残暑である︒単身も ケ月を過ぎたこ

時期は 月頃︑この頃の千葉はまだ

た時の話です︒

時代︑単身で千葉に単身赴任をしてい

第一話 小生が前職のサラリーマン

り︑今思うと不思議に思えてならない︒
母が信じたように本当に身代わりにな
って身を守ったのか不思議な出来事で
第三話 今から︑ 年程前のことで

した︒

る時にうっかり階段を踏み外してしま

ち︑気が付くと﹁大丈夫ですか︑救急

を唱えた︒何回か口の中

車呼びますか﹂放心状態でしたが自分

さに身体を反転させましたが転がり落

の強烈な金縛りが取れた︒

で立ち上がりどこも異常がないことが

ったのです︒
﹁駄目だ︑落ちる！﹂とっ

あれは何だったのだろ

話です︒小生の母親が夕方買い物帰り

第二話 小生が小学校低学年の頃の

﹁あの高さから転げ落ちて︑かすり傷

の場を友人と一緒に立ち去りました︒

の人に心配して頂いたお礼をして︑そ

丈夫です︑大丈夫です﹂と友人と周り

めないのですが︑真夜中にカン︑カン︑

小生一度寝入ると途中で余り目が覚

時頃にはベッドの中に︒小生は寝つ

任のアパートに戻り︑シャワーを浴び

身代わりになって身を守ったと信じ︑

が判明︑母はお守りが自分を事故から

守りが真ん中で二つに割れていたこと

た︒事故の後母親が身に着けていたお

お守りを大事に身に着けている人でし

その時の話ですが︑母親は日頃より

力が働いたのか︑それとも守護霊か

と思われるが︑自分の本能的な運動能

た︑このお蔭で怪我をしなくて済んだ

に持ち上げられ宙に浮かんだ感じがし

を思い出してみると︑一瞬︑何かの力

歩きながら冷静に転げ落ちる時のこと

ら言われたが確かにそうだと思った︒

一つしなかったのは奇跡だ﹂と友人か

カンと誰か金属の階段を上ってくるハ

きが良い方でありすぐ寝入った︒

た︒生意気盛りの小学校低学年の小生

供たち全員にお守りを首から提げさせ

提げていた記憶がある︒
しかしあの母の事故の後母親から見
せられた真ん中で二つに割れたお守

あるが不思議な出来事でした︒

代々の先祖か守ってくれたのか不明で

丁重に買い求めた神社に返納した︒

うこんな遅い時間にと思った瞬間︑強

には恥ずかしかった︒友達からは﹁雄

午前 時か 時頃と思われる︒誰だろ
烈な金縛りに︑体が全く動かない︑声

三︑何を提げてるんだ﹂と珍しがられ︑
したが駄目で小学 年生までお守りを

それが嫌だった︒母親に何回か抗議を

どうなっているのだと思いながら金縛

事を思い出し﹁南無阿弥陀仏 なむあ

その時とっさに小生が浄土宗である

り状態は続く︒

を出そうと思うが声も出ない︒これは

すっかりお守り効果を信じた母は子

イヒールのような靴音がする︒時間は

打撲で済みました︒

に横断歩道を渡ろうとして車にはねら

わかり︑
恥ずかしさと照れくささで﹁大

う？本当にあった不思議

で唱えていると突然スー

たホームから出口に向かう階段を降り

す︒
ＪＲ大宮駅で乗り替えの為到着し

あるが友人と旅行で出かけた時の話で

3

と力が抜け︑先ほどまで

No. 4190-ISO 9001

れました︒怪我は大事に至らなく足の

な体験をしました︒

思います︒本当に起こった事を紹介します︒

不思議な出来事は誰もが体験した事があると

本当にあった不思議な話

木戸竜一
加藤恒夫
桜 井 道
松村克恵

ろ︑お客さんとの会食が終わり単身赴

6

9

2

みだぶつ︑南無阿弥陀仏 なむあみだ

6

雄 三
中 村

1

ぶつ ﹂
…必死に南無阿弥陀仏と︑お経

代表取締役社長
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平成 年 月 ︑ 日に開催さ

冷え込み︑手が悴むほどです︒そ

温は５ ︑夜も更けるとめっきり

収作業が始まります︒この日の気

のもと︑夜を徹しての大規模な撤

日本通運様をはじめ各協力会社様

の後の寂しさを感じる間もなく︑

もてぎ﹂ではありましたが︑祭り

静寂を取り戻した﹁ツインリンク

人々の歓声もすっかり落ち着き︑

その後︑オートバイの爆音と

得て華々しく幕を閉じました︒

たず︑年間優勝という偉業をなし

マルク・マルケスが最終３戦を待

インリンクもてぎ︶は︑ホンダの

ｏｔｏＧＰ︶の日本ラウンド︵ツ

れたロードレース世界選手権︵ｍ

21

れでも数十台の大型車両と︑沢山

３年連続︑５度目のｍｏｔｏＧ

Ｐチャンピオンを獲得したマルク・

今季の戦いは昨年よりも﹁ストレ

マルケス︵レプソル・ホンダ︶は︑
スが少なかった﹂と語った︒

先日ツインリンクもてぎで行わ
れたｍｏｔｏＧＰの日本ＧＰ︒勝
利を収めたのは︑レプソル・ホン
ダのマルケスだった︒この勝利に
よりマルケスは︑２０１８年のチ
ャンピオンに輝いた︒

マルケスはこれでタイトル３連

覇︑昨年はシーズン最終戦までも

宇都宮市秋季

軟式野球大会１回戦

月 日 駒生運動公園

初戦の対戦相手は︑奇しくも

つれ込んだタイトル争いだが︑今

相手ＢＬＡＣＫ︒同じ相手に二度

年はドヴィツィオーゾがポイント

ースを残した日本ＧＰで決してし

負けるわけにはいかないと︑今回新入

かなかった︒

くも初戦敗退となり︑リベンジとはい

リーンナップが凡退してしまい︑惜し

満塁︑一打逆転サヨナラの場面で︑ク

つき最終回には６ ５
―と一点差まで詰
め寄ったが︑６回の裏︵最終回︶１死

その後︑アクティ軍は何とか食らい

奪われてしまった︒

すると︑ヒットと四球でこの回４点を

相手先頭バッターにホームランを献上

一点を先取した︒しかし︑２回の表︑

野が盗塁と相手エラーの間に幸先よく

その裏に︑フォアボールで出塁した前

え上々の立ち上がりを見せた︒すると

崎︒初回︑ノーヒットで三者凡退に抑

ィ軍︒先発マウンドにはルーキーの篠

部員を迎え︑リベンジに燃えるアクテ

まった︒

一昨年に７ ５
―で敗れた因縁の

(ア) 篠崎・吉田−大谷 (２) 谷口、篠崎、大谷

を逃すことも多々あり︑結局３レ

14

20

の作業員の方々は次の開催地︵オース

10

10

トラリア︶へ向け︑明け方まで黙々と

アクティチャレンジ 1

30

作業を行いました︒

このような華やかなイベントの影で
は︑裏方に回り︑縁の下の力持ちとな
ってイベントを支えている方々が沢山
いるという事を︑少しでも皆様に感じ

また︑作業に従事していただきまし

て頂けたら幸いです︒

た関係各位のご協力のもと︑今年も無

この場をお借りいたしまして厚く御

事に業務を遂行する事ができました︒

礼申し上げます︒
営業部部長 木戸 竜一

BLACK

2 0 1 0 1 5

アクティ軍
惜敗 ！

1 2 3 4 5 6 計
0 4 0 0 2 0 6
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ツインリンクもてぎ
ツインリンクもてぎ 搬入作業
搬入作業

motoGP
motoGP2018
2018

覚に関しては悪い部分もありました︒居酒

間がなくなったことでしょうか︒嗅覚と味

上がりしました︒ひ
じる様になりました︒ちゃんとサーバーを

屋で生ビールを飲むと︑店によって臭く感

月から煙草が値

と箱５００円前後だ
洗ってないと臭いと聞いたことはありまし

そうです︒私は今年
の２月中旬に禁煙を
文するようになりました︒喫煙時間に関し

たが︑実感するのは初めてで瓶ビールを注
ては会社にいても︑喫煙所に行っている時

車で行くので︑煙草を吸わない時間が長く
なりそうだったからです︒途中ゴールデン
くなりましたが︑喫煙所では喫煙しながら

間や︑出先では喫煙所を探す時間などがな

開始しました︒きっかけは出張で岐阜まで

煙草を２本してしまいましたが︑それ以外
コミュニケーションを取れていたのも事実
６年程前に１度禁煙外来に行って禁煙に

です︒

していきたいです︒
専務取締役 中村 悟志

通信販売部では︑お年賀や年末年始の販促商品

も販売しております︒年賀状の印刷から︑壁掛け

カレンダー︑卓上カレンダー︑タオル︑トートバ

ッグ︑ボールペンなどすべて名入れすることがで

きます︒もちろんのし袋やのし箱などにも印刷致

また︑ギフト商品も販売をはじめ︑お菓子や飲

します︒

料などの食品や洗剤やタオルなどの日用品もお歳

暮やお年賀にご好評頂いております︒カタログが

ありますので︑ぜひお問い合わせください︒

通信販売事業部部長 桜井 道

１９６４年からＮＨＫで放送

Ｍに使われるなど︑最近でも露

ャラクターが多く︑再放送やＣ

バチョやトラヒゲなど個性派キ

っこりひょうたん島﹂︒ドン・ガ

根強い人気を誇る人形劇﹁ひょ

され︑ほぼ半世紀を経た現在も

其の二十三

ウィークにバーベキューをした際にもらい
は現在まで続いております︒そのもらい煙
草をした日の夜と翌日が一番きつかった記
憶があります︒

挑戦しましたが︑ か月程で断念してしま
10

禁煙を始めた当初は全くいいことがあ

いました︒ 月で禁煙 か月目を迎えるの

10

でまずは か月を超えることを目標に継続

12

10

りませんでした︒ストレスが溜まる︑太
る︑ニコチン無しの電子タバコのような代
替品がお金がかかる等︒禁煙前までは１年
程加熱式煙草を吸っていました︒最初の方
はニコチン無しの電子タバコを吸ってごま
かしていましたが︑吸いごたえがなく︑ど
んどん吸ってしまって煙草を吸っている時
よりもお金がかかりました︒
禁煙を始めて良かったことは︑嗅覚と味

作：木戸竜一

ことが︑その背景にあるとの事だ︒

とも︑家庭の事情で親に頼らずに育った

氏︑担当ディレクターの武井博氏の３人

のだという︒井上氏︑共作者の山元護久

死んだ人間のもつ明るさを描きたかった

親や大人に絶望したうえでもつ明るさ︑

より︑食糧問題も発生せず︑子供たちが

死んだ子供たちの世界として描くことに

ートピア﹂としてひょうたん島を設定︒

は︑﹁大人たちに絶望した子供たちのユ

井上ひさし氏が後年に明かした︒井上氏

後の物語なのだという︒作者の

山の噴火で全員死んでしまった

ひょうたん島へ遠足に行き︑火

ンデー先生と５人の子供たちが

出が多い︒実は︑あの物語は︑サ

ホントの 話

10
覚が戻ってきたことと︑喫煙に取られる時

第84回
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アクティチャレンジ通信販売部

足利フラワーパーク
私の思い出に残っている場所は︑足利フラ
ワーパークです︒
足利フラワーパークは︑東北自動車道佐
野藤岡ＩＣより︑国道 号前橋・足利方面へ
約 分くらいの場所にあります︒大藤は栃
木県天然記念物に指定されております︒見
ごろを迎える 月中旬から 月中旬の一か

やかになったのを覚えています︒この文章を

あったので︑この場所の大藤を見て︑心が穏

仕事でミスをして落ち込んでいた時期でも

この場所に最初に訪れた場所だからです︒

アクティチャレンジに就職したころに家族で

この場所を思い出の場所に選んだ理由は︑

ます︒

月間は︑﹁ふじのはな物語﹂が開催されてい

5

書きながら︑また足利フラワーパークに訪れ
てみたいと思いました︒

国営ひたち海浜公園
思い出の場所というほどではないのです
が︑私は茨城県ひたちなか市にある﹁国営ひ
たい海浜公園﹂が好きです︒毎年ゴールデン
ウィーク頃になると︑ネモフィラが公園内の
丘を一面青く染めて︑天気が良いと空と海の
青とネモフィラの青が混ざり︑まさに絶景に

実はこの場所は︑数年前に持病で入院し

なります︒
公園内はかなり広く︑歩いて見る人がほ

ていた妻を退院後に最初に連れて行った場

所です︒病室からでは桜の木が見えないの

とんどですが︑レンタルサイクルもありま
す︒︵乗ったことはないのですが ︶
…

で︑お花見に行きたがっていた妻は寂しそう
でした︒

桜の木とは違いますが︑一面のネモフィラ

はとても綺麗でした︒思い出の場所というよ
り︑特別な場所ですね︒

軽車輌部 荒井 祐輔

ち着きます︒
のおしゃべりが◎

早口は禁物︑スローペース
位 双子座 …

ち止まるのも勇気︒

無理はトラブルのもと︒立
位 牡牛座 …

客観的に考えることで︑心
位蟹 座 …

の中のわだかまりが癒えて
いくでしょう︒
何かとギャップを感じる
位 天秤座 …

時︒雰囲気を上手に感じて︒

き︒ゆっくり深呼吸しての

エネルギーを充電したいと
位 獅子座 …
んびりと︒
分転換を大切に︒

疲れやすい時︒お休みと気
位魚 座 …

な可能性も検討が必要︒

今月の即断即決は ︒
位 射手座 …
×別

私の愛読書は︑﹁ジョ

ジョの奇妙な冒険﹂です︒

最近では︑実写映画にな

るほどの人気の高い漫画

です︒作品全体のテーマ

は︑﹁人間讃歌﹂であり︑

表現方法とホラーサスペンス的な不気

仲間との絆︑強敵との死闘︑個性的な

味さのある物語です︒

内容的には︑スタンドと呼ばれる精

神エネルギーを具現化した能力を使う

人間同士の戦いが基本で︑様々な能力

があるスタンドの攻防が骨子となりま

す︒

各部に分かれており︑最後の敵は︑

毎回時間に関する能力を持つものが現

れ︑時間を支配できる者にどう主人公

が立ち向かっていくのもこの漫画の魅

力の一つだと思います︒冒険好きの方に

お勧めしたい漫画です︒

貸切部 渡邊 剛士

アクティチャレンジ社員一同

しくお願い致します︒

これからも︑ご指導のほど︑宜

でも若々しく︑パワフルな社長︒

た︒常に第一線で活躍して︑いつま

月 日︑誕生日を迎えられまし

29

4

愛読書

10

50

貸切部 鈴木 紀光

人間関係を築ける月︒

位 水瓶座 …
人から感謝され︑発展的な

開︒好きな事に集中して過

相変わらずエネルギー全
位 牡羊座 …

ごせる一ヶ月︒
身近な人たちと関係性を
位 乙女座 …

見直す時︒変えていけばハ
ッピーな毎日に︒
誰にも出来ないことに挑
位蠍 座 …

戦︒特別な技が身につく時︒
知らないうちに傷ついてい
位 山羊座 …

る体の声を聴けば︑心も落

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4
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みんなの広場

