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いる.共 通 している1■ 格は友人が少なく 人(1き 合
いが ド手 とい うことらし,),次 に日ヽ
1つ のが,挺

舞
この 一 年 間 を振 り返 つ て

杓殺人です。親子 ,Ll.間 での殺 し合いなので実に
悲惨 です。しか ()口 1親 と ψ:派 た
職 業に就いている
い
と うちJを が少なくない、ということも考えさ tよ ら
れ ます.い ったいその実 をに何が欠けていた とい う
(ゝ

「F少 イF交 流振興協会Fl事 長
東北人物 誉教授 増口l英 俊
性の中 大きく変わりつつあります,こ の出 11の
移 り変わ りを頭t̀fIか べながら、当llll11の この 年
‖￨の 活Ilを 振 り返 ,́て みたいと思います.
大lT・ xが llllし 寄せているごとく、環境の大きな変
ています。リー マン・プラザーズの経
Illに 見舞
始まつた水曽有の人不況 とそれ1ゴ 半う最
「 1破 静uこ ''し
悪の高失業率、地球湘暖化が1,た らしている異常気
ている温主ガス
さ、同時に迫らえし
象に 1る 災害の多イ
大幅肖1)支 による経済的変動、そしてつヽヽこそのイヾ
女
がさく製してか 政治の‖
ttt t,政 局となって政権交
酬己
代 竿々 ,ltえ ￨ザ た囁り,り がありませれ ′
tの 中に￨￨「 て行
なのは、このような1寺 世にこ″tか ら‖
く若者たちをどう尊いてい くか、まだ幼い子供たち
をどうギ
,て ていくかです.4く 女の尽きぬこと,■ かり
ですが ここ￨ま ひとつ考え方を変えてみまし、う.
今から 60余 年前の終戦当IIの 麟 Ⅲt、 悲嘆にくれ
て過ごサ 1々 の,■ 続でした。その当‖
↓の大激変に比
べると 今の環覧の変fヒ はまだまだlLl酷 と￨ま
ま
̀:え
せん。むしろ、このような1年 ド
Цここそ元気を出して、
危機を女子
機に変えて 退 しさを身にイ
11}て 強力1こ 育
ってはしいと思い ます、
さて この不安の中で青夕「 にllす る諸F‖
こ′uま どうなつているでし 1う 力、 ロしたい
'ト
のだけJ文 り Lげ てみま九 llり 響 、
殺人事‖
、 これ
が増えています。11イ F以 降 10数 件起きています■
′が
,■ 捕者の始ど￨ま IX)代 以 ド「金 ‖
:11t,な く人 卜
嫌になったJ「 ‖￨「 はi位 でもよかつた」 とβt述 して
l ll、

tゝ

ので し■う力、
の教育に
ここ数年、人格教育ある01■ ,こ ヽ
「
・ する著
す.こ ′ut世 界ll傾 向の kう で
J卜 が急にlllえ てい ま
の用充が llん でいるとい うことで
す。それだけ人′
とヽ
しょう。11述 の 11件 もそ うですが、若 杵 (の r12と
の 未熟 さがひどいか ら、
たいですが)υ )人 間ヤト

̀=い

とい うことで しよう.「 L口1の は:書 に をlLし て多く
のことを考えさせ られますが 子βtの 教育 に欠力せ
ない大切なこととして、あえて 3つ だけ選ぶとした
ら次のことを挙げたい と思います.
(1)親 子の会話の大り,さ
(2)幼 児の し´,す
(3)正 しいか否かυソ円‖ ■わせる
'1/bを
● 市切に感 じるこ
(1)li共 働きが用 えてい るlltl夫
の少なさは愛 の薄さにて
と
,通 じます。
「 ,会 話
´
「
(2):ヽ 子供の し ,サ 1切 ,児 が大リリ
Jと ￨「 から
t‐

￨￨′

'切 H父 ￨サ のいない
われている ことでi1//家 族でネ
家
では特 に大切です.
(3)it今 の若者に1ま 善悪 の11断 がつかぬ人が 多い
,キ

からです .良 い 会を造るには良い rfltた ￨ゥ を育て
ることが まず第̀「 です
・ 11オ 団の′
舌fl11人 こつい てお伝 えいた しま
次に
す■ 当日
111で はここ黎「"晨 次の■つの 事業を柱 とし
て力を,卜 いでまい りました.一 つは文￨ヒ 面 としての
ボランテ ィアお にび教育関係の活動、他の つ￨ま 体
育面 としてのスホーツ関係の1舌 動です.
先ず前イについてですが 前号で (,ご 紹介 しまし
たように、ここ郷「 、1本 のボランティア活」llの 啓

Ｚ′

業を目的として「ボランテ ィア文化 フェステ イバルJ
を毎11洲 催 して きました。人が生きて行くH標 の ‐
つ として、ボランティアii lrに ょるFL会 貢献Itな く
ランテ ィア汗iflコ ンテス ト
て ■ならぬもの です。月｀
を側 lllし た り、静″卜からイ
「名な方を招いて;丘 演会を
行つたりして、かな りの女ri平 を得たと思い ます、 し
か し/H可 は 次のl vH砦 への新たな飛! を求めて H下

約 35()名 カラ う4Jlと その ドの幼児か わなってい
、
ます。 こ′し
をみて 1, い力ヽこその /供 さんの親たち
がこの道場を信頼 しているかが分かると思 い ます.

1訓

lヽ

空 1局 首大会は官城 と惰11し の 2‖ i'「 で行われ 、いずれ
:,気 合いの人った素‖
けらしい試合が展‖￨さ れ ま し

考′中11で 、一体みさせていただきました,次 の企画
をご キドさい,鯖 関係 としては鰍 会をド‖lllい

た.空 千道大会は,:椰 呵として今後、F71催 地を全国に
定です
1″ :大 してい く予
t村 の大変
青少年、llに 幼 い rOtた ちの ■育1,、 ‖
ヽ
ロキ1切 {こ さしかかって才」ります.
lllと せ う l・ Allし ヽ

itし "晰
まし

注意を怠 らないよう、そ して 1か い気持ちを注
1‖ こ

r

内容は家族受に』する1,の です。健全

ltlT Fを 育てるにIt親 と rの 愛111が 最 もF̲L本 とな

る ￨,の で、い くら強調 して (,強訓 し過ぎる1)の で1ま
ありません.聴 衆li熱 心に■を似 けてお られたそ う
こ

￨

次 lt i,う つの住 とするスポー ツ関係 について
です ′
十イ￨す エ ネルギー1二 1欲 し
てお ります.′ i外 で
ぼナ
ltJ01,■ それをイ
こ散 させイ
ればな りません,「 健
企なるh粋 ‖
ヽなる身 ll・ に宿る」これを当日
朴月の
'77Lイ
‐
モ ットー としてお りま r現 在、ゴルフ と空 道の
「
1を 鈴木llt夫 理
2卜 FIを 対象 生してます力ヽそれぞ′
パーバィリ= )と 森義逆理 事
事 (,に 京 ドーユ、 スーー
(ll… 城 り本劇:木 ‖;長 )に 11当 していただい
,ヽ

てお ります
レフは「エ ンジョイ =Fル フJ´ )名 ヽ
01っ てい
=ル
‐
ヽ
ヽ るυ)は 技‖,び 冽句
ますが、f令 木FIヤ が力をメ
￨」 t勿 論のこと、7L儀
とか人との交わ リリ
1去"て
′とい
つた 人格教育、そ して最 t,力 説 していることlt「 人
きな夢を持て !」 「lJl■ こ■する[イ 1:を 深 め に !」
と,ヽ うことです .青 トの力 ikに 欠力せ ぬことと思
̀メ
うし、その指導 の ドで11い 若 rが 育 ってぃってるこ
とと思い ます./ヽ 1は 後述 します 嵐うに ゴルフ大会
の他に、1仔 li末 :ニ ゴルフの技術を イン・ ツーマンで
‖lllい
指導する レ ッスン大会 も人分県内 5筒 所でり
た しました.親 rを 交えた多数の参加者で行オンし
好
評だつた にうです.
つの,「 日の空手,せ 、こち囁(,森 理司1の ドで
t,う
fJl.し ヽ
な指導が
れてお ります.ゴ ルフとは趣が対

.

ぐようll1

11全 員で努めて まい りましょう
.

エ ッセ ー

1

｀ つ ″
し け に欠 け て い る

い ま子 供 の

も の は何 だ ろ う …
物 が 11カ ヽこな るほ ど711)ぐ 家族 の 愛
獅

義li
〔
i谷 え り F

フ1コ フ ィール

￨● えり子

に■都t='1 福丼県riサ ,
11い た千大

学詢i卒 業

̀た 細珈椰ll・ t
Jン ケイ リビン′

ビキ ャスター エ ァセ イス ト
'レ
」In年 ■拙■混員初当選
ヨЮll惨 副 t(全国比

l・

10初 当巡

ノ 府人に政務■、ツ
‖渕総理大Hi‖ lr百
"闘
J● ■などを
1
(教 育再4i押 1当 )、 11ヽ 党女円
'‖ r育 てJⅢ )
イ書に r嫁 ll合 戦J ltり きリママのか しこい
幕末 か ら明治 に力￨ナ て来

した多 くの外 目人は、

本のfllVi、 人々の1∴ 位 に驚きの声をあげていた.
イギリスの許人エ ドウ ィン・ アー‐ノル ドlt「 地 Lで
天 J]あ る0ツ ■極楽に厳 も近づいている￨‖ 。その
't色
のように優 しOЧ ■質はさら
li優 美で美ar鎌 色妙 ネト

スポー ツといった印象を受 ナますが、
̀lわ
■1勺 で、激 しい

に美 しく、魅力的なfLL,ニ ネ
L儀 ‖:し さ′
t̀謙 虚である
の
心身 鰯錬 と,ヽ う点で山ittT乙 付1ナ 難く、l‐ 導方針
が卑屈に ,す ることな く、llllう であるが ることt,
の
を‖‖いて、さすが空手 森道場 といった感が故 しま
な0、 こ′tこ そ 11本 をあらゆる個 コよ り'け 段 と高い
の
い
す、 そ t,そ も当‖
‖]が
塚暢会長 率 るll真 会
地位に置くものであるJと 書き残 してい る.
「
FI由
は、 r Otた ちは1キ 家族、
館 と提携 して歩み始めた
また、「()し 私が 本とい う Цを自分自身 の 日で
マナーを [ん じる、:]然 を大切にする、といつた理
見ることのできるチ ャンスを逃 したなら 後悔 して
の空手,I場 の
念力ヽII者 一
致 したからです.現 4■
そ
)し きれないとい うほかありませんJと 待摯の来
'f城
rllx)名 とのことです 71、
の
7
そ う￨)の
門 ド生は約
を果た したアインシュタインは、「日本人の素 背ら
̀′

I

″

しさは、きちんとした懸
,ま嘆した.

lし

ヽ
のや さしさにあるJと

そんな素晴 らしい 本に4iま ′し
台った私￨ま 、幼い
リモふるさと補井県でl日 ん￨=ヽ 晋 舅(を 裸り
1■ ■
■1す 11
った。今、振 り返 つて も生き生きとした友情や遊 び
を大 LIJに す る教育に恵 まれた環境であったと感謝
してい る。今の 子供た らにも、そ うした心の通いあ

男女必1夕 とな り、武道場整ll iの ための 予算 1)llL保 し
・技・ 体」に磨きを力ヽナる環境
た。子供たちが 「′
とヽ
lま できたので、地域の 人々に も協力 してもらい健や
かな成長を遂げては しいとtlに 願 う.
「幸L児 は肌をHllさ ずに、幼 /Lは 手を離さずに、少年
は日を離 さずに、静 11は 心を離 さずにJ

育を取 り戻 してあげたい とFllつ てい る.
'教
私の育った‖
1代には側 rFが ぁり、私 1,福 井の先
■である橋本ノこ内の「十五の誓いJを 習 った。橋本
ア
,:内 1■ ,1日 松1陰 や坂本組 場らと共に活躍 した幕 末
の志 11で 「11心 を去るJ「 気を振るうJ「 志を立つ」
「学 につとめ るJ「 交友を択ぶJと いった 言葉は幼

r供たちが小さかつた頃、場で
族で イザ ・テ レサ
υメ
日蔽だった
央画を見に行 つたことがある。当‖
十、ν
「
バ
ママ
長男が
、人間 つて ンだ:す じゃ元気になれな

い私の とに 深く刻またし 大人になつた今 もたく思い
だされ′
6

てた ,ど あの 人た らがノ
こ気にな つたの4■ 、マザ
ー テ レサが笑顔でカメドてたからだ .に ,マ マはいつ
も朝 ごはんちゃんと食べなさい と怒るけど、ちゃん
と食べ ていかなか つた朝で 1)、 幼1日 11で 先′
￨:の 笑顔

基本的価 illlalが 家庭や地域 lt会 で教えられなく
なる￨ 、1型 よな少年犯罪が 1立 つ にうになり い し
,て きている今こそ、棚i値 ‖lljlの ため
め も1倉 巳にな ´
「を F供 たちに 1え 、それ らを人事にする.員 う
の材■
教えるべ きと考える。
正 Ll、 親切、勤勉、節度、出 立 調和、イ
L節 、lll
孝行などの美 しい‖ :を きちんと教えれば、何かを
『
t準 を 1然 と身につけ る ことがで きる
するときの ■
￨ま

ずである。
大学 llltに 御世言
乱こなつた米L4人 の先生が、場 ■

と,い く 'ヽ b(,

,1で

,rnat漱 沌
1̀11,bo

nalk)nを JJ G14

際人になろうとするならは まず 1本 人にな りなさ
い)と ./xえ てくオし
た。そのため、ryNも 学41時 代に日
本舞]は 茶 道、三味線 合気道などを学ん′
t
なかでも合気道は 子育てが 一段落 して再開 し現
在に至 り、ウrと をいただいている.武道it 道を求
の感覚
めるしヽ
を養い、技のlllけ 合いは、 :い の身,と ヽ
を研ぎ澄ます.型 を Iり 返 し、‖1合 いをltか り、静
と動の気を感 じていくなかで、自分を I る.心 や相
i・

L節 大自然の調和を感 じる.さ が
手を尊喧する心、ネ
育てられていくだろ う。武道 1ま 争 うものではなく、
無心υ増 地にな り、11き とし生けるものと ―つにな

ることである。道徳教能 しての教育的効果も大き
いと考える。
60年 ぶ りに教育基本法が改正 され 「我が国と郷
土を曖する」「豊かな情操と道徳 さを培 う」「公共の
精神 を尊ぶ」とい う言葉が盛 り込まれ、それを受け
ての学習指導要領改 :,で 1■ 、武道とダンスが中̀羊 で

いよね」 と私にたずれた。「そ う員 お肉 も野菜も
ノ｀
ランスよくたべなきゃJと 答えると「そ うじゃ/th
いんだ 員。マザー テ レサが貧しい 人にパ ンをあげ

を見ると元気力111る の.だ から笑顔 つて大切だと思
ったの」 と語 つた。「受の反対は 増しみでltな く11
1闘 心」 とも言 つていたマザ ・テ レサだが、人は食
物だけでなく、人間 らしい ふれあ￨ヾ 'か ら1,栄 養
を受 :ナ て育ち、人を受する力を強めてい くものなの
である。
マザー テ レサが来日した時にこんな言葉1)残 し
ている。
「今、1「 てい るもの 1り 1)´ )と いい ものが着たい、
今 日の食中よりもつとすてきな食11を したい 現イF
の家 よりももつと広い ところに住んでみたい、もつ
といい 暮らしを、そのことが父親のlltの なパ こいつ
ばい そのことが母親の頭 のな力に いっはい、子供
に友達が 一人
たことを力 らない、もう 人の r
'llえ
沸:し く覚えた遊びを知らない 二人の r供 も言
舌
"t力
さない、四人ともそオし
ぞれ の時 ‖
1が 増 えていく、そ

の分向かい合 うお互いの時間が減 つてい く 一番身
近にい る人の本当の悩 み もド
Iび も‖しみ も気がつ
かなくなっていく、いつ もすぐ近 くにい る人の本 ｀1
の姿が見えなくな つていく、愛 のス ター トは家族、
本当に愛 して本当に愛 されて家族」
もうかなり1無 こ語 られた ii葉 だが、今 の 本にも
びった りと当てはまる.
このよ うな時代だからこそ、家族や地域 の美 しい
愛 と絆をあたたか く伝えてい きたいと思 つてい る.

//

想が グループの発F● υ)基 本であるがゆえに この組[
識に1■ ドンやボ スIま いないのです.た だ ,こ さんが
いて弟がいるだけです.そ オ●)え 私もアラン先4:
で
,独 裁者とはPSiく ,と さんであ り ・F.な のです

2ヨ ー ロ ッパ・ サマー キ ャ ンプの絆
青少年交lrth興 協会最高劇刊

Sヽ会館会腱 rla暢

1‐

今夏 (7'1末 〜8月 初 め, ::― ロ ッパのベルギー
イーキ、
・ンフのお話に
を訪れ ましたが そこでのサ‐
り
ル
:ゞ
ます1,私 tベ ギー でまた多くの 人と￨1会 い ■
t'1 ・
ら 十絆11感 が に
出会いが人々rき ですヵ、
ちあら、
オし
てきます
いの
￨1会
中で 良tJI来 事 だか りではないので心

￨,1防

̀yl、

を1‖ めるとい う1'も ありました。そ′し
でも、ヨーロ
め 」il■ 者であるアラン師範を″
ッノ、
F,め 、ヨー ロ ッ

^

そのたVメ こ、グルーラの発力tが 遅れ にうとも、りヽ
本
〃念 は変わら/ltヽ のです.
私の指導1■ この家族を守 りたいとい うところか
ら発想 してい ます。それゆえ ,す 111な までに何かを
伝えよ うとすることがあるか 1,し ません.そ の川
'し 卜
念 と発[1を 受 :夕 継 tヽ だ人が、私の1/4府
者であること
の
い
い
は‖
な と思 ます./た 私を1認 め 同行 し
する人が、真の家族であ り、11で あ り このグ
,1参"iい
ルー‐
フυ)指 導者になっていくことで しょう
:

.

の山FILた
よって私は人Llに 扱 ぅても囁いま し
')に
た こ .グ ルーフは 家 ltそ の ijの で」から、￨‖ 会い
が さまざよ/J問 題を1/拭 して 言葉に￨:い た十 二
できた:ヽ ■ど、感 ￨の 衡‖午ちでいっlitヽ 二な り
=が
まし,t.
つたのです.敗 ￨,夢 の
り
)計 flttII'「 :iケ がひ
,鴻

今
「 1の 訪￨ま で感 じたこととして ひとつのグルー
｀
′:す 一つの:家 庭 この うえの大切さをざぅ く￨ま らん
1占 力
・ tl(tヽ ただき tし た。このことを当t日 1の 会
lL様
にわかつて 1,ら えたならば、この になくあ
,tの
1・

りがたい 1と と存 じます.

=か

中にい る 員う 0し た./1は 、いつくり
を過 ごし
の
たいと思 うほど多忙で した.そ の よ う相 キ￨二 婢 卜
に
道場生からのIL品 を受 :ナ ました,そ の11徒 1劇
'i院
lLつ ている人で した 人間1川 系ti悩 んでの‖談
でし

た 基イヾ 私の原rH■ 、二tl千 を持 って、ます0111イ
'こ
多して1111J耐 ′
で鵬 し、
さらに と￨こ 千
6と い うこと で
ヽ
す. そυソヽ17Jし 1liの 性ツ
トは 感訓￨力 ら まります1
'台
どんな人間
li考 え
「 l係 で t,,L壁 で 10()%満 ,こ すると
・
はオし
ません。それゆえ 絶えず 不満 i残 ると思い ま
す。そオtで も 角年
決法の基本的 考え方である
指
=の
容で十 二れは 当然刻上の道場生
導法は以 ドυツヽ

に 1)適 川￨す る指;津 内イド
です.
先す「 分の置力,し ている1'(況 に感i llす るIで 十̲
コ11:ま 置んジ。(tヽ ろ 11場 ぐυメ寺‖lL経 験が Tl″ ,

活動報告
1ま でti
以 ドIt平 成 20年 7月 から平成 21年 6 サ
行われた事業活動の内容です.

ボランティア・教育文化関係
◇教育講演会
担当評議員
,HI11)01卜

最 1,大 切にするとい うことでt これ力ヽ このグル
ープが家族であり続 ￨ナ ていく原 :て なのです.こ の発

)

所 会津ili 会‖ ‖公ワシン
トンホテル

講

一
師 鈴木規 人理11(東 京 ドーム スー′｀
t)
′ヽ
イリ
「
容
青少年教子Hこ ついての親と rの啓蒙」

許数

熱弁をふるう講演者

,

′をする人の集
多ll多 ■な人 々がいろいろな 考えり
放とい う,こ 合体を
合体びン￨￨で 、L(デ ■ま 番大り,な 場く

11 (̀ヽ

鈴木 理事

て、恵 まれて過ごしたとい う実感のある考え方にな
るのです
ブ ということについて考えてみます
「
次に、グルーー

サ
1 19

場

隋・■口百﹄墨層

/thい とい うことが、■に大Lllな こと
の気持ちを■ンし
く
です。そオtが 多くの悲 しみヽヽ苦 しさ イ
l llを 超え

14,,t20イ 119

1才

内鶏

今の立場を支えているからです.こ のことが一番 IF
ti;・ l するこ
要で,lt,ち ろん ,「 llが 先′
Lっ て‖ ′
「
とがあるか t,し れませ 7t しか し それで 1)、 感謝

1

武藤 徹

′

)要 旨
l‖ 寅′

「f̲lま
・ 1財 団の理事 として、11● 賞会で 上く1活 します
んヽ その中で親 rの 題、お じい らゃん、おばあち
l‖

、,ん び冽問題、そ して夫婦の問題を取 り̲ヒ げることが
多いで■1特 に最後の 問題で、夫婦仲が良くない と
いい教デ1ま で きないん じゃないかと思います。そ こ
を 1く 伝 える にうに しています。また時 々 子βtた
￨,と

It二 行きます.自 然の中にそのPЧ 季があ ります.

然を見せ るの t,コ ミュニケーシ ョンだ と思い ま
Jと :「 演者は言 つています.自 分の体験をliし
て 人′
Lの 成功、家庭のあり方について
「liり 青少
｀
11■
りと希マrを 与えることが大切、とi lLい てお

した.参 力1者
「 1:の 交わ り、lll rの 11夕 t合 いを通 し
て懸ヽlIの 一 をつ くれたことと思い ま九
また会′
￨に おいては今大会を契機にジュニアク
ラブが結成され、アルツ磐 ll・ メロー ウッドゴルフク
ラブの 協力で ジュニア会員 lttL料 でブ レー できる
ようにな りました。ゴルフがただ うまくなオげギいい
Llitを 学ぶ というこ
とい うことで￨す なく、イナーやネ
とでゴルフ身 ヽの奉仕を義務(1,ナ ていますl lll習 場
において もジコニアに 対す る特
金ホ1度 がで き
"‖
ll
l文
の中で若者の育成 と
ました。この大会を刻 幾に
'「

交流が lfl■ 化 してきてい ます

.

O「 エ ンジョイ カ レフ・ イ ン大う劉 の開lF

ります

スポーツ関係

‖催期 ￨ ｀
り
11■
:

ml18月 51,(火 )
8月

◇エ ンジョイコ レフ

6 (水

)

場
りi男 「「市 セン トレジャー ゴルフ クラブ城
島 ‖原お ̀員 び城島11原 ホテル
参l11人 数 懇 親 会 (8月 5日 )121名
ゴ ル フ大 会 (8り 16H)195名
lル

担当理事 鈴木規夫
ッて、りを持 ′
,続 け、かつその夢を実
背少年にと´
レ し合うことはお漁羊であり、感Illl
現 した人に親 しく角
的なことで I夢 を持つことの尊さ 大切さが別lで
力 感できるんヽ
らて
受 けJ:め らオし
Fの 言葉で夢を
りも、一 人の体験杵
持つ ことの尊さを教えらオじ
るよ'、
と会 って交わすわすかな古集の方が ￨ま る力ヽこ効果
｀
〃
的とい うことです. エンジョイ ゴルフ は、その
よ うなチ ャン スと環境をデ
i少 年たちとその親御1さ
んたちに提供する場 としてお りますt ttΠ えて倫川ll
に基づいた刻 をと社会を倉1り 、守ることの 礎瓢■を
啓蒙することに努 めてお ります。その基礎 となる
こ
̀L
ぅことの 大Lljさ を、ゴルフのブ レーヽ
lrkと 規襲
収
̀従
より少 しで 妃感さ11る ことを1れ こ念頭において
それぞれのイベ ン トを企画iし てお ります.
″
17']以 1降 の ｀エ ンジ ョイ
11・
=￨ル フ として￨■ 、
人分、会津、の 2 Fi,「 でゴルフ大会が ‖11に され ま
したが、大会の前夜、懇親会が行われました。いず
(ゝ

エ ンジ ョイ ゴルフ・ イ ン人分
皆 さんよくや った ネ 1明 ￨か らまた頑張ろ う

れ の懇親会に t,ご 後援また1■ ご協力いただいた作
この名十の方々の多数のご臨
機関の方々、および地ノ
席を1場 り ‖1屁 の棚 1〜 を深めることがHJ来 ました
脇賛金の一‖1■ 体台脇会など諸 会 諸施設へ寄贈
させていただきました。また 年末には人分県内 5
ツ レッス ン会洲 ‖lEさ れました。
借i所 の会場で
'レ ゴルフリく
前Ⅲlと 同llに 本
会においても鈴木プ ロ、
,

ll・

禦野プロなど 多数のプ ロゴルファーに参力￨し てい
・ 1た つて 1)ら い ま
ただき 一般 の参加者 /)指 導に

エ ンジョイ う レノ イ ン人分
ワンポイン トレッスンの様 子

!

/
/′

エ
・
ン
ジ
ョ
フ
「
イ
○
イ
沿詢の
服
"レ
開催期 日 平成 211年 9月 19日
9月 20日

0瑾ヨ閣した会 じ とJ踊亀
担当理事 森 義道

(a
D
(二

所 会 肇特松市、アルツ磐梯 メロー ウンドゴ
ルフクラプ
勧 ルヽ数 懇 親 会 19月 19日 )67名
ゴ ル フ 大 会 (9月 20日 )113名

若者は体を動か し、心身共にはつ らつ とした生活
を身につ けていかなもヽ ね りません。そのために
空手道による鍛錬を取 り入れてあります、次に掲げ
る項 目を ビジョンとし、大会の運営に当たってい ま
す

エンジ ョイゴ ルフ ・イン会津
主催者挨拶をする廣日常務理事

●青沙奪た ちが克己心を勝ち取 り、迫丸感 と夢 と
抱 く場所 とする。
● どのような状況であつて も礼儀を貫ける自分
であることに向かつて挑敵する場所とする。
●あらゆることに具体的な目標を持ち、それを達
成するため、自己を鍛陳 し、さら
に創週 ■を発揮できるようにする。
また我 々の 目指す ところは技 の鍛錬 ばか りでは
なく、特に気を配 つているのは心の育成でt試 合
に勝つ ことだけ、あるいは技の上達だけを念頭 に置
いたのでは他 の一般 の道場 とあまり変わ りませんb
さらに大切なことは、豊かな人間性を身につ けるこ
とで 九 そのため次の 3つ の理念を掲げてお りま丸
塚 周 蹴 計馳「自認匈
この 3つ 、それぞれを愛する心を身につ け、育ん
でいくことてサ、家族を愛 し愛される心が発達 しな
いと将来、問題を起 こす人物にな リカね ませ紘 対
言
ま すなわち周 りの人との対話、親子の対話を多く
持つ ことによつて心が通い合います、 自朱 つまり

エ ンジョイ ‐7レ フ・イン会津

天が与えてくれた自然を大切に し、感謝することに
よって心を優 しくし、膨 らませま丸 空手道に励む

一番大切なものは何だ力蜘 つてる ?
(ゴル フの 胸

励

○ 「エ ンジョイ ゴルフ・ レッスレ
4鈍 の開催
開催期 日 羽載 20年 12月 27日 (D
12月 28日 (日 )
場
所 別廂献 靴 う レフガーデン
中津市、モナークrF7● フセンター
フ練習場
大分市、大分ノーネット
"レ
大分市、鶴海モ ダンラ レフセンター
大分市、大分ジャンボゴルフセンター
勧 り、
数 合計 189名

若者と接す るときは、常に これ らの こ とを念頭 に
おいてお りま九
昨年の大会 鮨」
刊号記調 以降行われた大会は以
・/7と ヨーロッパの
下の通 りですが、東北大会はア
国々が参加 した国際交流大会を兼ねたもので丸
○「夢と挑戦、空手道オー プン トーナメン ト選手権
大会」、兼 駆靭絞流空手道選刊隆た鈍 錬 北大
分 の開催
8月 31日 (日 )
開催期 日 Ⅵ或
"年府町、グランディ 21
場
所 宮城県利
ホットハ ウス・ スーパーァ リーナ
参加選手 四 名

ノ
′／

「窄 通ブヽ‐
ン ト選 F17人 ￨(福 ん大
フン トー
「
'メ
会)の ‖lll
l‖

￨ヤ

￨:￨り

1

11文 2()̀:1)l1 11 11( '

所

‖111「

‖

''り

治 Hト ギ油:
1′

"￨1市

参ll l士 千 160名

289名 の選手力整 冽￨し て行われた、東北大会開会式

⌒

′
〜

〜

lif4■

福島大会、入賞者の皆さん
福島大会、各階級 の優勝者

開会 の挨拶 を行 う手塚会長
東北 大会 、各階級の優勝者
男子 の部
幼年年 中

三滴悠大

幼年 年長

栗原孝弥

′1

福 日晴吾

,ヽ

4ヽ

4ヽ

5初 級

塚野 晃 人

上級

猜俣 嵩海

6初 級

田中大地
大 山紘 之介

日中堪 多

上級

上級

石 ,1日 悠

中55k未 満

猿子 和貴

小勃 級

阿部竜也

中55k以 上

大 山竜 之介

上級

熊谷伊織

高55k沐 満

笠井優

4初 級

口

高 55k以 上

武 田直樹

壮年

櫻丼 カ

4ヽ

上級

"颯
人谷

直輝
女子 の 部

′■2

尾崎 曰実

小50

松下真優

′3 4

丹野珠lll

レディース

伊藤里紗

Jヽ

￨ヽ

高橋良朋

小6

斉藤 寛

丹野紗奈絵

中学

五十齢

小2

田中堪多

高校

西川清志郎

小3

谷津直弥
須永翔太

女子

大久保慶子

山岸憧生

‑1賢

4
小5
4ヽ

2初 級

4ヽ

幼年
月ヽ1

田中亨

教育セ ミナ ー

1夢
′
よ孝lι

Jせ ￨ヽ

[り を1与 ´,1,少 ￢:が 少ないと,ヽ 1'tろ

[か し̀会
1ヽ くりをli「 lな いとい うri少 年 1,多 くない
たろ う りの 人J,● 」
「 二して 1,何 らかげ■ ,ヴ ,を ￨十 つ
ごいるだろう、力を11つ こと すしても人り 二とで
'十
1ラ Itiの に″ぼ
.:,る . しか し サt二 燃え 〔
りで 1,
ー
り1lμ え 〔■きた
rtぃ と ■ぃぇない し トラ 十ヽ
.

国 際交流大会、各階級の優勝者
軽 中量級

今丼亮介

重量 級

木村俊輔

十 る 本′ 路を変え に
け ヽ人11に 突人tに
'進
'と
,L llL戦 十 るIIt古 ヽまた
らを1計 1'し た 部 rilJi校
え て'1フ リ ll占 二人11を 力￨￨た また
,上 1, りに
'ユ
、
tttυ
し
￨シ ステ ヱ
を1渡 壊 ̀ヽ
に￨ ‖
l ll‖ t界 で人全を信
'金
′
)ど
レ
の
そ
フ
ん,ヽ に晰 たウオー
,
、 を‖し
1〔 政
￨‖

'ソ としたり{:潔'し
の 衛融 イレ :,キ ラキ
ヽ
えてい′
￨
'ラ

̀ナ

/

彼 らの夢の持ち方は何かか間違 っている。また彼
らの夢 は重要な過ちを含んでい る。そオしらの夢は、
その実 tRLの ために多くの人 々が悲瀬1に 74と し込ま
′じ
ることをも前提 としてい る。またその実現のため
の実践活動は極 めて傲慢で自己中心的な動機 に貫
力′し
てい る。しからば、どのような夢であるべ きな

lぶ ことができるのだろ う
のか、またそれをどこ
か
‐
元来、家庭 Fの 原型が育 まれ、その後、1社会的
関連 とその影響の中で夢が成長 してゆく。 了供は、
父母に信T● され、尊ばれ ている絶対的力まと期待の
しを感 じて こそ、自分の未来に夢を持つことができ
E‐ HI Inと 愛情が感 じられな
る。反対に、父母 の‐
けれ1よ 、自分の存在価1に も感 じられず 、自信を喪失
し当然夢 t,生 まれて こない。大きな夢を持ち、生涯
そオtを 追い力ヽす実現 した人には、父や母、またIま 兄
弟すなわち家庭にその根がある場合が多い ようハ
また自分の割 をでなくとも 尊敬する善い先生、先
が自分の夢を持つ きっ力ヽすとな つて
輩、友人、
「 司
l
い る。それ らの 人は自分の父母、兄弟の ような省 ξ
をしてくださつた人たちである。「善い夢」が41ず
る原動力 となるt)の 団官頼や愛情である。それ″ゴ夫
して単なる知誅 」
肯報、または金力ではない。
面 白い ことに家庭 の信頼や愛情は良い夢を生み
出す ようl すなわち、生ずる夢が自己中心的な夢
と1■ ならない らしい.な ぜだろ うか ? 列 をの信頼
ヽ曖 情 から生まれる夢は rlRし てくれる父母、兄
弟、または先生、友人、尊敬する人の期待にこたえ
て「価 11の ある善い (jの をJ作 り上げて返そ うとす
る動機が常に力強 くJlき ているからであろう.
前述 したように歴史に悲劇 をもた らす ような夢
を持 った人々は、明ら力ヽこ、自分に対する深い1諏
や愛情をもたらす父贈 ル がお らづ、それにイにわ
る師、上司、友に t,出 会えない さみ しい人生を負 っ
l・

た人々だつたようた
「善い、大きな現 は家庭 から始まる。 また社会で
出会 う善き先生、指導者、上,￨、 友人が家庭の不足
る。
を補う役割 を果た してくオじ
1朱
の
の人生において青少年時代
そ の意 で私たち
良い リー ダ‐ との日1会 ,Vま 本当に重要である。
「善い、大きな夢J
(鳳 → 青少年交流振興協会も
を持 っている。 プ ロジェク ト「エ ンジョイ ゴルフJ
と 「空手道大会 夢 とり "Jを 通 して日本の多 く
̀戦 Jを 与えられるように
の青:丼に 「善い、大きな夢
なることである。

2

私が歩んでいる道
森 義道

誰に気1矢 ね t,な く進めてきた毎 日の人生を、懐か
しく思 うのです。充実 していたのではないかと改め
て感 じさせ られま■ 50歳 を過ぎると、投入 し続 け
てきた毎 日が この年になって花を咲力せ 、どんな形
「
にせよ実を結ぶのです。ある意味での総決算の 囀 朝
なのか も知れ ない と感 じるので二 人生の終欄 こき
て、今まで種をまいて育てた人Jlの 樹のT.実 を刈 り
取る事が出来 る時代なのです。波 舌L万 丈な刺激的
日々であった事に違和感 がある事も事実です。しか
し、歩んできた人生に1閣 不です.
今 日1)ベ ル ギーヽこ自 rと 空千指導に来ているの
で,1,日 :子 はT.婚 生活の結品であ ります.当 た り前
の結婚なのでしよ うが、人生の生涯を懸 けての勝負
の人生に打つて出たのでした。成 さなけオ叫まならな
い数多くの状況を自分で切り開き、歳月の結晶が今
の家族であり、その 息子とベルギーにいると思えば、
心が自然に身震いがするので 九
着子を見て い ると私 の人生の設計図が濃縮 して
い るのて
婦での歩みが、今は息子で満 たされ
'1夫 確 力ヽここの時代をた りぬいてきた言正
ているので丸
であ り、力強い私 のin実 にな つているのでt
私の人生を振 り返ると、あらゆる試練 を乗 り,越 え
て、大きな1勝負をしてきた事1こ な ります。1券負の毎
日が大きな うね りをもたらし、自信を持 って胸を張
ヽ合目を勢い
って頂,1よ を目指 し、最後 の′
醐蔵破 りのソ
キャンプに
よく進んでい る実感で九 今回のサマーー
参力 させたのは、リレーでバ トンがt4cさ れるように、
私の使命を,息 子が判*承 しようとする ことに他なら
ないか らなのです。
息子 の資質 は、二十歳になつて芽生えてきている
と感 じられます。眠 つていた才能が今からIL上 にマ
グマの ように噴き出 さんとする状況のよ うに思え
るので丸 このキャンプが 火点 0へ 燃 える魂に
火がついているのです、 1｀ ざ息子よ !旅 立てとエー
/1●

ル を送る親父なのでt
さらに夫婦牛活 22年 の絡央算なので司■ ￨｀ ろい
ろな ことがあ りました。ベルギーに息子と行 くとき
に■とのり脚1■ 、愛情 の結晶を防 折に見つけること
ができるのでt
出発の当日、夜は二人で「風の国」を見たのでし
た。 ドラマの中なので事実とは違 うと思 うのですが、

／
︱︱

王子と皇室の王女愛情の ドラマなのでt決 して忘れ
ることができない二人の道は、男性は、皇太子になる
ゆえに、自回からの妻を迎えるのですが、夫婦の愛情
を持とうとしない潔癖さであり、工女は自らの身分を
捨てて身を隠してしまうほどの純粋な愛晴を貫 こうと
する人生に出発するのでtそ して二人が出会うとこ
ろで ドラマは終わつたのでし

'=の道を貫き通した結果
私たちの夫婦もまた純粋に愛
であると自覚するので九 二人とも夫婦生活は振り向
くこともなく過 ごした日々なのα
熱い血潮国悔を
焦がしながらの日々であつたのでした。はる力適 0ヽ 過
去が、真実であろうと思うのです 妻との号ツuま 、東
の間の寂しさを感 じるのでt
思えば、最近はどこに行くにも、二人なのです,理
由はあるのt妻 は車の運転は自重しているので九
その結果、私がどこにでも妻を連れていくとい うこと
になつたのでした。お力￨ず で、さらなる夫婦の絆を深
める結果となつたのでした.
ロマンチス トの私と妻との愛情関係は どん な時で
も一緒なのです.さ らに、お互ル,戻 の流し方を研究 し
てきているの‐ ■ 一人きりではない日´に妻から涙
の流 し方を教わっているのかも知れな0ヽので丸 男と
しての生きざまをさらに繰 り広げる私なのかも知れな
いのt
私の歩んでいる道をはるか ベルギーの彼方から振
り返つてみました,
(サ マーキャンプで訪欧中の手記の中から)

編集後記
財団の皆様 のご協力で会報第 2号 が出来上が り
た方々は大変ご苦労された
ました 各欄を担当され′
ことと思います 日頃皆様が考えておられること、
および財団の活動内容をありのままにお伝えする
ことが皆様の期待する会報ではないかと思い、それ
に努めました。また今回は、参議院議員山谷えり子
先生から素l青 らしい随想をご寄稿いただきました.
さすがに国家を背負 っておられ′
るお方 と思いまし
た。ご協力いただいた皆様に感謝の意を表 します。
中身をよくし、充実させるためには是非とも会員皆
様のご意見が必要で九 ご執筆、ビ投稿をお待ちし
ておりまヽ

(D

