アプレ・フクシマを私たちはどう生きるか

季刊 ぬうびじょんくらぶ 夏号

「金環食 」1987年

夏号
230号

特集

2014

こう

猪熊 弦一郎 画

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 所蔵

ⓒ公益財団法人ミモカ美術振興財団

ふん

『公憤』が導く、
カッコイイお金の使い方
さわかみ投信株式会社 取締役会長

澤上 篤人

CONTENTS
Tanet 通信

澤上 篤人

06 ーバルセロナから世界へー
ミュゼ・ドゥ・ぬうびじょん

世界のカッコイイ
お金の使い方
やってくる

プレゼント

ふ ん

さわかみ投信株式会社 取締役会長

さわ かみ

あつと

澤上 篤人

で２５９万円︑
４５２５万円︒

年で６７２万

標にしたい︒６％でいくと︑自
年で

円 ︑ 年 で１７４４ 万 円 ︑ 年 で

年で１７９万円︑

分の財産はどうなるでしょう
か︒
年で１０２８万円となり
らい急に加速して殖えていきま

界︒財産︑お金がビックリするく

これが長期投資の先に広がる世

ます︒ちなみに︑長い期間でみる
す︒まずこの状況をイメージして

年で５７４万

％ちょっとの上昇を

３２０万円︑

と株 価 は年
ください︒

から１４０年くらいの平均値︒だ
らないという水準は皆さん一人ひ

たら安心で︑もうお金の心配が要

自分はこのくらいのお金があっ

ふ

しています︒これは過去１３０年
％の財産づくりもでき

猪熊 弦一郎（19 0 2 -19 9 3）は
1975年以降、冬の間はハワイで
制作活動を行いました。当時の
猪熊は宇宙に関心を抱いてお
り、宇宙をテーマとして作品を展
開していきます。鮮やかな色彩で
描かれた宇宙空間の中を、有機
的なかたちが浮遊しているかの
ような１枚です。

金を持っていってくれる︒それで

が来て﹁ありがとう﹂と言ってお

のうち死にます︒死んだら税務署

てはそれだけで喜んでしまう︒そ

んどん膨れ上がるお金の計算をし

が殖えだしたら嬉しくなって︑ど

す︒人間って面白いもので︑お金

今日のテーマはここから先で

円で︑もうファイナンシャルイン

がゴロゴロ増えた︒彼は２００万

映画作っちゃった︒面白がる仲間

使いだした︒本を書いちゃった︑

ら︑次から次へ面白がってお金を

なるのがわかった︒わかったか

１０００万円や３０００万円にも

れば︑自分の２００万円がいずれ

彼はこのままずっと長期投資をや

は２００万円です﹂と︒要するに

イナンシャルインディペンデンス

て突然言い出したのが﹁僕のファ

いまして︑何度も私の勉強会に来

例えば︑おもしろい男が岡山に

なって︑また私の借金が膨れ上が

的な財団を作ろうかということに

たい﹂と言って来た︒じゃあ本格

んでいるかも知れない︑でもやり

年かかるかも知れない︒自分は死

根付かすのは︑もしかすると１００

その彼が︑﹁日本にオペラ文化を

情熱家で熱血漢である︒

ペラ指揮者とは大違いで︑すごい

って修行させている︒線の細いオ

い人を何人かイタリアに連れて行

ンを日本でやって︑その中からよ

からオペラの卵たちのオーデショ

界に広めたい﹂と︒彼はずっと前

いいのでしょうか︒
このベースさえ維持できたら︑

る︒

ディペンデンスなのです︒

吉田さんは去年︑清水寺でボロ
ーニャ歌劇場と協力してオペラを
やりました︒今年は京都の二条城
でやります︒来年は平安神宮の予

してきた︒﹁日本にオペラ文化を

のつき合いではじめて真剣に相談

っちゃった︒その彼が︑６年ほど

ん︒彼は

歳で世界のトップに入

めて就任したのが吉田 裕史さ

ーの芸術監督に︑日本人として初

ボローニャ歌劇場フィルハーモニ

およそ２５０年の歴史を持つ︑

どんどん面白がっていいと思う︒

い︒せっかくお金を使うのだから

ゃえと︒思うだけで楽しいじゃな

彼らと結び付けて世界に発信しち

よいものがあるのだから︑それを

きるわけです︒せっかく日本には

界でトップ︒だから世界に発信で

のはミラノのスカラ座と並んで世

とかね︒ボローニャ歌劇団という

定で︑その先は姫路城でやるか︑

広げたい︒もうひとつは日本語の

やることが大事︒

の例をお話ししましょう︒

私のケースでいくつか面白がり

日本にオペラ文化を

あとはお金に困らないのだから︑

２００万円で
経済的自立も

猪熊 弦一郎

どんどん使ってもよいのです︒

ない話じゃない︒そうすると

から︑年
年

円︑

20

こ う

カッコイイお金の使い方という
のはあまり自分から言うものでは
ありません︒一人ニヤニヤしなが
ら︑静かにやっていくものです︒
まず大事なのは︑長期投資をや
っていると︑時間の経過と共にお
金が増えてくるということです︒
例えば１００万円あるとしま
す︒我々が財産作りする時の一つ
の 目 処 と し て ︑物 価 上 昇 に ３ ％
上乗せした年率６％ぐらいを目

とり違います︒３０００万円あれ
ばという人もいれば５０００万
円︑あるいは１億円という人もい
る︒はっきりしているのは︑時間
さえあればその水準に到達できる
ということ︒
そうすればお金の心配はまった
くなく︑人生を全うできる︒こう
いう状態をファイナンシャルイン
ディペンデンスといいます︒お金

30

オペラを１曲だけでもいいから世

45

とら

20

10
2013年10月の京都・清水寺の舞台で、
ボローニャ歌劇場フィルハーモニーの指揮をする吉田 裕史さん

に囚われない状態︑お金から自由
になるということです︒

30
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金環食
1987年

1947年3月28日生まれ 愛知県出身
70年から74年までスイス・キャピタル・
インターナショナルにてアナリスト兼アド
バイザー。その後、80年から96年までピク
テ・ジャパン代表を務める。96年にさわか
み投資顧問を設立し、99年には日本初の独
立系投資信託会社であるさわかみ投信を
設立。「さわかみファンド」1本のみの運用
で、純資産は3,000億円、顧客数は11万人を
超え、日本における長期運用のパイオニア
として熱い支持を集めている。販売会社を介さない直販にこだわり、長期保有株
の本格派投信「さわかみファンド」を通じて、投資を通じて未来をつくるという
独自の長期投資を提案している。

今回のテーマはカッコイイお金
の使い方です。日本が長期間低
迷してきた最大の要因の一つが、
圧倒的に巨額の個人金融資産
がありながら、
これがほとんど預
金として死蔵され、社会に還元さ
れていないということが考えられ
ます。その多くは日本の金融機関
を通じ、最終的にはアメリカの国
や企業に驚くほどの低金利で貸
し出されているのです。
さらに日本固有の特徴として、
その資産の多くが一部の人間で
はなく、多くの人々によって所有さ
れているという点です。それらの
個人一人ひとりが、
自らの意志で
自らの資産を社会のために活か
すことができれば、人口減を遥
かに凌駕する大きな発展が期待
できると確信しています。
編集長 多根 幹雄

■澤上 篤人 氏

12 ミキがあなたのもとへ
10

40

40
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今年の 月半ば頃からある芸術
で︑もの凄く微妙な手術をして︑

その先生が長時間の立ちっぱなし

世界的権威の先生が見つかった︒

う︑当時

歳前の声帯を元に戻す

名誉教授の一色 信彦先生とい

話です︒とても綺麗な作品です︒

ができた︒ぜひ見てください︒実

ますからね︒そして凄くいい映画

なりました︒映画はお金が掛かり

日韓共同で映画
映画が全国の主要映画館で上映さ

音楽事務所の輪嶋 東太郎さんと

年ほど付き合っている貧しい

た︒そして︑二度目のこれまた長

テノールの音域を出したいとなっ

がではじめた︒そうなったら次に

の後ベーさんは努力して大きな声

昔 ︑日 本には藩 があった︒それ

森を取り戻す

いう人がいます︒なぜ貧しいかと
は縦 系だった︒山も海 も農地もみ

小さな声がでるようになった︒そ

い う と ︑輪嶋さんは興業主体では
時間の手術ののち︑テノールの音
んな藩の物だったから縦 系できち

さん︒昔の偉大なテノール歌手の
が動き出した︒国民的英雄を他国

その段階になって韓国の人たち

しかし今は横系で切ってしまっ

とで︑農地を守り︑漁業もできる︒

くなる︒だから山を大 事にするこ

も栄養が行かないから魚も取れな

らう︒その中で︑何人かはそこで

一週間︑額に汗を流して働いても

人たちにベテランと一緒になって

減って来ている︒そこでニートの

いま営林している人たちも年々

荒らしたら畑がだめになる︒海に

林﹂です︒

最後にご紹介するのが︑﹁植

なく︑﹁本物﹂の 音 楽 を 提 供 す る
域で声がでるようになった︒それ

かたく

ことを頑なにやっている︒
その彼が発掘したのが︑韓国の

マリオ・デル・モナコ以来の才能
の日本人が救った︒﹁くやしい﹂と
た︒林業・農業・漁業とバラバラ

％くらい声が戻った︒

だと言われ︑イタリア・ドイツで
いうことになり日韓共同で映画を

テノール歌手のベー・チェチョル

一気に注目された︒テノールはだ

頂に達した︒

とがおきた︒ベーさんの人気は絶

になった︒そういうありえないこ
はなく芸術的なものにしましょう

しまって︑折角だから記録映画で

凄いから︑監督も俳優も皆のって

いざ映画製作を始めたら実話が

られないから︑我々もできるとこ

てくれるのをのんびり待ってはい

は一刻も早く直したい︒国がやっ

の管理にしてしまった︒この状態

児童は８万人ほどいる︒彼らは

り暴力親から離されて施設にいる

い︒さらには︑親から捨てられた

働く喜びが生まれるかもしれな

世界遺産である熊野古道の道普請の作業風景

たいという思いが強く︑輪嶋さん

ない︒でも何とかして舞台に戻り

たが︑声帯はもう動かず声を出せ

除した︒その結果︑命は取り留め

手術して声帯と横隔膜の筋肉を切

ガンを発症した︒そこでドイツで

そんなベーさんが︑突然甲状腺

ことで殺されていなくなった︒そ

オオカミですね︒狼が駄目という

も知れないけど狼の復活︑ニホン

た︒びっくりするくらいの金額と

全部をこちらが出すことにしまし

うちに仕方ないなと思って︑残り

階でした︒熱い思いを聞いている

です﹂と︒本番のロケが始まる段

督が私のところに来て﹁もうだめ

たら︑お金が足りなくなった︒監

ということになった︒そして進め

れには３００年かかるかもしれな

る︑下に下りてこなくて済む︒そ

を元に戻せば動物達も山に戻れ

の上からしていかないと駄目︒山

っている︒

が次の世代への大人の責任だと思

ということ︒そういう山に戻すの

動物たちも静かに暮らしていける

豊かというのは木の実もあるし︑

すると日本の国土が豊かになる︒

を元に戻すことからやろう︒そう

ろからやっていこう︒とにかく森

イイお金の使い方ができます︒

みんな集まったら︑すごくカッコ

も５万人︑

し︑山も守れる︒

れればよい︒彼らも食べていける

ればいい︒そして堂々と生きてく

仕事が合えば山に定着してもらえ

林の仕事やってもらい︑もしその

ず就職にも困っている︒彼らに植

歳になると施設を出なければなら

万人︑１００万人 …

そして︑皆さんビックリするか

を中心に世界中探した結果︑京大

の結果︑鹿や猿が増え︑木や森が
いけれどね︒

なかなか間に合わない︒狼が戻れ
ば勝手にやってくれる︒
とにかく山の上の方から広葉樹

世界からみたら︑日本にはたく
さんお金があるでしょ︒それで
も︑政府がお金を出すけど︑民間
からは出ないことがよくある︒こ
れが悔しくて︒日本はお金がある

べられるように︑下に下りてこな

世の中を問題視することから始ま

私の﹁面白い﹂という判断は︑

からない︒これでつまらなくなっ

が出ない︒それで世界から声がか

くせに︑民間からカッコイイお金

くて済むようにしたい︒だから絶

ている︒

す︒要するに︑﹁問題だ﹂と騒ぐ

さないといけない﹂という思いで

ない︒だから﹁何とか責任を果た

に対し大人としての責任を果たせ

﹁放っておく﹂と子どもや孫たち

世の中に対して︑これをこのまま

っと根本的なこと︒政治も含めた

つまり私的な憤りじゃなく︑も

参加していきたい︒

話がいっぱいある︒そういうのに

たいなものでなく︑民間に面白い

ある︒ＯＤＡ︵政府開発援助︶み

も︑世界にもいっぱい面白い話が

れが繋がっていく︒日本国内に

がどんどん出てくる︒そして︑そ

になっていったら︑よい面白い話

我々がどんどんお金を使うよう

持ちは日本にはあまりいませんよ

でも︑そういったカッコイイお金

イイお金持ちがたくさんいます︒

最後に︑ヨーロッパにはカッコ

る︒それが面白いし︑すごく楽し

が出てくる︒どんどん忙しくな

しょう︒使えば使うほど面白い話

うテーマはすごく大事と思えるで

程︑カッコよくお金を使うってい

どうですか︒考えれば考える

ね︒まあ︑皆さんの代では大金持

日

ミキシムギンザでの講演にて

２０１4年4月

い︒
んなでプチお金持ちになろうよ﹂
と思っています︒１人でやるより

25

はなれる︒だから長期投資で﹁み

ちは無理ですが︑プチお金持ちに

ろうということです︒

より︑問題を解決した方が早いだ

こう ふん

ります︒﹃公憤﹄︒

を植林していって︑動物たちが食

20

対儲からない︒儲からないけど山

カッコよく
お金を使おう

荒らされる︒鹿を狩ったりするが

18

てのアジア人で主役を演じること

作ろうということになった︒

映画「ザ・テノール」の試写会でのベーさん（中央）と
澤上 篤人さん。左は編集委員の森

いたい白人男性ですが︑彼は初め

をし︑

んと管 理していた︒要 するに山を

10

から彼はさらに何年も物凄く努力

す︒

れます︒これもまた面白い話で

こうぞ

埼玉県の山林で和紙の原料である楮を植樹する澤上 篤人さん（手前）
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メインプレイヤーは
中国に
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︵ 株 ︶三城ホールディングス
デジタル・デバイス・ソリューション

多根 伸彦

バルセロナから世 界へ
︵ 株 ︶ぬうびじょん 代表取締役

いと事前に発表したためか︑

のスマートフォンを当面販売しな

れるほど︑ここ数年で強い影響力

新製品で今後一年が決まるといわ

ーまで︑この展示会で発表される

する世界的な大企業からベンチャ

最大の展示会︒サムスンを始めと

訪問者は述べ8万人を超える世界

今回の展示企業は1800社︑

そんなメガネができないかと夢を

だその段階には進んでいませんが︑

のスピーチもこれで安心です︒ま

ェアラブルの中心は運動量を記録

り上がりはありませんでした︒ウ

に関しては世間でいわれるほど盛

批 判されているせいか︑メガネ 型

などでGoog le Glassが

置 ︶でしたが︑プライバシー問 題

ラ ブル・デバイス︵ 身に 付 ける装

時代を強く感じさせました︒昨年

託製造で販売するのが当たり前の

メーカーでもスマートフォンを委

自社工場を持たないような小さな

展開していたのが印象的でした︒

府が大きなエリアを用意しブース

小さなメーカーのために︑中国政

ンス語もドイツ語︑中国語も耳元

次に﹁通訳メガネ﹂︒英語もフラ

さなスピーカーから教えてくれる︒

に︒そんな時︑サッとメガネの小

自分の名前を呼んでくれているの

会いに名前が出てこない︒相手は

どうでしょう︒懐かしい友との出

す︒例えば﹁名前メガネ﹂などは

三城にはたくさんの夢がありま

着信やメールの受信︑スケジュー

界で初めて展示しました︒電話の

自のウェアラブル・デバイスを世

３月から開発を進めてきた三城独

の共同研究開発により︑２０１２年

界カメラの発明者︶と同大学などと

術大学院大学︶の赤松 正行教授︵世

のご紹介で︑IAMS︵情報科学芸

リアティブ研究会の田村 雅則理事

そのような中︑ＮＰＯニューロク

Firefox以外は元気がなか

大きな話題を独占した第三のスマ

で簡単に通訳してくれるメガネ︒

三城ならではの提案

広げています︒

スマートフォンと連携するウェア

れた影響で︑今年の話題の中心は

Goog le Glassが発表さ

を持つようになりました︒昨年

24

ったのも印象的でした︒

世界最大の
モバイルの祭典

モバイル︵人が移動中に情報処理ができる︶の大航海時代が始まりました︒その技術と原理は
すでにかなり高度なレベルにまで達しています︒
そのような中︑極秘プロジェクトを鞄に詰めて2 月 日から 日までバルセロナで開催された
モバイル機器の展示会﹁MWC︵モバイル・ワールド・コングレス︶2014﹂に参加しました︒
全世界からモバイルを利用していろいろな試作品︑展示品︑アイディアが展示されます︒入場料
はなんと一人 万円︒それでも4日間で︑7〜8万人もの参加者が集いました︒
今は︑あれもこれも装備し過ぎて重く︑高価で︑使用が複雑化して人気が限界に︒これをもっ
と簡単に安くできるはず︒三城ではお一人おひとりのニーズにあわせて行こうと︑出会いがもっ
と楽しくなるお手伝いをしたいと準備しています︒三城はまもなく出航します︒

|
相次ぐ撤退で元気のない国内メ
ーカーを尻目に︑今回一番多くの
企業が出展していたのは中国︒

ートフォン用のOSに関しては︑

そして﹁スピーチメガネ﹂︒スピ

示会で発表できたことは貴重な経

た一年︒その成果を世界最大の展

かにするためにできることを考え

るメガネで人々の生活を楽しく豊

溶け込む中︑古来からの身につけ

た︒スマートフォンが日常生活に

名近くの方にご来場いただきまし

上げられ︑4日間でのべ1000

とIT系の多くのメディアに取り

社がデジタルデバイスを開発した

囲気メガネ﹂は︑メガネの販売会

ズを光らせることで知らせる﹁雰

ルの通知︑株価の変動などをレン

けました︒

だ登場していないと言う印象を受

心で︑次はこれだと言う本命はま

するブレスレットや腕時計型が中

27

ご期待ください︒

た三城のチャレンジに

験でした︒世界をターゲットにし

「雰囲気メガネ」のブース。効果的な演出のため暗くしてある

HTCやZTEなどの大手以外の

ドコモがサムスンやインテルと共

ーチのキーワードさえ準備してお

サムスンのブースは会場最大
展示会の「雰囲気メガネ」のデモ機

けば耳元で教えてくれる︒結婚式

セキュリティ
・ソリューションエリアは閑散と
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同で開発を進めていたTizen

常に熱く盛り上がっていたFirefox

Barcelona | 24 - 27 February
MWC2014

博物館の玄関を入るとアロサウルスの全身骨
格が出迎えてくれる︒

アロサウルス（アロサウルス･フラギリス）

奥出雲多根自然博物館 副館長 菅田 康彦
恐竜を一躍メジャーに押し上げた映画「ジュ
ラシックパーク」。このタイトルは中生代のジ
ュラ紀という時代に由来しますが、アロサウル
スはこのジュラ紀の終わりごろ、約1億5000万
年前にローラシア大陸（※イラストの世界地図
参照。現在の北米大陸全域にあたる）を闊歩し
ていた大型肉食恐竜です。
全長は9m。身体のおよそ半分をしっぽが占
めています。現在の研究では、跳ね上げたしっ
ぽで上手くバランスを取って、時速30キロ以上
で走っていたと推測されています。二本足で疾
走して獲物である草食恐竜に襲いかかり、がっ
しりとした腕でつかみかかり3本の鉤爪で肉を
引きちぎる様子が想像されます。
これまでに、様々な年齢の60体以上の化石が
見つかっており、最も研究の進んだ恐竜のひと
つです。同時に一番最初に日本で常設展示され
た恐竜でもあり（1964年に国立科学博物館で展
示）、これ以降同型のアロサウルスのレプリカが
全国の博物館に展示されるようになりました。
当時はゴジラスタイルと呼ばれるしっぽを引き
ずってのっしのっしと歩く復元でしたが、2011
年に現在の学説に合わせた形に変更されました。
その他の自然史博物館でも徐々にアロサウルス
の骨格を最新の学説に合わせて組み直す動きが
出てきています。
当博物館のアロサウルスも、この時代の「ゴ
ジラスタイル」ですが、恐竜学の進化を考える
上ではユニークな資料になりそうです。

ローラシア大陸
テーチス海
ゴンドワナ大陸

アロサウルスが活動していた
ジュラ紀（1億5000万年前頃）
の世界地図
この頃ユーラシア大陸はまだ形づくられてい
ません。日本列島が誕生するのは、これから約
１億年後のことです。

宿泊できるミュージアム

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal
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ジュラ紀の肉食恐竜

アロサウルス

として掲載されました︒500人

面倒を誰の助けも借りることなく
チャンさん一人がお世話をしてい
聞いてから︑この子どもを助ける

ました︒今回︑グーさんはそれを

万

万 元 を 出し

ため︑愛の募金を呼び掛けました︒
グーさんと奥さんは
て︑集まった金額は最終的に
元になりました︒人を驚かせるほ
どの大金ではないですが︑その家
庭に対しては凄く助かる金額です︒

んの手術後の経過は順調で︑その

このお金を使って︑お母さんは手

回復する姿を見て︑チャンさんの

ン チャンホン大薬局の社長である

﹁人の価値は財産や社会的地位
顔に再び笑顔が見られるようにな

術を受け︑生活にも希望が持てる

で決められるものではない︒その

殳 跃 飞 ︵ グ ー ユ エ フ ェ イ ︶さ ん

平湖市支援
人が社会にどんな貢献をしたかで

ようになりました︒お母さんのが

サービスネッ
りました︒

あなたは何をやっていましたか?
一刻も忘れませんでした︒多くの

動にも熱心で﹁感謝の気持ち﹂は
ン ピンフ公益文化発展センター

香り﹂に多くの人が共感して︑ホ

グーさんが育てたこの﹁公益の

一番美しい家族

体現するものです﹂と︑グーさん
グーさんは商人ですが︑自分の

トは以下の記
た︒

天真爛漫に友達と遊んでいました
困 っ ている 人々を 助 け る た め ︑
に務めるボランティアの人数は

薬局を経営すると同時に︑公益活

か?親に甘えていませんでしたか?
2012年︑多額の資金を投じて︑

﹁

庄晨缘︵チャン チェン ユェン︶さん
100人にもなりました︒みんな
います︒

ホン ピンフ公益文化発展センタ
それだけではなく︑グーさんの
3月

は幼少の頃から家計を背負わなけ
2歳の時にお父さんが病死︑9 歳
影響を受けて周りの人も積極的に

ーロッパ時報に﹁一番美しい家族﹂

はこの大家族で幸せの光を浴びて

の時にお母さんまで病で倒れてし
公益活動のため奔走し始めました︒

として選ばれて︑新聞に全面記事

ーを建てました︒

まったからです︒チャンさんはわ
この4年間︑病気のお母さんの

の物質的なものではなくて︑人々

るチャリティー文化︒ロンド

みんなの暮らしに根付いてい

言葉ですが︑

とがあります︒このお店は︑家で

チャリティーのお店を目にするこ

ちろん世界の名だたる選手も参加

ロンドンマラソンがあります︒も

日︑グーさんの家族はヨ

ずか9歳の時から︑生活のために

の力を 自分の 目で見て︑親孝 行を

に取り入れています︒

の心を浄化して︑生活に苦しんで

上あるといわれています︒小児病

ン生活で大切にしていきたい

多くの人々か

不要になったものをみんなが持ち

盛んなイギリスでは︑多くの慈善

するわけですが︑市民ランナーも

28

型﹂などに分けられる︒

どで﹁寄付型﹂﹁購入型﹂﹁投資

数ある︒出資への見返りの有無な

仲介する専門のサイトが国内に複

必要な人と︑資金を提供する人を

実現したいプロジェクトに資金が

較的少額のお金を集めるのが特徴︒

ネットを利用して多くの人から比

ング﹂からできた造語︒インター

資金調達を意味する﹁ファンディ

大衆を意味する﹁クラウド﹂と

クラウドファンディング

ます︒

自分の 心で感 じれば︑周りの 人も

感謝の心を持って道徳を大切に

ーと発表されており︑いかに

愛の 募金で︑集められたの は唯

いる家族に未来への希望を持たせ

ればなりませんでした︒なぜなら︑

歳の頃︑

は常々そう思っていました︒

はとても衝撃を受けました︒

このニュースを読んでザーチャ

忙しく駆け回りました﹂

世界のカッコイイ
お金の使い方

上海

薔薇を送り出した手には
その香りが残っている
パリミキ

68

事を報じまし

アシスタント ジェネラル マネージャー
ワン フィジュ

王 慧珠

17

同じ気持ちになります︒

多くの人が慈善事業に賛同︑

尊重することが実現できます︒愛

社会福祉が充実していればこそ︑

参加して資金集めのためにマ

するからこそ︑心よりお客さんを

人々が一層他人へ目を向けられる

院への募金︑がん治療の研究活動

単なる利益追求ではなく︑

ゆとりがあるのではないでしょう
万以

への募金など︑人々が身近にチャ

ざまなチャリティー団体が

ラソンをするわけです︒

切にし﹁他人思い﹂を普段の生活

暮らしに根付く
チャリティー文化
ロンドン店

クラウドファ

谷澤 美穂乃

ンディング・・・

リティーを感じています︒

ら小額の寄付を募って資金調達を

込んで︑販売してもらったお金を

団体が様々な分野で活動していま

多く参加します︒毎年参加者の

ですね︒

あまり耳にす

することです︒イギリスでは︑こ

寄付金に当てるのですが︑お互い

イギリスの目抜き通りに数件の

の言葉よりチャリティーという言

の相互関係がうまく働いているい

ることがない

葉を毎日どこかで耳にします︒子

い例です︒

す︒イギリスは︑皆様もご存知の

4人に3人がチャリティーランナ

ロンドンで春の風物詩として︑

福祉が充実している国です︒この

﹁ゆりかごから墓場まで﹂と社会

るチャリティー文化︒慈善事業の

どもの頃から学校で教えられてい

パリミキ
イギリス

か？イギリスでは︑現在大小さま

て︑普段から社員の道徳素養を大

の社員の面倒を見ている社長とし

12

20

ぬうびじょんくらぶ

※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp

中国
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イギリス

mamapapa

ミキがあなたのもとへやってくる

い︒被災したお客さまのもとへお
店ごと行けたら︑もっとお役にた
月にクーリ

てるのに﹂という社員の意見と願
いから︑2012年
県に

店舗を展開

エが誕生しました︒2014年７
月現在︑全国
しています︒
クーリエ︵courrier︶は︑
添乗員︑案内人︑ガイド︑メッセ
ンジャーなどの意味があり︑有事
以外では︑さまざまな事情でお店
にご来店いただけないお客さまの

としてのメガネの大切さを痛感︒

地での支援活動からライフライン

火砕流災害に始まり︑数々の被災

1991年︑島原雲仙普賢岳の大

っかけは東日本大震災でした︒

三城が移動型店舗をはじめたき

セットを常備︑有事への備えも強

店舗のうち６店には︑災害用品

す︒また︑クーリエの基地となる

をご購入いただくことができま

載しているので︑気に入ったもの

ん︑フレームも300本ほどは積

の測定やフレームの修理はもちろ

もとへ︑お店ごとお伺いし︑視力

災害に備えて準備していた約3万
︵フ

店いただいた方の中にも︑いつも

を感じておられます︒今回︑ご来

急場しのぎのメガネでお一人おひ

た︒しかし︑﹁これはあくまでも

をさせていただくこともあり︑お

井の電球を替えるなどのお手伝い

姿を実現しています︒ご自宅の天

ンの活動をご紹介します︒

ァースト︶の新居田 淳キャプテ

なさんは老若男女みんなが顔なじ

何かあったら伺います

は何時間もかけて三城の店舗に来

た︒きっかけは︑３月に徳島の中
みで︑住民同士の深い繋がりを感

客さまとより親密になることがで

南部にある旧木沢村役場跡地に木

以前から︑私が勤務してきた徳
島や高知のお客さまの中には︑何
時間もかけて家族の車やタクシー
で店に来てくださる方がおられま

肌で感じることができ︑お客さま

まのご家族やコミュニティなどを

個人のお宅への訪問は︑お客さ

っしゃる︒﹁ご来店いただけるこ

気楽に店舗へ来られない方もいら

い﹂と言ってしまいがちですが︑

店では﹁何かあったら来てくださ

ら出向きたいと思っていました︒

す︒そのような方のもとへ自分か

がどのような距離でものをご覧に

分ぐらい走っ

上行っても家はないのではないか

で２時間走り続けて︑もうこれ以
と不安に感じつつ

とへの感謝の気持ちが薄れている

まのお困りを解決していきます︒

もとへ︑こちらから伺ってお客さ

これからも困っているお客さまの

けるようになりたいと思います︒

にお願いするわ﹂と言っていただ

エがあれば安心︒一生︑三城さん

自分が動けなくなった時にクーリ

実しています︒﹁今は元気でも︑

言うことができ︑とても楽しく充

ださいね︒私が伺いますから﹂と

今は︑﹁何かあったら言ってく

ありました︒

のではないか？﹂と考えることも

なっているのかが分かり〝お一人

お合わせする〟理想の姿

〝お一人おひとりに

るイベントでした︒

じることができ︑とても印象に残

てくださっているお客さまもいら

今回は︑クーリエ徳島１

化しております︒

50

きます︒

st

っしゃいました︒ここの住民のみ

避難所や仮設住宅を訪問しまし

本の緊急用メガネと物資をもって

災害支援がきっかけ

とりにお合わせするメガネではな

移動型店舗クーリエは﹁お客様お一人おひとりにお合わせする﹂ミキの理念を︑さまざま
な事情によりご来店いただけないお客さまのもとへ︑お店ごと訪問させていただきます︒

山あいのまちへ
５ 月 ３日︵ 土 ︶︑ そ の 地 区 で 唯
一の生鮮品を取り扱う店舗でのイ

10

32

おひとりにお合わせする〟理想の

そして︑当日は徳島市内から車

22

てようやく目的地に到着しまし

誘いをいただいたことでした︒

さん出店してみませんか？﹂とお

合わせたイベントがあるので三城

のご担当者から︑﹁子どもの日に

町の指定管理を受けるJAあなん

ヤマザキショップがオープンし︑

沢地区初のコンビニエンスストア・

ベントに参加させていただきまし

全国22県のクーリエ
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た︒山間部には高齢の方も多く︑
買い物ひとつするにしても不自由

お客さまのご自宅で徳島１stキャプテン
新居田 淳さん
（左）
と小倉 佐和さん
（右）

笑顔で安心をお届けするのもスタッフの役目

クーリエに関するお問い合わせは、お近くのパリミキ・メガネの三城へ

山間部を走るクーリエ号
車内での視力検査の様子

10

クーリエの基地店舗に備蓄している災害用品

川柳

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

鏡﹄

入選

土田

勝亮

ち と不 安 鏡に 心 写 される
伊勢崎市

慶漲

若づくりしても鏡はだませない
丸亀市 岸本

節子

試 着 室 鏡 の 中 にい る 美 人
倉敷市 萩原

りえ

この国の未来 鏡に映してよ
岡山市 岡山

久保田良弘

節子

ときおりは鏡相手に笑ってる
姫路市 桑名

武

毎 日の 鏡 で わ か る 健 康 美
境港市 田口

備前市 谷口よしこ

遠 き 友 月 を 鏡 に しの ぶ 恋

あき

鏡見て姿勢正すがすぐ猫背
東京都 吾妻

孫も年ニキビ気になる鏡見る
松江市 加納亀太郎

鹿野久美子

姿 見に三歩さがって合格点
美濃加茂市

郁子

鏡見て昨日と違う皺見つけ
三次市 友安

慢太郎

ハッとする鏡のせいと拭いてみる
松江市 我
※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

﹃お世辞﹄

次回宿題
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶
入選者には賞状が贈られます︒
8048

宛

138

︻ 締 め 切 り ︼2 0 1 4 年 月 日︵当日消印有効︶
︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
姫路市飾磨区三宅 1

今回タネット通信にご登場いただいた澤上さまの著書です。誰でも簡単に長 期投
資を始められるノウハウを女性向けにわかりやすく解説。あなたもプチお金持ちを
目指してみませんか。

く

下記ホームページにて公開いたしております。

-

ていきたいと思います︒

ました︒

かったです︒感謝︒

感動でいっぱいです︒

トが︑毎号楽しみです︒
岡山県

・

さま

Ｍ・Ｈさま

Ｈ・Ｓさま

Ｔ・Ｔさま

Ｎ・Ｏさま

れいです︒川柳コーナーの小野先生のイラス

表紙が素敵だと思います︒中身もカラーでき

神奈川県

でチームワークでがんばってください︒今は

らしいと思います︒これからも応援しますの

視覚障害者と共に歩んできた釜本さんはすば

高知県

1700本をレイテ島へ﹂の内容がとてもよ

ました︒﹁フィリピンへの恩返し︑メガネ

うびじょんくらぶ春号を拝見させていただき

ミキにお伺いさせていただきましたときにぬ

兵庫県

たえがあり︑さっそく定期購読することにし

ぬうびじょんくらぶ春号は︑たいへん読みご

岩手県

ずです︒なのでもっと生きる勇気を身につけ

生きる勇気というのは簡単なことではないは

もちろん勝とうという気持ちもでていました︒

しそうに行っているという印象を受けました︒

りました︒また見るとイメージとは違い︑楽

ランティアに参加したことがあり︑興味があ

ブラインドサッカーには︑今まで2回ほどボ

読者の声

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
328円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

NVC本部事務局

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま

嘘 つ か ぬ 鏡 の 前 で一人 言
伊勢崎市

我が家にも眼鏡にかなう嫁が来る
茨城県 久保田達男

勝也

もうチャンスないと鏡よ言わせない
神戸市 久世

寿子

手鏡の中に微笑む母がいる
岡山市 伊藤

和

責められぬ親の鏡の我が娘
狛江市 鈴木

清子

見たくない鏡の中の顔も有る
境港市 田口

おはようさん鏡に笑顔足している
岡山市 新田すすむ

節美

ウィンドウ写る姿に胸をはる
姫路市 黒川

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2014年8月15日

宿題﹃

三光

森本まさみ

︻天 ︼
鏡見て
エイとひと声
かけて出る
岡山市

律子

﹇評﹈満足の化粧に﹁今日もやるぞ﹂︑と
気合いを入れる作者の心意気が︑中
七から下五の表現によく出ている︒

︻地 ︼鏡見て
プチ整形を
思案する
宮本

孝

とぼけても目が映してるうそまこと
帯広市 圓尾

心咲

亡き母と話すとりとめない鏡
岡山市 永見

澤上 篤人さまからサイン入りのご著書を
5名様にプレゼント！
【読者プレゼント】

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp
ぬうびじょんくらぶ

応募方法
10

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

S

姫路市

岩佐美恵子

8

〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅 1-138（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

J

︻人 ﹁
︼ 笑顔でね﹂
鏡にいつも
教えられ
雲南市

15

14
2014.7.1 Neu Vision Club 夏号
2014.7.1 Neu Vision Club 夏号

15

-

-

-

230号 二〇一四年 夏号

発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

