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新年明けましておめでとうございます

●旧年中は大変お世話になり、 誠に有難うございました。

大正 12 年 （1923 年） 4 月 25 日松山高等商業学校開校式

今年も相変わりませず、 宜しくご愛顧の程お願い申し上げま

●秋山好古が陸軍士官学校騎兵科に行っている時、 「暮ら

す。 年末までに大した雪は降らず、 確かに温暖化は進んで

しは単純 ・ 明快に。」 と、 茶碗と箸を一組しか持たなかった

いると実感しております。 会社として、 環境問題にも積極的

エピソードは、 確かに物を多く持ち過ぎる私たちにとっては

に取り組みたいと思います。

啓発です。 もう一度読んでみようかと舞鶴堂に立ち寄ってみ

●司馬遼太郎が昭和 43 年 （1968 年） から 4 年間にわたっ

ましたが、 最初の 1 巻だけは売り切れでした。

て産経新聞に連載した小説 「坂の上の雲」 が、 12 月から

愛媛の伊予柑受付中

NHK のドラマ ・ スペシャルとして、 3 年間に渡って放映され
ることになりました。 テレビ好きとしては、 大変楽しみにして
います。 正岡律の菅野美穂も素敵。 舞鶴も出てくる予定。
●一度は読んだと記憶はしているのですが、 単行本も 8 巻
に及ぶ長編ですから、 全部読んだか定かではありません。
実家では産経新聞でしたから、 連載も少しは読んだのでは
ないか。 現在も人気があって、 知り合いの I ちゃんは最近
読み終えたと言っていましたが、 本当によく読みました。
●最近は本を読んでも、後から問われると何が書いてあった
か定かでない場合もあります。 そういう意味では、 読後すぐ
にノートに感想を書くようにすすめられてますが、 有効なこと
です。 「本を読んで中身を忘れても、 どこかに蓄積される」
というのは幻想のような気がします。
●この物語は、 最初、 後に日本の陸軍、 海軍を指導する
立場となる秋山好古、 秋山真之兄弟、 近代俳句の創始者
正岡子規、 その妹の律の幼少期から始まる。 丁度この連載
と重なる昭和 44 年から 4 年間、 松山の学校で過ごした者と
しては大変親 （ちか） しい思いを持ちます。 後年漱石と子
規が住ん 「愚駄仏庵」 や子規記念館は何度か行きました。
●毎年発刊されているこの学校の同窓会報で、 5 年ほど
前、 創立 80 周年の記念特集が組まれた時、 この学校の開
校式にその時その隣の 「北予中学校」 （現愛媛県立松山北
高校） の校長に就任したばかりの秋山好古が参列した写真
が載っていました。 好古さんは陸軍を辞めた後、 教育に専
念された。 （写真は平成 16 年 3 月発刊松山大学温山会報第 46
号。 最前列右から 7 番目が秋山好古北予中学校長。）

●例年通り 「伊予柑」 の注文を受け付けます。 配達は糖度
が引き立つ 2 月になってから。 大きさは 2L、 品質は 「秀」。
10kg 入と 18 玉入 （約 5kg） の 2 種類。 その他に 「デコポン」
2L、 20 玉入。 「はるみ」、 5kg 入も受け付けておりますが、
出荷は 3 月です。 地方発送も承ります。
■ 「彦根カロム」 ゲーム盤をご紹介したところ、 「お正月に子供た
ちと是非遊びたい」 と購入依頼がありました。 60cm × 60cm 公式
競技用。 毎年5 月に彦根で全国大会があるそうです。 普及すると
大変楽しいので、 もし御希望の方は手配します。 直にお申し込み
される場合は、 日本カロム協会、 滋賀県彦根市中央3-5 （社） 彦
根青年会議所内、 電話0749-22-7522、 ファックス0749-22-9018
に。 価格は消費税、 送料込15,675円。 ついでに事務所にも1セッ
ト福利厚生費で購入。勝っても何も出ませんが、対戦希望の方は
御来社下さい。 相手になります。 舞鶴での言いだしっぺ、 小児歯
科の N 先生、 治療のために行った時、 麻酔が効くまでの間、 歯
科衛生士のYちゃんが相手をしてくれました。舞鶴の家元だけあっ
て強い。 ●電気自動車が 2 ～ 3 年後市場に出てくるようです。 排
気ガスは出ず音も静か。 只 CO2 が出ないかといえば、 電気の製
造過程では出ている。 現在の水準で火力発電所平均で同量エネ
ルギーを使ったとしてプロパンガス ： 1 に対して電気 ： 3.21. （NPO
CASA環境面から見たオール電化問題に関する提言）。音が静か
過ぎるので 「擬似音」 をつけるそうです。 デジカメや携帯カメラの
「ガシャ」 はわざとらしい。 どんな擬似音になるのかな。 ●景気の
低迷で水耕野菜栽培を事業化する工場が多くなるらしい。 知り合
いのTさん、農家ではありませんが自分で野菜を作っています。無
農薬有機農法。 「極めておいしい」 とのこと。 先日水耕野菜を食
べたら 「まずかった」。 やはり違うのだろう。 大事な違い。 （正）
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禅

●道元が宋から帰ってきた時、 何の仏典も持ち帰らず、 「私
が学んできた事は 『眼横鼻直』、 目は横に鼻は縦について
いるという当たり前のことだ。」 と言います。 「春は花、 夏ほ
ととぎす、 秋は月、 冬雪さえてすずしかりけり」 という当たり
前の情景を詠んだ和歌があります。
●世の中には色々なことが起こる。 喜びもあるが悲しいことも
ある。 いずれも、 まずは事実、 存在をそのまま受け入れよ
う。 当たり前のこととして、 と理解出来ます。 しかし今一つは
当たり前のことを当たり前に行おう、 というメッセージも読み取
れます。 「存在」 （このようにある） と 「当為」 （このようにあ
りたい） は分けて考えた方が良いでしょう。
●世の中も、 仕事もそう難しいことはない、 と考えています。
失敗することも沢山あるのですが、 よく考えると原因はよく分
中村勘太郎の道元、 DVD 「禅」 のパッケージ

かる。 むしろ分かっているけれど実行できていないことに多く

●知人 Y さんの、 その又知人 K さんがお正月に DVD 三昧

の問題がある場合がほとんど、 と言えます。 「分かっちゃい

（ざんまい） をしたらしい。 この知人 Y さんは市川染五郎と

るけど止められない」 という歌がありましたが、 正にその通り。

木村佳乃が主演した 「蝉しぐれ」 と中村勘太郎が主演した

●ところが、 最近は訳の分からないことを平気で行っていま

「禅」 を、 その又知人Kさんから借りてきて 「大変良かった。」

す。 自分でもよく理解していないのに、 その様に行動してし

と、 更に私に貸してくれました。 断る理由もないので、 その

まいます。 CM で毎日新しい商品の広告があります。 欲望に

まま借り受けましたが見る時間がなかなかない。

従って行動すれば危ないことは分かっているはずですが。

●自分から積極的に求めたものであればすぐに見たでしょう

●今回の 「蝉」 と 「禅」。 似ている字ですね。 「単」 は複雑

が、 その時はまだ内容も知らず、 時間があればと思ってい

でなく混じりけがない意。 共通点がありそう。 一度、 永平寺

ました。 この経験は私にもあって、 現在、 アンリ ・ カルチエ

には行ってみないといけない。 DVD を貸してくれたことに感

＝ブレッソンの写真集を知人の S さんに貸しています。 私は

謝します。 （「禅」 の DVD の発売 ・ 販売元はアミューズメントエン

たいそう良い、 と思っていますが、 相手には迷惑かも。

ターテインメント KK、(C)２００９ 「禅 ZEN」 製作委員会、 3,990 円）

●1月25日にたまたま家内が婦人会の新年会に出かけ、 一

火災警報器の取付期限

人で夕食をとることになったので、 この 2 本を見ることにしま

●消防法の改正によって住宅用火災

した。 見始めて 「蝉しぐれ」 は八千代館で見たことを思い

警報器の設置が義務付けされていま

出しました。 ここは舞鶴で最後の唯一の映画館になりました

す。 平成18年6月1日から施行され、

が、 何とか残しておいて欲しい。

既に新築の住宅にはすべて設置され

● 「道元」 は本当に非常に良かった。 この映画を見て福井

ていますが、 既築の住宅には 5 年間

の永平寺を、 彼が開いたことを再認識しました。 雲水たち

の猶予期間があって、 その期限が平成23年5月31日になっ

が早朝 3 時に起床し修行に励んでいます。 見終わった日の

ています。 オール電化でも設置義務はあります。

翌日の日経新聞で 1200 年 1 月 26 日がその主人公 「道元」

●条例によって設置義務場所が定められています。 ◎寝

さんの誕生日であったことを知りました。

室 ・ 設置義務。 ◎階段上部 ・ 寝室が 2 階以上にある場合

●道元の著書に 「典座教訓 （てんぞきょうくん）」 があります。

は設置義務。 ◎台所 ・ 設置義務。 各室の上部に取り付け

典座 （てんぞ） というのは、 寺院で食事の準備をする係り

ます。 基本的に火災保険の割引が受けられます。 保険会社

の僧のことで、 ここには献立や料理の心構えが書いてある。

にご報告下さい。

「食材を大切にし、 厨房の整理整頓を行い、 道具を大事に

●当社で取付を行っています。 期限が近くなってきました。

する。 調理に手間と工夫を惜しまない。」

早い目に取り付けられることをお勧めします。 担当者まで。

●道元が、 修行に行った 「宋」 で出会った老年の典座に

●お客様のYさん、伊予柑を都会の息子さんに送る御注文を頂い
た。 息子さんの電話番号を質問したら分らない。 短縮ダイヤルに

言います。 「貴方のような徳のある僧は、 食事の準備は若
い僧にさせ、 座禅や経を読んで修行をするべきではないの
か。」 その典座は 「日本の若い僧よ、 修行とは何かが分っ
ていない。」 「これこそが修行なのだ。」 ここには日常の実践
を重視する姿勢があります。

入っているらしい。 考えたらうちも同様だった。 最近、 電話番号を
覚えることなし。 ■給湯器のノーリツと 「ありがとう＆エコ替えキャ
ンペーン」を実施中。10年以上長期間ご使用の給湯器が対象で、
VISA ギフトカード 1 万円分プレゼント！この機会にどうぞ。 （正）
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●昨年から思い切って、お客様が来られていない間はショー

ユートピア

ルームの照明を切ることにしました。 この効果は 36W （蛍光
灯） × 12 本× 12 時間＝ 5,184Wh/ 日。 5,184kWh × 30 日 /
月×12ヶ月＝1,866kWh/年。 1,866kWh×0.34CO2kg/kWh
＝ 634CO2kg。 つまり年間 1,866kWh の電力量の削減、
634kg の二酸化炭素の削減です。 意識の向上もあったの
か、 累計で 7% 削減の効果が出ています。
●最近家電メーカも消費電力が非常に少ないLED電球を発
売し始めました。 LED （Light Emitting Diode= 光を発する半
導体） とは、 順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素
子のことで、 発熱が少なく、 光の指向性は強い、 という特徴
があります。 直管型の蛍光管はまだ国内メーカは販売を開
始していませんが、 輸入品は出ています。 今のところ照明
伊達ゼミ OB 会総会

●昭和 44 年 （1969 年） ～昭和 48 年まで愛媛県、 松山の
学校で過ごしました。 3 ～ 4 年生の時、 ゼミ （演習） の授
業を取る訳ですが、 その OB 会が何代にも渡って続いてい
て毎年会報を出しています。 一時運営が危なかったのです
が、 会費を払う人だけに限定をして続いています。
●師匠の伊達功先生も、 85 歳と相当のお歳で、 OB 総会
を行うことになりました。 写真部の 3 年先輩でもあった W さん
の影響もあって、 「伊達ゼミ」 に入った。 これだけ OB 会が
続いているのも稀有なことに違いありません。 更にその上の
Y さんから平成 7 年の卒業生の 28 年間に渡る OB 会です。
●久しぶりに旧交を温めた訳です。 元写真部としては、 や
り白黒フィルムが入っているカメラを持って出かけ、 最後に
写真を撮ることになりました。 先生も相当嬉しかったようで、
大笑いです。 後日、 額に入れて写真を送ったら、 松山の
世話人に 「教師冥利に尽きる」 とおっしゃったそうです。
●結婚をした時、 挨拶に行ったら、 近くの 「伊予鉄そごう」
でアルミの打ち出し鍋を買ってもらった。 家内に聞いたら、
今も使っていて、 今日も 「カレイ」 が煮てあった。 IH コンロ
を買って、 専用鍋しか使えず、 古い鍋を捨てるようではいけ
ない。 この鍋、 倅が 36 歳だから 37 年は使っています。
●伊達先生には 1997 年、 京都大学の百年祭の時、 舞鶴
に来て頂いて、 友人達と一緒に話を聞きました。 実はセイ
ブ通信第 1 世紀 85 号に掲載しています。 専門は経済学な
のですが、 特にトーマス ・ モアの 「ユートピア」 を研究され
た。 「潤いのある社会」 は我が社の目的でもあります。

LED 電球
●今年のわが社の環境改善目標の一つは 「電力使用量の
対前年比 3％削減」。 地球温暖化防止、 CO2 削減が言わ
れて久しいのですが、 現実的には中々進んでいません。 特
に中小事業者、 家庭部門では逆に増えています。 産業部
門は努力の結果というより、 生産高の減少があります。

用のダウンライトに最適のようです。 確かに熱くならない。
●吉永小百合が CM するシャープ製を当社で販売。 60W を
在庫。 電球色と昼光色があります。 税込販売価格3,980円。
明るさ
消費電力
寿命
メーカ
形式
色
実勢価格
特徴

LED照明
蛍光灯
白熱電球
60W
60W
60W
7.5W
10W
54W
40,000時間
10,000時間
1,000時間
シャープ
パナソニック
東芝
DL-L601L
EFA15EL/10H 60W
電球色／昼白色 電球色／昼白色 電球色
4,000円
1,000円
100円
光の志向性が
光が拡散する
狭い範囲を照らす
強く、狭い範囲 為、広い範囲を のに向く。光の
を照らすのに向く 照らすのに向く 色合いが柔らかい
LED 電球、 蛍光灯、 白熱電球との比較表

火災警報器お買得品特別価格
●消防法によって火災警報器の取り付けが義務付けされ、
既設住宅も、 来年 5 月 31 日までに取り付けないといけない
ことになっています。 市役所や消防署も啓発に努めています
が、 まだ市民の理解が不十分です。 オール電化の住宅の
火災も同じ比率で起こっており、 火災警報器は必要です。
●当社では従前安価な月々のリースによって取り付けをして
いますが、 今回特別にガスユーザ以外の方も含めて煙式音
声鳴動式普及型の SA262E 型、 又は SA156EX 型を販売し
ます。 現金特別価格で税込3,500 円。 取付料を1 個目1,250
円、 2 個目から 625 円頂戴します。 この機種のリースは行い
ません。 真夜中の火災での焼死者は多く、 善は急げ。
■ 「はるみ」 の販売を 3 月にするつもりでしたが、 松山から 「出
荷が早まった」と電話。2月末の締め切りを急遽16日に締め切り、
発注。 温暖化の影響です。 2月の末は相当暑かった。大変美味。
● 2 月 24 日大阪の小学校で家庭科授業で調理実習中、 ガスコン
ロの火が女子児童のエプロンに引火。児童がテーブルに背中を向
けて級友と話をしていたところ引火したらしい。 料理の正しい心構
えこそが大事。 正に道元の 「典座教訓」。 「だから IH コンロが安
全」 は短絡。 ■給湯器のノーリツと 「ありがとう＆エコ替えキャン
ペーン」 を実施中。 10 年以上長期間ご使用の給湯器が対象で、
VISA ギフトカード 1 万円分プレゼント！この機会にどうぞ。 （正）
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年から 2009 年の平均値を比べると、 6 日早くなっています。

開花調査

作成 ： 龍谷大学経済学部教授 増田啓子先生
出典 ： 温暖化防止活動サポートブック 2010

●気象台によると舞鶴市の平均気温もここの所上昇している
ようです。 28 日には時ならぬ寒気で舞鶴でも 「サクラになご
り雪」 でした。 結局 31 日まで気温は相当低く、 開花しかけ
た花もしばらく待機のようです。 その為が腰が縮こまって、
相当に激しい腰痛に見舞われることになりました。

立松和平
●セイブ通信 2009 年 1 月号に、 その前年の 12 月に舞鶴
グランドホテルで作家立松和平さんが行った講演会のことを
掲載しました。 今年の 2 月号に福井の永平寺を開いた 「道
元」 さんのことを書きましたが、 立松和平さんは道元さんを
2010 年 3 月 28 田辺城本丸

モデルにした長編小説 「道元禅師」 を書いていました。

●ここの所毎年地域の 「サクラの開花日調査」 を行っていま

●その立松さんが 2 月 8 日にお亡くなりになった。 62 歳。 コ

す。 今年は 3 月 21、 28 日、 4 月 4、 11 日に京都府全域

ザイ印刷さんに原稿を持っていったのは 2 月 1 日ですから、

で行われます。 今年も開花は早いようで、 3 月 28 日に田辺

偶然といえば偶然です。 立松さんは若い頃インドを放浪さ

城本丸址の小高い石垣の上のソメイヨシノを観察しました。

れた。 その時、 文庫本の 「ブッダのことば」 1 冊を持って

●枝によっては蕾 （つぼみ） もありますが、 全体のほぼ 25

行かれた。 優しい言葉で書かれているが難しい。

％が開花している状態でした。 開花していない状態では、

●そのなかに 「犀 （さい） の角のように歩め」 というのがあっ

花柄から蕾までの長さを計測し、 その長さが 1.6cm を超える

て 「寒さと暑さと、 飢えと渇えと、 風と太陽の熱と、 虻と蛇

と約 1 週間後に開花するようです。 先端は開花しています。

と、 －これらすべてのものにうち勝って、 犀の角のようにた

●舞鶴気象台では前日の 3 月 27 日に開花宣言をしました。

だ独り歩め。」 ただひたすら生きる、 修行する、 と言う感じ

これは平年(4 月 4 日） より 8 日早く、 昨年 （2009 年 3 月 25

は分るような記がします。 よそ見ばかりしている凡人には簡

日より 2 日遅い開花とのことです。 開花日とは対象基準木に

単だが中々出来ない。

5 ～ 6 輪花が咲いた状態となった最初の日、 満開日とは対

●その後、 分厚い 「道元禅師」 上下 2 巻を入手、 どうも枕

象基準木で、 約 80％以上の蕾が開いた状態となった日。

にするのに丁度の高さで積読をしてしまいそうです。 知り合

●龍谷大学増田啓子先生によると、 ソメイヨシノの開花日は

いの N さん、 2002 年、 法隆寺で修行する立松さんのテレ

全国的に早まっているようで、 1953 年以降の 50 年間に京

ビの録画を見せてくれました。そういえば舞鶴での講演会で

都では 7.5 日早まっています。 特に 1990 年以降の早まりが

も 「お灯明をつけるのはチャッカマン。 仏教は大らか。」 と

顕著で、 2002 年は 3 月 18 日に開花日を迎え、 入学式で

おっしゃっていた。 ちなみに本名は 「横松」 さんらしい。

はなく卒業式のサクラとなりました。

■非常によく効くゴキブリ誘引
殺虫剤 「ゴキブリキャップ」 好

●下のグラフの出典は京都府地球温暖化防止センターによ
るものですが 1953 年から 1988 年の開花日の平均値と 1989

評発売中です。 主成分はホウ
酸、 小麦粉、 たまねぎ、 牛乳。
1 個ずつキャップに入れてあっ
て安全。 殺虫剤のようにお部
屋の空気を汚すことはありませ
ん。 アパートなど小世帯には小分けにして販売します。 1 箱 （30
個入） 税込 2,145 円。 小分け半箱 （15 個入） 1,470 円。 ■焼肉
パーティーに最適なガスバーベキューコンロをレンタルで貸し出しま
す。 プロパンガス込で1日6,000円。 お
庭やベランダや公園で。舞鶴市内は配
達し回収します。搬入撤去はお手伝い
下さい。 常識の範囲でお掃除下さい。
●腰痛です。外科、整体を行い現在は
針灸。 東洋医学も奥深い。 （正）

SEIBU COMMUNICATIONS

セ

イ

ブ

通

信

2010 年 5 月号第 3 世紀 No.35

発行者 セイブリビング株式会社 森下 正 舞鶴市字清道309-13電話(0773)75-5145 propane@topaz.ocn.ne.jp

新しい道

●ビール瓶や一升瓶は昔から再利用しているのですが、
旧白鳥街道入口

今、 缶類が多いのは、 便利だからなのでしょう。 こういうビ

●毎月一回第 4 月曜日に、 清道の事務所周辺、 舞鶴文具

ンは酒屋さんが回収してくれる。 そうすればわざわざリサイク

さんの下手から白鳥トンネルの入口に至る340mの清掃活動

ルに出さなくても良い。 あれほど多い缶ジュースの空き缶も、

を行っています。 4 月は 26 日に実施しましたが、 今月はか

毎日の多量の CM で需要も増える。

なり少なくなった印象でした。 本当は喜ぶべきことで、 掃除

● 「簡単便利な生活態度」 と 「生産の広告への依存効果」

のやり甲斐がない、 とは思ってはいけない。

が我々の地球への環境負荷を高めているのが良く分る。

●トンネルを抜けて東に行ったところですぐ信号が出来て、

■オール電化の工事もお客様の御希望に従って行っています。

小浜線と立体交差し、 北吸に抜ける新しいバイパスの市道

熱、水周りは実績のある当社までご下命下さい。訪問販売業者に
は乗らないようにしましょう。 後のメンテナンスが問題です。 ■住

が出来ました。 これまでは踏み切りが遮断すると、 東行きの
車線が渋滞しがちでした。 今度はスムーズすぎて逆に事務
所から車で府道に出る時、 困難な場合もあります。
●新しい道みたいですが、 元々白鳥街道の古道があって、
このトンネルが出来るまでは、 この上に白鳥峠があって山を
越していた。 数年前まで、 西舞鶴高校の春の遠足はこの道
を通って東に抜け、 現在の新しい道となった古道を歩いて
いました。 最近 「西国古道」 の看板が立った。
●東から来れば、 いわば田辺藩の入口の入口で、 峠の上
から西舞鶴が良く見えたのでしょう。 かつてこの入口に一揆
の首謀者の方々の首がさらされたこともあったと聞きました。
古道はこの右手前下の清道の村に続いています。 清道の
村には、 昔を彷彿とさせる狭い道や石灯篭も残っています。

リサイクル
●今年は町内の組長の番で、 今日 4 月 28 日は町内の不燃
ごみ回収の当番でした。 6 時半からの受付に間に合うように
6 種の分別の箱を設営、 待機しました。 食用のビンのプラ
スチックのふたは取るように指導はありますが、 付いているも
のが多い。 しかしプライヤーがないと確かに取り難い。
●飲料用空き缶が結構多い。 つぶして容積を減らしている
方もあるが、 そのままが大半でかさが大きくなる。 確かに資
源化は出来る訳ですが、 アルミニウムなどは製造のために
大変たくさんの電気を使う訳ですから、 便利で軽いといって
も、 環境問題から言えば問題は多い。

宅用火災警報器の取付期限は 2011 年 5 月です。 安価な月払い
リース＠ 157 円 / 月 （取付料込）。 ガスユーザ以外の方にもお求
め頂ける買取式、 台所用熱式 KA268E 型 3,900 円、 居室用煙式
SA156EX 型 3,500 円 （数限りあり）、 取付料 1 個目 1,250 円、 2
個目から 625 円。 ■非常によく効くゴキブリ誘引殺虫剤 「ゴキブリ
キャップ」 好評です。 1個ずつキャップに入れてあって安全。 お部
屋の空気を汚すことはありません。アパートなど小世帯には小分け
して販売します。 1 箱 （30 個入） 税込 2,415 円。 小分け半箱 （15
個入） 1,470 円。 ●竹の柄の団扇 （左側向日葵の絵） を御希望
者にプレゼントします。電気代も掛からないスローで超環境にやさ
しいツールです。地球温暖化防止に優れて役立つことは請け合い
です。 担当者までお気軽に御連絡下さい。 電話、 ファックス、 メー
ルでもかまいません。 香川県丸亀市にあるカレンダー屋さんに頼
んでいるのですが、 元々は、 その昔、 金比羅参りのお土産の団
扇の製造が中心であった。 その会社の社長と話したことがあった
のですが、 「団扇を駆逐したのはプロパンガスであった。」 とのこ
と。七輪を使わなくなったことが、団扇を必需品としなくなった遠因
らしい。 右の 「キテー
ちゃんの団扇」 は献血
に行って 「骨髄バンク」
に登録すると貰えるらし
い。 直近では5 月23日
の田辺城まつり、 明倫
小学校の献血会場。
（全国骨髄バンク推進
連絡協議会） （正）
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グリーンカーテン

●梅雨明けの 7 月中旬にカーテンが完成する。 この時期に
はたくさんに実がなり収穫を楽しむことが出来る。 同じ推進
員の常塚さんは料理でも色々されています。 当日は 「ゴー
ヤポン酢」 「ゴーヤチップス」 の試食もしましたが、 軽い苦
味が結構おいしい。 「ゴーヤ茶」 もありました。 市内の小学
校等にもセットしたとのことで、 楽しみ。

便利な社会
●自宅のパソコンのワクチン （インターネットに繋がっている
パソコンは、外部から悪さをするウィルスが入ってくることがあ
るので、 これを除去するプログラムが必要、 人間社会と同様
にワクチンという） の 「期限があと 15 日で切れる」 とパソコン
の画面に出ました。
●パソコンの表示に従って、 「コンビニ払」 にして、 翌日近
京月町、 常塚さん宅のゴーヤの苗

所のローソンのATMみたいな機械に向かって支払いました。

●京都府地球温暖化防止活動推進員の林さんは、 今年度

自宅に帰ってパソコンを見たらその情報が既に入っていて、

ゴーヤの 「グリーンカーテン」 に取り組んでいて、 今日 6 月

期限が 379 日と自動的に延長になっていました。

2 日は京都生協で、 同じように環境問題に取り組んでいる仲

●誠に簡単便利で、 申し分もないといえますが、 そこのとこ

間と舞鶴で勉強会をしました。同推進センターの木原さんの

ろの原理、 仕組みは一向に分りません。 レジカウンターの

「地球温暖化防止と私たちの暮らし」 についての講演を聞い

店員さんの顔も良く覚えていません。 最近は電子マネー （エ

た後、 京都府舞鶴養護学校等で作ってもらったゴーヤの苗

ディーと言うのを使えるようにはしました。） を持っていれば、

を組合員に配布し、 ゴーヤによる 「グリーンカーテン」 の室

財布から小銭を出すこともありません。

温を下げる効果と生育方法について話をしました。

●舞鶴のコンビニは 30 軒を超えたのでしょうか。 どこのコン

●夏に向ってゴーヤのつるが延びてグリーンのカーテンが出

ビニも同じ店構えで、 最近記憶が怪しくなっている身として

来て、 窓や建物を覆い室温を下げる訳です。 二酸化炭素

は、 自分がどこにいるか分らなくなる危険さえある様です。

をたくさん発生するエアコンの電気の使用を少なくし、 地球

後で、 どの店で支払ったかさえも分らないかも知れません。

温暖化防止に大いに役に立つ、 とのことです。

●最近、 子供向に 「ぞうきんの

●苗は大きめの 30 ～ 50 リットルのプランターに出来れば 1

絞り方、 箸の持ち方」 等、 生

本植え、 ネットを張り、 大きく育てる。 摘芯を行い、 子つる

活日常の手引書が売れてい

を横に誘引し孫つるを上に伸ばす。 そうすると広がり、 カー

て、 若い親達がなるほどと、 自

テンになる。 夏の水遣り、 追肥は重要で十分に行う。

分も教えられているようです。

■ 「ハッピーライフキャンペーン」 実施中。 カタログ御請求下さい。
コンロのほか、 京セラなど太陽光発電＋エネフェーム＝話題の W

取の場合は、 台所用熱式 K A 2 6 8 E 型 3 ,9 0 0 円、 居室用煙式
SA156EX 型 3,500 円 （数限りあり）、 取付料 1 個目 1,250 円、 2 個

発電も御案内。 国 + 舞鶴市で 10 万円 / ｋＷの補助金を受けること
が出来ます。 ■ 「リンナイ 2010 リニュー！ ・ ガスフェスタ」 を 7 月

目から 625 円。 ■非常によく効くゴキブリ誘引殺虫剤 「ゴキブリ
キャップ」 好評です。 アパートなど小世帯には小分けして販売しま

24 日 （土）、 マリアージュ福知山で開催予定。 最新のガステーブ
ル、 ガスビルトインコンロ、 省エネ給湯器等を展示。 この機会に

す。 1 箱 （30 個入） 税込 2,415 円。 小分け半箱 （15 個入） 1,470
円。 ●竹の柄の団扇を御希望者にプレゼント中。 電気代も掛から

御検討、 御購入下さい。 舞鶴からはバスで御案内予定。 展示会
場内で手作りケーキ＆ティーセットをサービス。 「ヤマダ電器」 「ユ

ないスローで環境にやさしいツールです。 担当者まで御請求下さ
い。 電話、 ファックス、 メールでもかまいません。 ●毎年年末にカ

ニクロ」も近くにありますので、ご自由にお立ち寄り下さい。■オー
ル電化の工事もお客様の御希望に従って行っています。熱、水周

レンダーをプレゼントしていますが、 御不要の方には 「暮らしの手
帳社」 のふきんをプレゼントし

りは実績のある当社までご下命下さい。訪問販売業者には乗らな
いように。 彼らは、 あらかじめ 「アポインター」 と呼ばれる女性が

ます。 ふきんを御希望の方は
必ず8月中にその旨御連絡下

電話をし、話を聞いてくれそうな方をピックアップして、話の上手な
営業マンに繋げます。後のメンテナンスが問題。■ノーリツのガス

さい。 ●お客様のIさん、 お目
出度があって、 大きな鯛を頂

ふろ給湯器、 エコ替えキャンペーン実施中。 1 台に付、 10,000 円
相当の商品券を進呈。 ■住宅用火災警報器の取付期限は 2011

いたとのこと。 食べきれず、
「鯛めし」にして近所にも配り、

年 5 月です。 安価な月払いリース＠ 157 円 / 月 （取付料込）。 買

2 日間食べたらしい。 （正）
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七十の手習い

善は急げ、 火災警報器の取付
● 2006 年 6 月から、 火災警報器の取り付けが法律で義務
付けされています。 新築の場合は、 これがついていないと
建築の確認申請が受理されません。 既存の住宅も義務付け
されています。 但し既存住宅には 5 年間の猶予期間があっ
て、 その期限が 2011 年 5 月 31 日。 既に 1 年を切りました。
●当社でも取り付けをしています。 訪問販売業者に引っか
からないように。 単なるブザー鳴動の安価なものも出ていま
すが、 実際の作動の多くは真夜中です。 何がなっているの
か分らないのではいけないので、 当社では 「火事です」 と
音声鳴動するタイプをお勧めしています。
●台所、 寝室 （寝室が階上の場合は階段踊り場も） への設
置が必要です。 買取の場合は、 台所用熱式 KA268E 型

作品 No.018 「雪と椿」

●88歳になる近所の竹村滋子さんは美しい 「手毬 （てまり）」
作りをされています。 既に約 300 個を作られた。 実は 70 歳
の時、 思い立って綾部の 「アスパ」 の文化教室に月一度、
電車で通うことにされました。 この 6 月 20 日に米寿を迎えま
したが、 家族が 「サンライフ」 （西総合会館） での作品展を
プレゼントされた。
●当日見に行きましたが、 大変盛況で展示室は一杯のお
客さんで、 「約 180 人の来訪者があった。」 とのことでした。
手毬は、 そうなじみのある玩具ではありませんから、 こんな
きれいでいろんな模様を作ることが出来るとは思いませんで
した。 「河豚」 や 「キティーちゃん」 もありました。
●何よりも、 あのお歳で （失礼！） その様な熱意を持って、

3,900 円、 居室用煙式 SA156EX 型 3,500 円 （数限りあり）、
取付料 1 個目 1,250 円、 2 個目から 625 円。 例で寝室が 2
階にある場合の取付料込みの合計金額は \13,404 です。
●お宅が広い場合、 台所の警報器が単独で鳴っても寝室
で聞こえない場合もあります。 この場合は 1 個がなると無線
で他の部屋も鳴る連動鳴動をお勧めします。 例の場合は無
線機、 取付代込みで \31,070 です。 さらにガスメータを遮
断し、 集中監視センターに通報するシステムは \41,308 で
す。 この場合は毎月の安全機器リース代に \105 の加算。
●月々安価なリースシステムもあります。 単独鳴動システム
の場合は、 警報器 1 個につき、 取付代税込 @157 円 / 月。
自分の命を守るための火災警報器の取付義務です。 罰則
はありません。 善は急げ。

楽しみながら、仕事をされたことに対して羨望さえ覚えます。

アイフォンは底値？

我々はその様な生き方が出来るのか。 更に家族の皆さんの

●携帯電話の電池の持ちが悪くなったので、 この際アイフォ

やさしいお気持ちにも敬意を表したい。 たくさんのお友達や

ンを入手。 アメリカのアップルコンピュー

同好の方々の存在も貴重だ、 と思います。 よかった。

タ製で日本ではソフトバンクが販売してい

集金詐欺に御注意

ます。 特徴はタッチパネルになっている

● 6 月中旬、 お客様の S さん宅に 40 歳代の女性が 2 人 「ガ
ス代の集金に来ました。 7,000 円です。」 と言って来訪。 居
合わせた S さん宅のお爺さんが、 「こまかいのがないので。」
と一万円を渡したところ 「お釣と領収書は後から持ってく
る。」 と言って帰ったそうです。

こと。 後続の 「G4」 型が出たことがあっ
て安くなって、 品切れもあるようです。
●しかしこの電話に 「アカウント」 や 「パ
スワード」 を聞かれお手上げです。 訳の
分らないものに巻き込まれてしまった。

●お話を聞き、 直ぐに事情を詳しく承りに伺いました。 S さ

■ 「ハッピーライフキャンペーン」 実施中。 コンロ、 京セラなど太

ん宅は 「自動振替」 をされていて、 当社から集金に行くこ

陽光発電＋エネファーム＝話題のW発電も御案内。 国+舞鶴市で
10 万円 / ｋＷの補助金を受けることが出来ます。 ■オール電化の

とは無いのですが、 お爺さんはその事情が不明であった。
あとから聞けばおかしな話なのですが、 当のお爺さんにして
みれば、 その時疑問に思いつつも、 押し切られたようです。
●ご近所に同様のことが無かったか、 訪問しましたが大丈
夫だった様です。 舞鶴警察署には報告はしておきました

工事もお客様の御希望に従って行っています。 熱、 水周りは実績
のある当社までご下命下さい。訪問販売業者には乗らないように。
■非常によく効くゴキブリ誘引殺虫剤 「ゴキブリキャップ」 好評で
す。 アパートなど小世帯には小分けして販売します。 1 箱 （30 個

が、 十分ご注意下さい。 御老人をターゲットにしているかも

入） 税込 2,415 円。 小分け半箱 （15 個入） 1,470 円。 ●毎年年
末のカレンダー、 御不要の方には 「暮らしの手帳社」 のふきんを

知れません。 不審に思った時は直ぐにお電話下さい。

プレゼント。御希望の方は必ず8月中にその旨御連絡下さい。（正）
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太陽光発電のススメ

●既に何度か御案内をしていますが、 当社では太陽光発電
装置の販売を行っています。 特に今年度は①国の補助金 7
万円 /kW に加えて、 ②舞鶴市からの補助金 3 万円 /kW が
加わることになりました。 （残念ながら京都府のエコポイントで
の補助は終了しました。） ③ここに来て従来の電力会社の買
取が 24 円 /kWh であったものが、 来年 3 月までの取り付け
については、 10 年間は倍の 48 円 /kWh となったことです。
実はこの差額は電力会社が負担するのではなく、 広く一般
が負担することになります。 （100 円 / 人と言われています。）
●これまでは、 環境的にはもちろん良いのですが、 経済的
には損にもならないが得にもならないことでした。 しかし幾つ
かの条件はあるにしても、 一般的には経済的にも費用の回

御茶ノ水駅から聖橋を望む

収が早まり、 得なことになってきた。 京都市内と舞鶴市内で

● 7 月の初めに業界の勉強会があって、 「東京ガス横浜研

は発電量の違いがあると考えていましたが、 京都府地球温

究所」 に行って、 「スマート ・ エネルギー ・ ネットワーク」 の

暖化防止活動推進センターのデータによれば 3.5kW システ

話を聞きました。 アメリカのオバマ大統領が言い始めた次世

ムの場合、 年間予想発電量は京都市 3,465kWh に対して舞

代送電網 「スマート ・ グリッド」 をガスコージェネレーション

鶴市 3,304kWh と言うことです。 （資料あり。 要ご請求。）

（熱電併給） 方式のガス発電機、 太陽光発電、 太陽熱温

●太陽熱利用も進んでいます。 環境省は 「家庭用太陽熱

水器を利用して、 よりエコにすすめようと言う訳です。

利用システム普及加速事業」 として、 ノーリツなどの給湯器

●エネルギーの最終消費の多くは熱で、 家庭用でもエネル

メーカーが提供しているシステムに、 半額、 最大 60 万円の

ギーを最も使うのは給湯 ・ 暖房。 あまりエネルギーを使わな

補助金を出します。 当社も受注しています。 従来タイプの

いでこれを賄えれば省エネ効果は大きい。 東京ガスでは複

給湯器より年間約 4 割燃料費を節約出来ます。 現在、 国や

数の建物をつないで電気と熱をやりとりするシステムを考えて

地方自治体は、 頑張って CO2 削減に取り組んでいます。

います。 これが 「スマート ・ エネルギー ・ ネットワーク」。

高効率リースコンロのススメ

●ガスコージェネレーションは、 家庭用では 「エコウィル」 が

●今年が最後になる補

ありますが、 自宅で発電。 その廃熱でお湯を沸かし給湯 ・

助金付高効率リースコン

暖房に使用する。 エネルギー効率が火力発電所から来る電

ロの御案内です。 最新

気 （35 ～ 40％） よりは非常に高い （85％）。 従って温室効

式の高効率コンロを販

果ガスの発生も極めて少ない。 これに太陽光発電を加える

売していますが、 これに

W 発電も注目を浴びています。

対して補助金が出ます。

●次の日は、 大型コンベンションセンター （会議展示場）

5 年リースの形でお使い

「パシフィコ横浜」 で行われていた 「第 5 回新エネルギー世

頂き、 終了後はお客様のものになります。 相当お安くなりま

界展示会」 を見学。 太陽光発電をはじめ、 太陽熱利用、

すので是非御活用下さい。 但し 5 年以上使って頂くことが前

風力発電、 バイオマス、 海洋エネルギーなどの展示を見ま

提。 ●写真 （展示しています） のビルトインコンロ

した。 面白かったのは 「日本ソーラークッキング協会」 （電

RS71WG7R2-S(L/R)の場合、 税込定価 276,150 円が月々

話 0467-79-3334、 http://www.geocities.jp/jscajp/ の太陽

2,633円。ガラストップテーブルコンロﾊｵS630VGTS （SL）（L/

熱を利用した小型の調理器具でした。 堂々大企業と片を並

R）、 定価 104,790 円は月々 676 円から。 数に限りがあり。

べていました。 ローカルな感じが非常に良かった。
●たまの都会です。 この日は東京まで行って、 神田の古本
屋を回り、 翌日は恵比寿の 「東京都写真美術館」 に行っ
て、 生エビスビールを飲もう、 と考えました。 しかし 「みな
とみらい駅」 からどういけば良いか分らない。 大昔に東京で
サラリーマンをしてはいたのですが、 知らない地下鉄も一杯
出来ている。 「すみません。 渋谷に行く切符はどうして買え
ばよいのでしょうか？」 と後ろの人に聞いてしまった。 御茶
ノ水駅で降り、 聖橋を見て神田神保町古本街に下った。

●セイブ通信は今年 10 月号で通算 240 号、 20 周年を迎えます。
少しページ数を増やし、記念号にしたいと考えています。文章、写
真、 俳句、 川柳など、 お客様の原稿を募集します。 採用分には
薄謝の予定です。■オール電化の工事もお客様の御希望に従って
行っています。熱、水周りは実績のある当社までご下命下さい。訪
問販売業者には乗らないように。 ●毎年年末のカレンダー、 御不
要の方には 「暮らしの手帳社」 のふきんをプレゼント。 御希望の
方は必ず 8 月中にその旨御連絡下さい。 ●久しぶりに乗った新幹
線にはパソコン用にコンセントと無線LANがついていました。 （正）
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酷暑お見舞い申し上げます

非光の見識
●たまに家にいると 「訪問販売」 の電話が始終掛かってきま
す。 「太陽光発電」 「オール電化」 「光ファイバー」 が現在
の定番といえます。 多くは都会の会社やブローカー。 「地産
地消」 や 「地域内再投資力 （地元でお金を回す）」 という
意味からも外部からの訪問販売は拒絶するのが適切。
●販売コンサルタントによれば、 まず知識を持った 「アポイ
ンター」 と呼ばれる女性の 「訪問連絡担当者」 がお客様に
網羅的に電話をする。その会話の中で話を聞いてくれそうな
お客様をピックアップする。 そのリストを営業担当者に渡し、
契約に至った場合、 彼女は相当の成功報酬を獲得する。
● 10 年程前、 太陽熱温水器の A 社が舞鶴でもたくさん営
業活動をしましたが、 後のメンテナンスが全くありませんでし
た。 この頃、 古くなったこの会社の機器のメンテや撤去をお

福井小学校のグリーンカーテン

客様から依頼されることが多くなっています。

● 9 月 1 日現在、 猛暑が続いています。 気象庁はこの夏

●最近は光ファイバーの勧誘が多い。 しかしもう一つメリット

（6 ～ 8 月） の日本の平均気温が、 統計を取り始めた 1898

（利点） がはっきりしない。 伝わってくるのは 「今が流行の

年以降の 112 年の間で最も高かった、 と発表しました。 この

光」 と言うこと。 電力会社の 「オール電化」 も流行をあおり

日の舞鶴市の最高気温は 38.3℃で全国で最も暑かった。

ます。 冷房を使いたい夏場の昼間の電気代が現行より高く

正に灼熱ですが、 日本の最高気温は 2007 年 8 月 16 日埼

なることの説明はありません。

玉県熊谷市の 40.9℃だそうです。

●もし地震が起こったりした災害時は公衆電話に回線が優先

●いずれにしてもここ数年、 温暖化を実感します。 政府も、

的に振り向けられる。 従って非難時には 10 円玉は常に用意

2005 年に発効した先の京都議定書の 「2008 ～ 2012 年に

をしておくこと。 停電になると IP 電話、 光回線に繋がる電話

1990 年比で二酸化炭素などの温室効果ガスの 6％削減」 と

は使用できなくなる。 光ファイバーはインターネットで余程、

いう取り決め後、 2020 年には 25％削減を表明しています。

大きな画像のやり取りをしない限りは実はメリットは少ない、

京都府や舞鶴市もこの計画に従って、 新たな地球温暖化対

のではないか。 当社の代表電話は安全なアナログ回線。

策条例や環境基本計画を練っています。

●セイブ通信は来月号で通算 240 号、 20 周年を迎える。 新しいコ

●その中に素朴ですが有効と考えられているのがゴーヤなど
による 「グリーンカーテン」 です。 今年も市内の多くの施設
や家庭で試みられています。 写真は福井小学校のグリーン
カーテンで、 内側から見たところ。 結構炎天下でも涼しそう
です。 太陽光線を遮ると共に、 葉からの蒸散作用で雰囲気
温度を下げるようです。
●会社でも試みていますが、 枝を広げようと 「摘芯」 をやり
過ぎたのと、 簡単に育てようと肥料をハイポネックスに頼った
のが良くなかったのか、 あまり大きくなりませんでした。 知り
合いの Tさんは家でも事務所でも作っていて、 たいそう伸び
ました。 事務所でゴーヤをミキサーでジュースにし毎朝飲ん
でいるとのこと。 手軽でビタミンCが多く健康にもよいらしい。
●そのままでは苦いのでバナナと蜂蜜を入れる。 少し苦味
があると事が美味しい。 牛乳を入れたり、 レモンを入れるの
もよいようです。 内の事務員さんが試みましたが、 身が熟れ
過ぎていた所為か苦かったとのこと。 福知山市の連合婦人
会では 「ゴーヤレシピ集」 まで作って取り組んでいます。 9
月 18 日 （日） には福知山市厚生会館で 「みどりのカーテ
ン実践交流会」 があるそうです。 間に合えば御参加下さい。

ミュニケーションの方法として10月からインターネットのホームペー
ジを開設する予定。 URL は 「www.seibu-living.co.jp」 ■オール電
化の工事もお客様の御希望に従って行っています。 熱、 水周りは
実績のある当社までご下命下さい。訪問販売業者には乗らないよ
うに。■補助金付高効率コンロ販売中。5年リース使用後は譲渡。
ビルトインコンロもお手軽に。 ガラストップテーブルコンロ 「ハオ
S630VGTS （SL） （L/R）」、 定価 104,790 円は月々 676 円から。 数
に限りがあり。 ●デジカメも使用していますが、 白黒フィルムを写
真屋さんに持って行ったら、「こんなものを持って来るのはあんただ
けや」と言われた。実はモノクロ写真にはそぎ落とされた優れた表
現力がある。派手な色ばかり見ていると、大事なものを見落として
しまう危険がある。 美人には注意をしないといけない。 （正）
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マイラガーデン
●知り合いの T さんの庭。 「マイラガーデン」 と名前がついています。 秋の草花が色とりどりに咲いています。 有機農法
で野菜も作っています。 美味しいらしい。 空は秋色。 「何が豊かな暮らしなのか」、 これが私たちの課題でもあります。

ライフスタイル

一時楽しければい

我藤誠 （がとうまこと）

い」、 という無責任な

●実は私、 無類のテレビ好きでした。 ドラマやトーク番組、

番組が非常に多いこと

バラエティにアニメまで、 テレビ漬けの毎日。 無論子ども達

に気づきます。 でも皆

にもそんな習慣が身につきました。 ところが娘が小学三年生

大いに楽しんでいる。

になった頃、 事件が起きました。 宿題の感想文が支離滅

テレビを見続ける内に

裂、 何を書いているかわからない娘。

慣らされているのでしょ

●極端な私はこれをテレビのせいにし、 自分のテレビ依存

う。 私もそうでした、 テ

症も治ればと、 思い切ってテレビのコードをはずしました。

レビ依存症です。

それ以来、 一昔前の無駄に大きいブラウン管テレビは物置

ゴーヤのカーテンの内側で

●中にはとてもためになる番組もありますが残念ながら少数

に。 もちろん娘の文章力、 読解力の無さはテレビのせいだ

のように思います。 現在、 情報はラジオやネットで必要最低

けではありません。 私の依存症もだらしないだけのことで、

限確保、 話題についていけず子どもが登校拒否なんてこと

妻や幼稚園児の息子にすればとんだとばっちり、 罪を着せ

もありません。 流行についていけないのではと心配してくれ

られたテレビもいたたまれません。

る人もいますが、 もともと個性的な我が家族、 いまさら流行

●それから三年半、 我が家ではテレビの無い生活が当たり

に流されなくとも大丈夫ですよ。

前になりました。 同時に気づかされたことも。 出かけ先や知

● 「えっ、 家にテレビないの？」 と驚かれることもしばしば

人のお宅でたまにテレビ番組に遭遇することがあります。 皆

ありますが、 それよりもクーラーの無い家でこの夏を乗り切っ

バラエティ番組を見て楽しんでいます。 ところが私には何が

てくれた我が家族に私は感謝しています。

おもしろいのかさっぱり解らない。 それでも番組の内容を説

（歯科技工士）

■セイブ通信本号は240号記念号です。 読者からの御投稿を頂き
ました。 本通信は 「チラシ」 と言うより、 お客様と 「生活」 ＝ Living

明してもらう内に、皆が見入っている理由がわかってきます。
●でも客観的に見ると非常につまらない。 暴力的であったり

を考えてゆくことを目的にしていました。結果、本号ではいろんな角
度からライフスタイルを考えることになりました。 （編）

倫理性に欠けるもの、 無理に感動をあおるものなど 「その
1
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ブータンに学ぶ暮らしの智恵

荒廃した里山の現

奥谷三穂

状がすべてを物

●この夏、 ブータン王国へ

語っているといえ

行ってきました。 どこにある

るでしょう。 一方の

かご存知ですか？中国とイ

都会では コミュニ

ンドに挟まれて、 北にはヒマ

ティの崩壊と所得

ラヤ山脈がそびえる九州くら

格差が進み、 子ど

いの小さな高原の国です。

もや高齢者、 若者

男性は、 日本の着物に似た

たちを孤立させ、

ゴを、 女性はキラというとい

様々な社会問題を

う美しい民族衣装を身につ

峠のリンゴ売り

引き起こしていることはご存知のとおりです。

けています。 この国の伝統

●山から木を伐り出して家を建て、 たきぎで火を起こして食

と文化を守るために着用が

を作る。 衣 ・ 食 ・ 住のすべては自然の恵みに依っていると

義務付けられているのです。 首都ティンプとプナカの間の峠
●前国王であるシグミ ・ シン （標高 3150m)「ドチュ ・ ラ」 にて

いう基本的な事実とこうした自然のしくみを壊さない共同の
ルールがあったことを、便利で快適な暮らしは見えなくしてし

ゲ ・ ワンチュク国王が、 今か 筆者

まいました。

ら３４年も前に 「Gross National Happiness （GNH ・ 国民総

●あら ゆること が

幸福） は GNP より大切である」 という考え方を示され、 自然

自動化される中で

と文化を守りながら持続可能な発展が進められています。 建

五感を使わない

物も伝統建築の様式が守られており、 民家は土壁と木材を

暮らし方に慣れて

用い、 柱には美しい精緻な彫刻が施されています。 建築の

しまい、 省略され

材料となる木材はもちろん国内産で、 森林を伐り過ぎないよ

た手順の中に人

うに伐採計画が徹底されています。

間が生きていくた

●農村の多くの民家は自給自足で、 赤米にとびきり辛いトウ

めの知恵や文化、

ガラシを中心とした野菜と干し肉の煮物などを混ぜて食べま

作ることの楽しみ

す。 エネルギーのほとんどは、 ヒマラヤ山脈からの豊富な水

地元産の食材を使ったブータン料理

を利用した水力発電でまかなわれ、 余った電気をインドに

（プナカのレストラン）

売っています。 人々は仏教の教えである輪廻転生 （りんね

たお金に換えられ

ない大切な価値があったことに気づいていないのです。 集

てんしょう） を信じて、 来生 （らいせい） で地獄や畜生道に

落の消滅は、 美しい農村

生まれ変わることのないよう、 正しくつましく日々功徳を積み

景観や生物の多様性を

ます。 生と死は自然のめぐりの中でとらえられているので、

失うだけでなく、 こうした

欲望や執着が少ない

知恵と文化の消滅にもつ

のかも知れません。

ながるといえるでしょう。

国民の多くが幸福だ

●でも、 あきらめることは

と感じています。

ありません。 今、 自然と文

●グローバル化の流

化を守る動きが、 NPO や

れの中で、 今どきこ

若者たち、 セイブリビング

のような国が存在す

さんのような心ある企業を

ることが不思議に思
プナカの棚田と民家

や生きがいといっ

中心として日本の各地で

われます。 でも、 こ

広がってきています。 生

うした自然観や生き

き方はもっと自然に近いも

方は古の日本人も持っていました。 舞鶴や丹後の里山 ・ 里

のであっていいと思いま 地元産だけを使ったブータン料理

海の暮らしの中には自然の中で生きる知恵や工夫がたくさん

す。 大事なのは地域からの動きです。 ガスレンジの火を点

あったはずです。 でも、 私たちはひたすらに経済発展を追

けた時、 ちょっと思い出してみてください。 自然の恵みと知

い求める中でそれらを見失ってしまいました。 経済的な利益

恵のことを。

を生み出すものだけが価値あるものとしてきたために、 自然

（京都府立大学准教授）

■奥谷先生は、 弊社が KES （環境マネジメント） を推進しているこ
ともあって、 研究の目的で、 「中小企業における CSR （企業の社

や文化、 互いの助け合いのしくみといったお金にならないも
のは見捨ててきてしまいました。

会的責任） への取り組み」 のヒアリング （聴取） の為、 お見えに
なりました。地球環境問題についても見識は広く、非常に共鳴しま

●その結果、 「ヒト ・ モノ ・ カネ」 が都市に集中し、 地域の
人口減少と高齢化が急速に進んだのです。 過疎化が進む

した。 環境問題は 「生き方」 の問題とのこと。 （編）
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内藤一茂

アラカンになってわかったこと
●６０歳を過ぎると、 いろいろわかってくることがある。 その

●内山興正などは 「自己が自己を自己するため」 などと言っ

中のひとつは、 もう僕の人生は、 明日死ぬかもしれないけ

ている。 わかったようなわからないような ・ ・ ・ 。 またある人

れど、 多いめに見積もっても、 せいぜいあと２０年くらいだと

は、 「精神の意識を外の世界 （色の世界） から、 内の世界

いうことを。

（空の次元） へと切り換えるため」 と言う。

●死ぬときは、 自分だけ、 そのまま死ぬわけで、 お金など

●坐禅をしていて、 見ようとする意識をはたらかせない。 聞

財産、 名誉、 車、 腕時計、 お気に入りの万年筆、 カメラ

こうとする意識をはたらかせない。 たとえ、 いろいろな音が

など何も持ってゆけない。 物欲にかまけて、 欲しい物を買い

聞こえても、 そこに意識をつなげない。 「聞こえているな

あさっても、 一時のなぐさみでしかない。 即ち、 「色即是空」

あ ・ ・ ・ 」 でおいておく。 たとえば、 座禅中にセミの声が

であることである。

聞こえてきても、 「何の鳴き声かな？セミ？何匹くらいかな？

●といっても、 僕は、｢色即是空｣をすべて理解しているわけ

アブラゼミかな？」 などと広げない。 そして、 「我」 を取り去

ではない。｢諸行無常｣は、 なんとなくわかった気がしている

り、 「空なる自分」 の意識を目覚めさせるのが坐禅であると

が、 「色即是空」 は、｢物には実体がないということ｣と言われ

いう。

ても、 意味がよくわからないのである。 「実体」 をウィキペディ

●禅宗の曹洞宗の開祖 ・ 道元は、｢只管打座｣、 つまり｢ひ

アで調べてみると、 「古代ギリシャから使われていた古典的

たすら坐禅をせよ！｣と言っている。 また、 「いわゆる坐禅は

な哲学用語で、 " 真に実在しているもの "」 とある。 しかし、

習禅にはあらず。 唯是れ " 安楽の法門 " なり」 とおっしゃっ

プラトン、デカルトなどいろんな哲学者が考察しているらしく、

ている。 坐禅しているときこそが｢仏｣であり、 「悟りの状態」

スピノザなどは、 「神のみが実体である」 とさえ言っている。

であるのだそうである。 坐禅をしているときは、 仏法僧に帰

矛盾してないか ・ ・ ・ 。

依しているし、 悪いことをしていないし、 殺していない、 盗

●言葉や文字は、 コミュニケーションの道具であり方便だ

んでいない、 酒を飲んでいない、 淫欲を起こしていない、 嘘

が、 これほど混乱や誤解しやすいものはないともいえる。 世

もついていない、 怒っていない等など、 煩悩のない状態だ

界中に言語は多くあるし、 言葉のニュアンスも微妙に異なる

から、｢悟っている｣のだという。

ことも往々にしてある。 とはいえ 「色即是空」 は、 やはり理

●ついでながら 「さとり」 とは、 五官のプラスなる部分、 つ

解したいのである。 そういうわけでもないが、 最近僕は坐禅

まり五官のすばらしい働きをありのままに働かせて、 マイナス

を始め、 結構熱心に実践中である。 （「色即是空」 とうのは、

なる部分、 つまり煩悩や欲望や苦悩を引き起こさない状態を

体験であろうというおぼろげながらの実感があるからなのだ）

言う。 環境をありのままに純粋に、 見たり、 聞いたり、 感覚

●月１回の桂林寺で、 近所の龍勝寺や養徳寺で、 また小

したり、 知覚したりして、 それらを煩悩や欲望の方向の向か

浜の仏国寺に遠征したりしている。 しかし、｢なぜ坐禅をする

わせない力をいうのである ・ ・ ・ と聞いたことがある。 （「道

のか？｣と問われると、 ハタとその返事に困ってしまう。 先ほ

元のことば」 角田泰隆著より）

どは、 「色即是空」 を知りたいとい言ったが、 他には、 「気

●道は遠いが、 せいぜい坐禅をして、 頭からだけではなく

持ちいいから」、 「精神統一できる」、｢ 自己を見つめる機

体から 「我」 を取り去り、｢小欲知足｣を目指して、 少しでも

会｣、 「心が落ち着く」、 「我慢強くなる」、｢呼吸が正しくでき

「色即是空」 を究めんとする今日この頃である。

る｣などと理由を並べ立てても、 隔靴掻痒の感がある。

（小児歯科医）

■内藤先生は幼稚園に歯科検診に行く時、
ワンコの着ぐるみを着て行く事もある。さす
がに駐車場から園に入る時恥ずかしい、と
のこと。 今日はお仕事中に、赤鼻をつけて
ポートレイトの撮影。 趣味で陶芸をしてい
る。 年に一度、 陶芸展もする。 最近はこ
んな地蔵さんも作った。こういう生き方もあ
る。 その内、 説教を聞く積り。 （編）
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「真向法」 と出会って

永島美千恵

●高校生の時 「濫觴 （ら

て唖然とした。 私も 73 歳までにこの方のようになりたいという

んしょう）」 という字を習っ

思いがこみ上げてきたのを今も鮮明に覚えている。 東京本

た。 「物事のおこり」 とい

部から指導に来られていた佐藤良彦先生 （現会長） と京都

う一般的な意味の方では

支部長の子安照彦両先生の、 心をあたたかく包みこむ笑顔

なく、 「長大な揚子江の

と語調にもいたく魅了された。

水源も觴 （さかずき） を濫

●真向法の創始者は、 大倉組 （現大成建設） で敏腕をふ

（うか） べるほどの小さな

るわれた長井津 （ながいわたる） 氏である。 氏は不摂生が

流れ」 というもとの意味にひきつけられた。

たたって 42 歳で脳溢血に倒れ、 半身不随の身に。 心の救

● 『セイブ通信』 が今号で 240 号を数え、 20 年目を迎えら

いを求めて仏典をひもとかれた折、 釈迦の教えを聞くにあ

れたとのこと。 森下さんの好奇心 ・ 取材力 ・ 根気と、 見守

たって、 弟子達が顔頭接足礼をしたという伴 （くだり） に大

り支えてこられた奥様に敬意を表する次第である。

きな感動を受け、 そ

● （自動車用品販売の） イエローハットの前相談役、 鍵山

れをまねることから始

秀三郎氏は、 お一人で

められたという。 腰

始められて今や海外に

（股関節） の屈伸運

まで広がったトイレ掃除

動を中心に 4 つの動

の振り返って、 「10年偉

作を行う。 畳一畳分

大なり、 20 年畏るべし、

あればいつでもどこ
第 3 体操

30年歴史になる」とおっ

でも 3 分間でできる

しゃっている。 20年、 30

体操である。

年と継続するには、 本

●不断に行う事で股関節が柔軟になり、 下半身の筋の新陳

人のやる気や実行力はいうまでもないが、 そこに楽しみがな

代謝が促進され、 血液の流れが活発化する。 私の場合、 冷

くては活力が低下するし、 協力者や同行者がいなくては孤

え性や便秘が解消、 今

立する。

のところ肩や腰の痛みも

●手 前 味 噌 に な るが 、

経験した事がない。 心の

私も 「真向法」 という健

柔軟さについても、 「かな

康体操を続けて 25 年に

り丸くなった」 と、 四角い

なる。 心と身体とのつな

心の母親に苦しんだ娘達

がりは深く、 身体が固い

は評価してくれている。

第 1 体操

と心も固いことが多い。
四角ばった心に悩んで

第 4 体操

●ちなみに、 「健康」 の字義を調べてみると、 「（筆や糸巻
第 2 体操

きの芯棒の様に） 体を高く伸ばして元気なさま」 とある。 真

いた時、 新聞の広告欄ではっとする宣伝文句に出会った、

向法を続ける中で、 言葉、 気や呼吸、 食べ物や歯につい

そこには 「身体を柔軟にすれば心も柔和になる」 とあった。

ても気付きを得ることができ、 健康に過ごせている事に感謝

●京都支部の門をたたいた時、 一人の女性が見せて下さっ

している。 おすすめしたい健康体操である。
（元日星高等学校教諭）

た身体の柔らかさには目を見張った。 73歳というお歳を聞い

です。④便利になった分だけ失うものがある。●新しいホームペー
ジの URL は 「www.seibu-living.co.jp」 です。 順次拡大してゆく予定

●セイブ通信の創刊は 1990 年 11 月。 編集者が 「来年 1 月に 40
歳になる」 という時のことでした。 来年 1 月には、 「アラウンド ・ シッ
クスティ」 （読者の内藤さんの文章のタイトル） に突入。 とても想像

です。 ■補助金付高効率コンロ、 ガラストップテーブルコンロ 「ハ
オ S630VGTS （SL） （L/R）」、 定価 104,790 円は月々 676 円から。

しなかったことで、 今でさえ不明。●60歳になったからと言って、急
に生き方が変わるのも変な話です。 しかし家族の人間関係を含め

まだあります。■例年やっておりますレンタルガスストーブ今年も10
月から始めます。 新しいファンヒータも加わりました。 お問い合わ

て、 地球上のいろんな問題は変化していますから、 そういう意味で
は少し考え直さないといけない。●府立大学の奥谷先生と意見交換

せ下さい。 ●セイブ通信 20 周年記念号発刊プレゼント。 松山のお
菓子、 一六本舗の 「一六タルト」、 又は 「坂の上の雲」 を合計 50

をした時に共感したのは、 ①訳の分った暮らしをする。 理屈の分ら
ないものは要注意。フィルムカメラは意味が分るが、デジタルカメラ

本。 御応募はお葉書、 ファックス （0773-75-5158）、 インターネッ
トご使用者は電子メールで、 お名前、 御住所、 電話番号、 できれ

は写る理屈が分らない。若い人たちはピントやシャッタースピードの
意味が分らなくなる。 ②広告への依存の問題。 これは我藤さんの

ば検針伝票請求書に記載してあるお客様コードを記入の上、セイブ
通信や弊社に対する御意見、御希望をお書き下さい。期限は11月

言うTVの問題の大きな部分です。 多くの人がCMの黒木瞳の言葉
やシュミレーションを鵜呑みにする。かつ彼女は自分の言った事に

4 日。 御応募多数の場合は抽選。 ■太陽光発電の販売始めてい
ます。 訪問販売には乗らないように。 前例では後のメンテはないし

対する社会的責任はあるのかないのか。③五感を大事にする生き
方をする。 シンクスセンス （第6感という映画があって、 「僕にが死

地域内再投資にならない。 ●大事なのは自分の頭で考えること。
241号の発刊は現在未定。まずは御愛読有難うございました。（正）

んだ人が見える」 というのがありましたが、 「ゲゲゲ」 に通じる世界
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セイブリビングニュース

2010 年 11 月号

発行者 セイブリビング株式会社 森下 正 舞鶴市字清道309-13tel.(0773)75-5145 propane@topaz.ocn.ne.jp

レンタルガスストーブ

リンナイガスファンヒータ SRC-360E、 3,500kcal/h

●今年もガスストーブのレンタルを開始しました。 今年の新

●ここのところのCMはイメージたっぷりで消費者の購買意識をそそ

型も 10 台入れました。 リンナイガスファンヒータ SRC-360E、

ります。 「必要は発明の母」 ではなくて 「発明が必要の母」 となっ
た。 20 年前、 携帯電話は必需品ではなかった。 ■補助金付高効

3,500kcal/h。 安全の為 8 時間自動停止。 おはようシンプル
タイマー。 転倒時ガス遮断、 不完全燃焼防止装置も当然付
いています。 月間レンタル料は、 本体 525 円 + 専用ホース
105 円です （税込）。
●本体は月 210 円のファンヒータから、 部分暖房に適当な
赤外線ストーブまであります。 昨年購入のガスファンヒータは
月 315 円。 春には一旦引取り、 清掃を行います。 毎年、 定
期的に借りて頂くお客様もあります。 収納場所に困ったり、
清掃する手間は要りません。 特に単身者の方、 石油ストー
ブの燃料補給に困っている方にはおすすめ。
●新品のものの販売も行っています。 写真のリンナイガス
ファンヒータは本体 19,800 円 +3m 専用ホース 3,980 円です。
カビ、 ウィルス、 アレル物質を分解除去するプラズマクラス
ター機能付等もありますから、 是非お問い合わせ下さい。
●オール電化をしてしまったが、 暖房でお困りの方も最近は
多く、 ガスファンヒータをお使いです。 赤外線ストーブは風
切音もなく静粛で心まで暖かくなります。

率コンロ販売中。 5 年リース使用後は譲渡します。 お手軽に。 ガ
ラストップテーブルコンロ 「ハオ S630VGTS （SL） （L/R）」、 定価
104,790 円は月々 676 円で。 数に限りがあります。 ●セイブ通信
は先月号で 20 周年を迎えました。 御愛読有難うございました。 暮
らし＝リビングや、生き方＝ライフスタイルまで考えてみようとしまし
たが、本当に参考になったでしょうか。●「今後のあり方を考える」
という意味で、セイブ通信今月号は一旦休刊とします。●まだ不完
全ですがホームページも出来ました。 U R L は 「w w w . s e i b u living.co.jp」。セイブ通信の創刊号から240号までのバックナンバー
を全部閲覧することが出来ます。 お暇があればご覧下さい。 （正）
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セイブリビングニュース
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リンナイガラストップガスコンロハオS660VGAS(CS)-L/R

リースガスコンロ

● 11 月に家内の母親の法

●リンナ イ ガラス トップ ガステーブ ルの最上位機種ハオ

事が松山であって家族で出
かけました。 「坂の上の雲」

S660VGAS(CS)-L/R です。 先月まで 「高効率コンロ」 に対
する補助金がありましたが、 枠が一杯になりました。 御要望

で盛り上がっています。 ここ
の友人がクラフトの店をやっ

にお答えするべく、 特別価格を設定しました。 メーカー希望

ていて、 「おままごとガス台」
を仕入れて来ました。 8,000

小売価格 115,500 円を、 月々 1,232 円の設定とします。 リー
ス期間は 5 年間。 期間後はお客様のものになります。 中途
解約は原則不可、 残債全額精算をお願いします。 現金で
の販売は特別価格 69,300 円。 保証は 1 年、 従来通りです。
●使いやすさも、 お手入れも、 簡単らくらく。 全口に安全
センサーを搭載。 なべ底の温度を見張り、 調理油が危険な
温度になる前に自動消火し、 油の発火を防ぎます。 鍋の焦
げ付きを初期段階で感知、 自動消化。 万一うっかり消し忘
れても、 コンロは約 2 時間、 グリルは約 15 分で自動消化。
●今回ガステーブルを、 リース又はお買い上げのお客様に
は、 服部製紙の 「ガスレンジ掃除クロス」 をプレゼントしま
す。 このお掃除クロスは、 ナチュラルな成分である重曹、 リ
ンゴ酸、 電解水を使用し、 合成界面活性剤は使用していま
せん。 人にも地球にも安心な洗浄液を、 汚れに最適なクロ
スにしみこませたウェットタイプの掃除用品です。 1 月中。
●水無両面焼きグリルは、 上下同時加熱でスピーディー。
美味しく焼き上げます。 さらにオートグリル機能が付き、
オートメニューと焼き加減を設定するだけで、 焼き時間と火
力を自動でコントロールし、 焼き上がると自動で消化。 グリ
ルも取り外しかんたん、 お掃除らくらく。 揚げ物自動温度調
節、 炊飯機能、 湯沸機能で美味しさをしっかりサポート。

円で販売します。●セイブ通
信 20 周年記念号の読者プレゼントは
松山の 「一六タルト」 と「坂の上の雲」
でした。 相当数の御応募を期待して
いたのですが、 予定数に満たず、 こ
の際、両方プレゼントすることにしまし
た。御応募はどうぞ御遠慮なく。●高
知に向う国道 33 号線沿いに 「伊丹十
三記念館」 があって、 その隣の一六
本舗直営の 「十六番館」 でそのプレ
ゼントを購入。両方一度お立ち寄り下
さい。●四国中央市の服部製
紙さんとお会いする機会があっ
て、 ここの 「お掃除クロス」 を
プレゼントにすることにします。
販売 （682 円） もします。 お肌
のお手入れに使用するフェイ
スマスクはここの製品です 。
● 「セイブ通信」 は 「会社の
姿勢」 なのでしょうね。 （正）

