（裏面２面に続く）

う実体験による失敗談
をあえて記事にするこ
とで、何とか仕上げる
ことができました。
小さい発信力ながら
も世の中に 禅の【想
い】を伝えたいのもあ
って始めたんですよね
（※【思い】ではなく、
より重たい 【想い】
です！）
。
こころの新聞～禅Ｚ
ｅｎ～ は、私が褒めら
れたいがために始めた
んではないんですよ
ね。
そんなもの（褒めら
れたい気持ち）は後回
しでいいんです。そう
すると吉田松陰いわく
『物事は気持ち良く進
んでいく』のだと思い
ます。
この新聞を通じて己
の心や志を高め、これ
からも精進させて頂き
ます。

お問合せは、オフィスそりん ０９０-７６
５７-２３１４まで。
なお４月にも別な婚活塾を開催します。詳
しい内容は フェイスブック をご覧下さい。

な【私欲】が前面に出
ることで、かえって気
負いし、記事（文章）
作りの邪魔をしてしま
っていたようです。吉
田松陰いわく『判断基
準がぶれ、迷いが生ま
れた』 のです。
そこで「この新聞を
始めた初心は何だった
のか？」を深呼吸して
見つめ直してみたんで
す。瞑想も行い精神統
一もしてみました。
心を落ち着け、（今
回に関してはもっと褒
められたいという）私
欲や私心を捨てると、
あらまあ何と不思議♪
吹雪が止み、隙間か
ら薄日が差すかのよう
に、
少しずつですが 頭
のなかに記事のもとに
なるネタが浮かんでき
たのです。
こうして今回の記事
に至ったわけですね
～。「変な私欲が強く
出てしまうと、能力が
発揮できないよ」とい
講師は、コーチングアドバイザーの伊藤真
哉氏です。とても楽しいセミナーです♪
お気軽にご参加くださいませ。

どうもパッとしない。
ただ長いだけっていう
か。せっかく長々と書
いたのに、全て削除し
ちゃいました（涙）。

日時 ５月１２日（日）１４:00～１５:30。
参加費 １５００円（定員６名）。

そうそう。【欲】が
前面に出ちゃったんで
す。金銭欲ではないも
のの、
評価という名の、
自分にとっての私益や
利益を得たいがためだ
けになっていたので似
たようなものです。
もっと自分が評価さ
れたい！ もっと褒め
られたい！ このよう
【第二部】は「モテる男のポイント（心構
え）」がテーマ。どんなにオシャレで会話が
面白くても上手くは行かない場合が多く、ど
うしたら成功するのか？ のポイントを身に
つけるための講座です。

「何でだ！ なんで
書けないんだ！ 先月
はすらすらと記事が書
けてたのに！（怒）」

【第一部】は「あなたはスタートから間違
っている？」がテーマ。デートを成功させる
ための最低条件
（身だしなみ・清潔感・表情）
をマスターするための講座です。

自分にとっての利
益。
これをなるべく増や
そう残そうとすればす
るほど、
判断基準がぶれ、迷
いが生まれます。
反対に、自分の利益
さえ一番後回しにでき
るなら、
やろうがやるまい
が、どれを選ぼうとも
物事は気持ち良く進
んでいくものなので
す。
自分のことを考える
とかえって自分のため
になりません。
（吉田松陰）

今回予定の講座は、二部構成になっており
ます。

段々イライラしてき
ました。冷静さも失い
ました。そうなると今
度は文ひとつ書けな
い。。焦りました。
ここで、ふと、幕末
の天才思想家・吉田松
陰先生の ある格言 を
思い出したんです。

当結婚相談所へ来られる方々
は、恋愛に臆病だったり…自分
を上手に表現出来なかったり…自分に自信が
無くて悩んでいるケースが多いようです。
そんな方々のために「少しでもお力になれ
たら！」
と、『婚活塾』を開催しております。

本年２月よりスター
トした「こころの新聞
～禅Ｚｅｎ～」。
とても高評価だった
ようで、「アナタ（筆
者）の書いたトップ記
事よかったね～」「来
月も楽しみにしてるよ
♪」って言われて期待
されちゃったんです。
すると単純な私は
「よぉ～し！さらに、
もっともっとスゴい記
事を書いてやろう！」
ってなりました
（笑）。
ところがです！ い
ざ書こうとすると、全
然文章が書けなくなっ
てしまったんです。と
りあえず何かをネタ元
に文を書いてみるも、
こんにちは結婚相談所『オフ
ィスそりん』の伊藤です。

にケイレンさせるように指
令を出します。すると、筋
肉が伸縮を繰り返すことに
なり、酸素が繰り返し、燃
やされ、熱が発生するんで
す。本能的に体を守ってい
るんですよね。
人間というのは、このよ
うに本能（免疫）機能が繰
り返し使われることで、免
疫力も上がり、より健康に
僕は整体師ですので、人 なっていくのです。
よって、より寒い山中に
の寿命とかについても調べ
たりします。すると面白い 住む人の方が健康なのだと
ことが分かってきました。 思います。

【気】も減ります。それゆ
え病気を患いやすく短命に
なるのかもしれません。

あとは、山って植物が酸
素をいっぱい出してくれる
から空気がキレイですから
ね。そういうのも長寿を後
押ししてくれているのかも
知れませんね。

なりますよね。
例えば、魚のフグで
すが、猛毒を持ってい
るということを、我々
はあらかじめ知ってい
ますよね。それは誰か
の過去の経験の蓄積
を、両親や周りの人達
などから教えてもらっ
たからですよね。
世の中一人では生き
てはいけないというこ
とですね。人付き合い
は時には嫌な時もあり
ますが、社会的動物の
人間には必要なんでご
ざいますね。

（筆・コツコツさん）

都会にお住いの皆さん、
たまには山の民になって命
のリフレッシュしてみませ
んか？

人間１人ではここま
で発達できないとのこ
とです。一人では何か
を ひらめく にしても
所詮はしれています。
ところが２人になるだ
けでも、
その ひらめき
は倍増します。そして
人間は言葉を通じて、
その新しい情報（ひら
めき）を【共有（シェ
ア）】する能力を有し
ます。
これが 数百人、数千
人、数億人となって行
くと、その共有できる
情報量は膨大なものに

また、山中に住む人は交
何と 山の民は長寿 なの
際も少ないですし、誘惑す
だそうです。
るような施設もあまりござ
いません。よって自然と欲
も少なくなるもの。
無欲で無心だとストレス
も少ないですから、山の民
は病気になりにくいです。
逆に都会の人は、何かと
複雑な人間関係があるゆえ

凡人でも三人集まっ
て相談すれば、すばら
しい知恵が出るという
意味合いの ことわざ
です。これは実は化学
的に証明されているそ
うなのです。はるか昔
は、槍とか持って狩猟
するような原始人的生
活だったものが、今で
はスマートフォンなる
未知なる機器を、凡人
までもが使いこなすま
でに文明が発達しまし
た。これは人間が社会
的動物だからこそ実現
できたのです。

まず山は標高が高いです
から寒いです。するとプル
プルって体が震えますよ
ね。あれは人間の防衛本能
みたいです。
寒さを感じると、脳が熱
エネルギー工場である筋肉

私利、私欲、私心を捨
てることにより初めて
手に入れられる心の安
破壊的イノベーショ
息なのです。
ンとは、既存事業の秩
最後に余談ですが、 序を破壊し、業界構造
私も【ある難病】を患 を劇的に変化させる技
ってから気がついたん 術革新の一連の流れを
ですよ。
指す。
何だと思います？
例として、それまで
それは… ネガティ 高画質が主だったデジ
ブ病です（笑）。
カメ市場は、携帯電話
なんでも悪い方へ、 搭載カメラの登場によ
後ろ向きへと考えてし り、「簡単＆多機能」
まいがちなのです。
という新しい価値観へ
早く完治させたいの と劇的に変化。
でお仕事がんばります
これによりデジカメ
（笑）。
会社は衰退。業界の覇
権が携帯会社へと交代
（津田整体院 津田） した。

北広島市の音江別川 人 生 経 験 も 豊 富 な の
沿いの禅宗達磨寺の庭 で、色々な【心の奥底
園内（富ケ岡２４２の へと染み渡るようなお
２０）
にある茶屋処（喫 話】をお聞きできるか
茶店）『伽羅の森』が と思いますよ。
４月に生まれ変わりま
改装後の営業日は、
す。
毎週水曜～日曜までと
ひとつひとつのお席 なります。
お問合せは伽羅の森
の間隔を余裕もったレ
イアウトにさせて頂く まで。電話 ０９０-８
３７０-８５６７。
予定です。
窓からは小鳥が鳴い
ています。達磨寺の美
しい庭園も一望できま
す。
桜の咲く季節になる
と、庭園には桜の林立
する場所があるので、
桜でも眺めながら、マ
ダムのハンドトリップ
で淹れた美味しいコー
ヒーをお飲みくださ
い。
伽羅の森のマダム
は、本業は算命占星術
の鑑定師
（占い）です。

ーバード大学のクレイ
トン・クリステンセン
（第１面より続き） 教授などです。
しかし、両氏共、最
初はその事に気づか
ず、深刻な病気を患っ
てから、初めて気がつ
くのです。
健康の乱れは心の乱
れ。【心】はどんなに
高いお金を出しても買
えません。
財を成した者である
からこそ、その事に気
がつくのかも知れませ
んね。
幸福というものは、
今回の吉田松陰の格
言と同じ「禅の考え」
を持つのは、意外にも
世界的な著名人に多い
です。
世にスマートフォン
を送り出したスティー
ブ・ジョブズ氏や、『イ
ノベーションのジレン
マ』という著書で「破
壊的イノベーション理
論」を提唱し、一世を
風靡
（ふうび）した ハ

