本日のテーマは【中
立】 です。
筆者（津田）は整体
院経営者なのですが、
事業を営んでいると、
周りのつながりあるお
客さん同士がケンカと
いうか、対立すること
が時々ですがあるので
す。これは世の中のみ
んな心の内や考え方な
ど違うから仕方がない
ことではあります。
ラーメンやパンひと
つとってもそうですよ
ね。私がこのラーメン
やパンが美味しいと思
っても、紹介された側
の人が『美味くない』
という場合だってあ
るのです。
例えば、江別市や札
幌市厚別区には、この
地域で繁盛している
『ど◎ぐ◎』というパ
ン屋さんがあるのです
が、ここのパン屋の評

判は実に千差万別なん
です。ここのパン屋さ
んは、とても美味しい
という声もあれば、そ
れほど美味しくない等
々、すごく評価が分か
れちゃうんです。
ただ、
ラーメン屋やパン屋で
したら千円前後ですの
で、もし紹介した人の
口に合わなくても、ま
あ許せます。評価（意
見）が違っても許せま
す。
ところが、金額が高
くなると違ってきま
す。高額な金銭絡みで
一度意見の相違やトラ
ブルがあれば『はい♪
はい♪』とはなりませ
ん。当然ですが互いに
『許せない！』となる
はずです。
そしてこの時、対立
した両者（ＡさんとＢ
さんとします）と繋が
りのある筆者は、さて
はて、どうしましょ
う？ どちらの味方を
しましょう？ となり
ますよね。
Ａさんの味方をする
と、Ａさんはそのまま
お客さんとして来てく
れるかも知れません
が、Ｂさんは来なくな
る。逆に、Ｂさんの味
方をすると、Ｂさんは
そのままお客さんとし
て来てくれるかも知れ
ませんが、Ａさんは来
なくなる。どちらにせ
よ片側の人のみに肩入

どこかの強い大国の子
分みたいな感じとなっ
て生きて行かなけれ
ば、あっという間に潰
されてしまうのです。
（裏面２面へ続く）

年上の男性。唖然と
した。
【デート例 ②】
初デートで、彼の行
きつけのパスタ店に
誘われた。安めのパ
スタを頼もうとした
こんにちは。マリ ら、「ケチケチしな
ッジコンサルタント いで、こっちにしな
よ」と高いメニュー
の伊藤です。
初デート、特に男 を薦められた。当然
性が誘った場合、
「デ 奢ってくれると思っ
「ワリカンで」
ート代は男性持ちだ たのに
ろう」と考える女性 だった。二度と会わ
が圧倒的多数を占め ない！
ます。ですので「誘
このコメントから
ってくれるのだか
ら、ごちそうしてく 明らかなように、二
れるのだろう」と受 回戦進出は不可能に
けとめてしまうので なってしまいます。
す。婚活サイトで出 最初のデートでおご
逢った女性を初めて ってしまうと、「そ
のデートに誘い「ワ れが当たり前になる
リカン」にするのは ので嫌だ」という人
男性諸君、大変危険 も中にはいるでしょ
なことです（笑）。 う。でも「当たり前
以前の話で、
ここで少し某ネッ になる」
トでの調査で集まっ 【二度目】がないの
た女性のコメントを です。
紹介しますね。
（結婚相談所オフィ
スそりん伊藤京子）
【デート例 ①】
自分から「連れて行
ってあげるから」と
誘った店で、「ここ
は四千円でいいよ」
と、おカネを請求さ
れた。しかも相手は

では なぜ 大国主導
の派閥に属するかとい
うと、世界というのは
常に【弱肉強食のパワ
ーゲームの厳しい世
れすれば、どちらかを 界】だからでしょう。
失う可能性が大なので
す。ただでさえ少ない
整体院の売上の事を考
えると両方失いたくは
ない（笑）。
そうなると『中立で
行こう！ 整体師の津
田ちゃんは両者の味方
だよ☆笑』となりがち
ですが、なんと まあ
これが実に難しい！
この中立対応に あ
りがちなのが、両方の
お客さん（ＡさんとＢ
さん）を失う！ つま
り両方が整体院へ二度
と来なくなってしまう
という哀れな結末にな
りがちなんです。
さあ、どうする？

そこで、参考になる
のが永世中立国スイス
です。皆さんはスイス
が永世中立国という、
どこの派閥にも属さな
い国家であることは
ご存知かと思います。
世界の多くの国々
は、
ほぼ どこかの大国
主導の派閥に属してい
ます。北朝鮮なら中国
派閥、ヨーロッパ諸国
（スイス除く）ならＥ
Ｕ派閥（ドイツ中心の
欧州連合派閥）。そし
て、我が日本国の場合
は 世界の超大国アメ
リカ派閥ですよね。

な。「なるほど…。」っと
思い、私は試しにその５分
お掃除をやってみることに
しました。そうすると５分
ってあっという間に経っち
ゃう！そうして思う、
「あ、
いけない５分だ！もう終わ
り、
終わり〜、掃除終了〜。
」
「明日、明日〜。」
不思議な事にこの私、毎
日続けられるんです、そし
て部屋がドンドン片付いて
いくのです！そうです！毎
日５分のお掃除でも一週間
ではモクモクと 分以上お
掃除したことになるんで
す。毎日、一箇所決めて５
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そこで、昔のスイス
は【人を輸出】したの
です。昔のヨーロッパ
周辺の国々では紛争が
多発していました。そ
こで 傭兵（雇われ兵）
としてスイス人を輸出
することで外貨を稼ぐ
方法を選んだのです。
生きていくため、食べ
ていくため、そうせざ
るを得なかったので
す。
傭兵は戦争するのが
商売ですから生死をか
けた格闘家のようなも
のです。常に肉体や精
神の鍛練に勤（いそ）
しむことになり、結果
として スイス人 と
スイスの国 は強靭に
なっていったのです。
家族を食べさせて行
く必要があり、仕方な
く色々な国へ雇われ兵
としていくため悲劇も
起こります。雇われて
いる国々同士で戦争と
なってしまい、スイス
人同士が戦わざるを得
なくなって、たくさん
のスイス人が 他国の
戦争のために戦死した
のです。このような苦
境や逆境を乗り越え、
どんどん強靭化され、
今の軍事強国スイスへ
と至るのですね。
中立を貫くには【強
さ】が必要なのだと思
います。

これは仕事（私なら
整体業）の世界でも同
じと言えます。仕事で
の強さとは何か？ 筆
者の考えとしては、そ

激しい雷（雷雨）の
あとって何だか妙に清
々しい感じがしません
か？ 心がスッキリし
ませんか？ 実はこれ
には科学的なメカニズ
ムがあるんです。
それは雷や放電で
【オゾン】ができるか
らなんです。
雷や放電の高温が大
気中の酸素や窒素から
相当色々なものを作っ
ていることがわかって
います。
雷を【稲妻】といい
ますが、
雷が多い年は、
稲が豊作になることが
昔は多かったそうで

れは【経済力】と【信
念を貫く精神力】だと
思います。
『いざとなれば、た
くさん常連客いるか
ら、
何人か お客さんが
減ろうとも構わな
い！』という気持ちに
なれます。中立を貫い
てもいいし、Ａさんと
Ｂさんの言い分の正し
いほうを正義の信念に
基づいて、どちらかの
味方をすることだって
できます。
どちらの味方もして
あげたい。でも世の中
はそうはうまく行きま
せんよね。そのために
は、これからもよりい
っそう整体道に精進さ
せて頂き、技と己を高
めていくしかございま
せんね（笑）。皆さん
はどう思われますか？
（津田整体院・津田）

す。雷によって、アン
モニアや硝酸成分が増
えて、肥料と同じ効果
があったせいかもしれ
ません。
原始大気
（水、窒素、
二酸化炭素）に放電を
続けると、アンモニア
やメタンなどおおくの
有機化合物が発生する
という実験もあり、雷
が生命の【ゆりかご】
を造ったといわれてい
ます。
恐怖の雷ですが、そ
の終わりには癒しが待
っている…。なんだか
自然って素晴らしいで
すね。

【右の写真】は『嘆き
のライオン』
の記念碑。
スイスのルツェルン
にある、ルイ 世とそ
の家族を守って死んで
いったスイス傭兵達の
悲劇をテーマに扱った
ライオン記念碑。背中
に折れた矢が刺さった
ライオンはスイス人傭
兵を表し、ライオンが
かばっている盾はルイ
世とその家族を指し
ている。
16
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（表面１面より続き）
つまり視点をかえて
みると、どこの派閥に
も属さない生き方であ
る【中立国】という立
場を取るには
【強さ（軍
事力や強靭な精神力）
】
が必要不可欠というこ
とです。
ここまでお話すれば
分かって頂けると思い
ますが、永世中立国ス
イスは【強い（軍事力
も国民の精神力も強
い）】のです。スイス
が強いのには歴史的な
背景があるそうです。
スイスは 地理的に
ヨーロッパの真ん中に
位置します。海は無い
し、土地も肥よくでは
なく、アルプス山脈の
厳しい環境の山々しか
無いため産業も何も無
かったのです。

分お掃除していたら、キレ
イ好きな友人宅と同じよう
に片付いてきました。ウソ
みたい！！お掃除が苦手な
人！この５分お掃除、効き
ますよ〜。秘訣はどんなに
ノッテてきても５分以上は
絶対お掃除はしない！ 分
すると、明日をサボってし
まうから‥。もう少し続け
たいって思えるくらいがち
ょうど良いのです。明日の
お掃除が楽しみに変わるか
ら‥。どうぞ、皆さま、お
試しあれ！
（筆・森のマダム）
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人生経験も豊富なの
で、色々な【心の奥底
へと染み渡るようなお
話】をお聞きできるか
と思いますよ。
事前予約制で、料金
は５千円となります
（当日徴収）。
お問合せは伽羅の森
まで。電話 ０９０-８
３７０-８５６７。
締切日 ３月 日
北広島市の音江別川 （水）まで。
沿いの禅宗達磨寺の庭
園内（富ケ岡２４２の
２０）
にある茶屋処（喫
茶店）『伽羅の森』に
て、心のワイン会を開
催予定です。
ここ最近は何かと息
詰まる住みにくい世の
中になってしまいまし
た。ワインやコーヒー
を飲みながら思い切り
語り合いませんか？
伽羅の森のママさん
は、本業は算命占星術
の鑑定師
（占い）です。
お掃除と片付けが苦手な
私。でもお掃除しない訳に
は行きません。仕事で出張
も多く、
荷造りを解いたり、
まとめたり。そしてドンド
ン部屋は散らかってゆく。
そんな時、本屋で『掃除
は５分以上してはいけな
い！』って書いてある本を
発見！ 「うん？どういう
こと？」あるハウスキーピ
ング会社の社長の本。そこ
には、あまり長く掃除をす
ると掃除をするのがおっく
うになる、５分だと、５分
だけなら…って気軽にお掃
除する気になるんだそう
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