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次号 2018.1 月発行予定 

１9 歳と 12 歳の男の子相手に、日々奮闘中‼ 

老いからの脱皮 

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 
ケント・ギルバード 著 

講談社 刊 

中国共産党内におけるすさまじい汚職
の蔓延、韓国における歴代大統領本人又
は親族による汚職。どうしてそういうこ
とになるのかという疑問に対する一つの
見方が示された本である。アメリカ生ま
れの著者が、日本・中国・韓国の国のあ
り方を比較して得た結論として、日本は
「公」を大事にするのに対して、中国・
韓国は「私」を大事にする。したがって 

 先日、ゴールデンウイーク真っ只中の 4日、上司の
友人（Ｓさん）と山菜採りに行く事になった。 
上司が肩を痛め行けなくなり私に白羽の矢が当っ

た。”同行します”と言ったもののＳさんを見た事もな
く又、山菜採りに行った事もない。不安の毎日が続い
た。私はどちらかと言えばインドア派である。 
ヤブ蛇な所は特に苦手で当日雨でも降って中止に

ならないかと正直思った。周りからは「崖から堕ちな
いように！」 「毒ヘビも猪もおるから気を付けよ」
などと脅され、怖々当日を迎えた。朝から日差しも良
く登山日和である。妻もいつになく早起きし弁当を作
り始めたが傷んでもいけないから断る。 
前日にヘルメット、タオル、手袋、鎌、ノコギリ、

ハサミ、運動靴、作業着上下を大きな袋に詰め準備し
たものを車に積み込み、待ち合わせの場所に 30 分前
に着いた。 
どきどきしながら”どんな人か”、”どんな車か”と

思いながら待っていると待ち合わせギリギリ、駐車場
に入る車があったので当りを付けて聞いてみると正に
その人であった。山でも川でも走れそうな大きなタイ
ヤの車で、シャツの上の登山用ベストはビリビリに裂
け、一見 ”山男風の人”であった。直感でこの人は”
私とは異なった生き方をしてきた人だ”と思った。 
 

【子育て日記】 

自己紹介をし、準備してきた物をチェックしてもら
いＯＫが出た所で”雨具持って来とる”と聞かれ、”こ
んな天気の日に”と思ったがいつも車に積んであるフ
ード付きのビニールコートを半信半疑で出した。 
 国道 33 号線をひたすら高知県仁淀川町の県境まで
走り続け山中に入った。途中車内でＳさんと色々と話
しをした。昨日は 21.5㎞のハーフマラソンをしてきた
との事、そして今日山菜採りと言う事でまたまた驚い
た。今年の東京マラソンも走ったし、愛媛マラソンも
走ったとの事。 
山登、釣りと何でもこなす人でまたまた”自分とは

異人種だ”と思った。私と同じ間もなく古希を迎える
人とは思えない。 
 山の奥へ奥へと入り、青木ヶ原の樹海のような所に
入って行く。苔むす木々が生い茂り、一度入ったら抜
け出せないような所をＳさんの指導のもと思わぬ雨と
霧の中、ずぶ濡れになりながら昼食をはさみ 6 時間位
遊歩した。 
タラの芽とコシアブラを大きめの段ボール２個いっぱ
いの収穫である。タラの芽は山菜の王様、コシアブラ
は女王だと教えてもらった。 
 Ｓさんに出会わなければ決してこんな所へは来なか
っただろう。我が人生航路には全くない。 
 初めての経験で緊張していたせいか、思う程疲れな
かった。厳しくもあり楽しくもあり又、Ｓさんとの出
会いの喜びを感じた一日であった。 
 まだまだこれから楽しく、強く、一日でも長く生き、”
老いから脱皮しなければ”と感じた日でもありました。 

 次男も４月に中学生となり小学生の間は
私服での登校だった分、中学校の制服姿は
少し違和感もあるが少し兄ちゃんになった
様にも見える。 
近所の子供達も数人が同い年で小さい頃

から見ていたので、皆同じ様に成長したな
～と思いながら登校を毎朝、目にする。 
 そんな次男だが、辛うじて僕と一緒にま
だ行動してくれるので、もう少しだけ遊ん
でもらうつもりでいる。 
 

「私」を守るためなら平気で嘘をつくし、法律を犯す。そ
れが彼らにとって当たり前なのである。その違いは儒教か
らきているとするのが本書の主張である。帯封に「日本人
と彼らは全くの別物です！」 「日本は儒教国家にあらず」
という主張は納得のできる考えである。 

僕の場合だけかもしれないが、小学生以
降の記憶の中には、家族と何かしたり、行
ったりの記憶も勿論あるが、それ以上に父
親と遊んだ事、外食、釣り、機械いじり等、
この年になっても母親との記憶よりも鮮明
に残っている（母親には悪いが）。 
そんな事もあり、次男とは２人で相変わ

らず温泉、買物、釣り、料理に他、色々と
行動をしている。別に次男の記憶の中に僕
との思い出を残そうとかではなく、長男と
は違い次男は色々な事に興味を持つ事があ
るので、これから先、何年何十年と経過す
る時に何も出来ない男よりも何か取り敢え
ず色々出来る男の方が女性にもウケが良い
かな？とかモテるかな？とか、変な親心と
言うか・・・。冗談も少し入ってますが。 
とにかく中学生なら、まだまだ色んな方

向性と可能性があるのでチャレンジ精神を
持って僕同様に？何にでも興味を持って頑
張って欲しい。と言うのが本当の親心です。 

辰の子句会とは・・・弊社の社員の楽しみとしての句会です。 
毎月社内投票で特選を選出しています。 

 

写真展（１０月開催予定） 

 

こんにちは。(株)環境管理です。 

衣替えの時期となりましたが、みなさん衣替え済まされたでしょうか？ 

いつのまにか服が増えていて、どんどん収納スペースがなくなりますよね。 

1 シーズン出番のなかった服は捨てようと思っても、来年は使うかも…、と思って 

なかなか捨てられません。よし、断捨離だと決意してみたものの、捨てられたのは 

結局スウェット１枚だけでした。            代表取締役 堀内 大輔 

                                       

                                       

                                       

                                      

                                       

                                       

 

 すまいる通信 2017.夏号 

夏といえば祭りを連想される方も多いと思いますが、 

夏の祭りにつきものなのが花火大会です。 

近辺では、「松山港まつり」「風早海まつり」「伊予彩まつ

り」「双海の夏まつり」「観月祭」「ながはま赤橋夏まつり」

等の祭りで花火大会が開催されるため、その撮影にチャ

レンジしてみるのも良いのではないでしょうか。 

花火の撮影にはシャッターボタンを押している間シャッ

ターが開き続ける長時間露光撮影（バルブ撮影）が可能

なカメラが適していて、三脚は必須となります。 

当日の場所取りも肝心で、廻りの風景や水面への花火の

反射を一緒に取り込むとその花火大会特有の雰囲気を写

すことが出来ると思います。 

お手持ちのカメラにバルブ撮影機能があるかどうかは説

明書で確認し、花火撮影の設定はインターネット上で検

索すると出てくると思いますのでそちらの方を参考にし

て下さい。 

写真は昨年の「風早海まつり」のものです。 

 

◆辰の子句会◆ 
  

１１月 手をつなぎ 子らと見上げる 満月や 
    サクサクと 足音ひびく 霜の道 

１２月 漆黒の 夜空に輝く オリオン座 
 １ 月 手を伸ばし 星こぼれるや 冬の空 
 ２ 月 顔洗う 猫が招いた 春時雨 
 ３ 月 天そよぐ 桜ひらりと 父の肩 
 ４ 月 蒲公英(たんぽぽ)や 里山幾つ 超えて来た 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途にあわせて      に動かせるｽｳｨﾝｸﾞ水栓 

 

パッキン類 

ソレノイドバルブ 

ロ ッ ド 

切替バルブ 

 ずっと使えるものじゃないの？ 

＋ 修理工賃 ￥5,000〜８,000（税抜） 

送風機（ブロワー）とは…   

 

 故障したら、どうすれば良い？ 

 
取り付ける送風機は浄化槽の大きさや 
 
種類により異なり、この金額より高額 
 
になる場合があります。 
 
※価格は H29.7 月現在のものです。 

浄化槽の中にいる好気性微生物に、空気を送り込む

機械です。これ以外にも様々な役割を担っており 

浄化槽の機能に関わる心臓部といえます。 

 

￥300～ 
￥500 

浄化槽近くにある小さいモーター 

 

送風機は２４時間３６５日休まず浄化槽に空気を送り続けています。 

内部の部品はゴム製のものが多い為、消耗したり送風機自体が古くなると故障してしま

います。そういった時に修理や買い替えが必要となります。 

＊一見動いているようでも点検時に確認するときちんと作動していない事もあります。 

 

￥3,000 

＊点検時にコンセントを抜いている

お宅を見かける事がありますが、

コンセントは抜かないようにして

くださいね。 

 

弊社までご連絡ください。一度持ち帰り、内部の状態を確認した後、 

修理または買い替えをご提案いたします。 

 
修理内容 

以下の部品から必要なものを交換します。
部品は送風機の種類により異なります。 

別途見積り 

買い替え 
新しい送風機はエコ設計で従来品より
電気代がお得です。 

チャンバーブロック 

￥3,000 

部品    参考価格（税抜） 

￥2,700〜 
\5,700 

二口の送風機 

￥17,000〜 
\30,000（税抜） 

一口の送風機 

 送風機って何？ 

￥45,000～ 
￥55,000（税抜） 

お客様からお問い合わせの多い 

送風機の故障についてご紹介します。 

大幅アップ 

サクア 

サザナ 

収納量が 
左右 

定価 194,000円（税抜） 

91,800円（税抜） 

＋工事代 

ユニットバス 

S タイプ １坪サイズ 

（1616） 

汚れが落ちやすく、お掃除ラクラク 

浴室での転倒・冬場のヒートショックを予防 

さらに！抗菌・抗カビ仕様の排水口を新採用！ 

定価 837,000円（税抜） 

399,000円（税抜） 
＋工事代・組立施工代 

土日・祝日も工事にお伺いいたします。 

ウォシュレット 

アプリコット F1A 

一体型トイレ 

ネオレストDH1 

(株)環境管理 

 

ノズル自動洗浄 

お手入れラクラク設計 

定価 119,000円（税抜） 

本体価格80,000円（税抜） 

＋工事代 

定価 264,000円（税抜） 

本体価格180,000円（税抜） 

＋工事代 

超節水 75％！（床排水） 

自動節電機能付き 

洗面化粧台 お値段以上の機能性を備えた 

サクアがオススメ！ 

089-965-1888 
 

前後  

ほっカラリ床 
がオススメ！ 

松山市土居田町 500-15 
 

さらに！節水・省エネ機能も充実 

洗面化粧台 LDSWB075BAGEN1W 
化粧鏡（三面式） LMWB075A3GAC2G 
洗面台ｶﾗｰ：ﾊﾟﾅｼｪﾎﾜｲﾄ 奥行 56 ㎝ 間口 75cm 


