし首など
と見せしめの為とは言いながら意外に昔は残酷だっ
た様ですね、三条大橋を渡ると尊王思想家の「高山
彦九朗」が皇居（京都御所）に向か望拝（土下座では
有りません）する銅像や弥じさん北さんの銅像が待っ
て居て呉れます。
　とうとう着きましたね大変お疲れさまでした、江戸
から京都約１２６里６丁（約４９６Ｋｍ）新幹線な
ら三時間も掛からない距離を昔の人は約十五日近
く掛けて歩いたのです、私は３４日間掛かりましたが
其々の土地の地名の由来や風俗などがみられ大変
印象深い旅でした、此処を歩くと次は中山道や甲州
街道、奥州街道などが歩きたくなりますよ、では京都
「錦市場」でお土産などを買い八坂神社や祇園を見
物し其の奥に有る禅宗の「建仁寺」にお参りなどして
は如何ですか、色町の奥に戒律の厳しい禅寺を作る
などどちらが先かは分かりませんが懐の大きな京都
です。
　後半は少し急ぎすぎましたが如何でしたか是非一
度歩く事をお勧め致します。

（著・佐藤満男）
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オリジナル名刺・封筒・伝票・社内報など印刷物はなんでもやります。
デザインから編集・印刷・発送・納品まで

三宏印刷株式会社
東京都北区田端新町1-7-8SKビル1F
ＴＥＬ.03−3810−0035  ＦＡＸ.03−3810−0038

『世界史で学べ !地政学』
茂木  誠  著　祥伝社　￥1 , 6 0 0＋税　   
駿台予備校の世界史講師が送る今日の各
地の紛争を地理的に分析

『カエルの楽園』
百田尚樹  著　新潮社  ￥1 , 3 0 0＋税
愚かなのは誰か、井の中の蛙（日本人）必
読の書

『日本人だけが知らない「本当の世
界史」』
倉山  満  著　ＰＨＰ文庫   ￥6 2 0＋税　

『ゼロ戦特攻隊から刑事へ』
西嶋大美、太田 茂著　芙蓉書房出版
￥1,800＋税

『怒涛の世紀 （一部～七部）まで』
森　詠  著　文芸社文庫  ￥6 8 0＋税　　
日本と中国の戦争を描く8 0％の日本人が
中国を嫌う今に

『精霊の守り人』
上橋菜穂子 著　新潮文庫　￥552＋税　　
ＮＨＫでドラマ化。先住民の伝承などを人類
学者らしく物語に闇の守り人、夢の守り人、神
の守り人（上、下）などシリーズものです

『空母いぶき（コミック）４版』
かわぐちかいじ 著　小学館　　￥552＋税

夏休み木陰で一冊
たまには木陰でこんな本も如何ですか

　電子書籍リーダー、アマゾンのキンドル「ペーパーホワイト」夏休みに高原や海辺で読書など、
軽くて２０５ｇ文庫本などを読むには文字の大きさが替えられ本を持ち歩く事も要らない便利
な物です、￥１６８００－本棚を買う事を思えば安いかも？キャンペーン情報付きには御注意
を毎回コマーシャルが初めに出るそうです。

　日頃何気なく行っている「おじぎ」、本来は物事
を行うのに丁度良い時期「時宜」（じぎ）で辞儀に成
ったのは江戸時代頃だそうです、諸説ありますが弥
生時代から「おじぎ」をする習慣が有った様です、
身分の高い人にはひざまずいて頭を下げていた様
です、戦国時代に成ると「茶の湯」の流行から正座
での礼が定着、此れは直ぐに立ち上がり難い為武
士のトラブルを防止する為とも言われます、江戸時

「 おじぎ 」 代に成ると武士が「正しい礼儀作法」として定めら
れた立礼や座礼などの「おじぎ」の仕方が、庶民の
間にも浸透し広まって行ったようです、因みに、「お
じぎ」をする際に体の前で左手を右手に重ねるしぐ
さは、利き手を隠す事で「刀を持って攻撃をする意
思が無い」事を示した名残だそうです、一方で最近
の接客マナーなどでは何時でも直ぐに手を差し伸
べられる様に「右手を上にして重ねるのが良い」と
言われて居るそうです、時代と共に「おじぎ」も変わ
って行くのですね。

　【ご存知ですか】


