
子供の頃、みのむしが好きで枝か

ら採って、中を見てニヤニヤして

いた林公士郎（はやしこうじろう）

です。先月 2 月と言えば、雪のシー
ズンでしたが、今年関東では、積

るまで降ってないので安心してい

る方が多いのではないでしょうか‼

1 月 8 日国立能楽
堂へ初めて能を見

てきました (^^)。

　先ずは、豪華な

松花堂弁当の昼ご

はんを頂きました。

　次に能楽堂の舞

台説明を受けまし

た。写真の人物が

見ずらいですが、

舞台の前にいる方

は、スティｰヴンさ
んと言う外人でし

たが、日本語とオヤジギャグを交えて素晴らしかっ

たです (^^)/

　開場 14:30 開演 15:00 だったので、座って待っ

てましたが、15:00 になっても開演しない、おかし

い？、能とは、開演が遅れるものなのか？ ( 笑 ) と

分からないので待っていると、真っ赤なドレスを着

た夫人が先程のスティｰヴンさんと一緒に入って、最

前列に着席、すると少し時間が経過すると、何と…

開演、そうかぁ、夫人を待っていたのか、その人は、

デビ夫人でした (^^)

　観客もドレスアップしていて、品がありました

＼(^^) ／。初めて観た感想てすが、歴史有るものは

良いですねぇ　能楽大鼓で心と身体がスッカリ浄化、

更に凄いのが、出番が少しでしたが野村萬斎さんの

半端ない存在感が凄かったです。存在感を隠してま

したが…

　是非一度、能を観に行くのをお勧

めします。今回機会を与えていただ

いた、世話人会の十二志人の一人、

一般社団法人メキキの会の出口光会
長（大本教の開祖・出口王仁三郎さ

んのお孫さん）に感謝です m(_i_)m

新東名高速道路初めて通行しました (^^)/

　2 月 4 日、平日だった事もあって渋滞もなく順調、

岐阜県から新宿を目指します‼

最初に、遠州森町パーキングによりましたが、トイ

レが凄い！桧木造り
で手洗い場は陶器。

更にトイレに入ると

今空いてるか？空い

てないか？が一目で

分かるライトが着い

てました (^^)

　裾野 IC付近からの

富士山、綺麗です。下の写

真は、駿河湾沼津SA。右

に見えるのが伊豆半島、正

面には、駿河湾と絶景でし

た (^^)。富士山は意外と海

に近い事を実感しました (^^)

今度は、ゆっくりと楽しみたいですねぇ (^^)/
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詳しくはこちらから！

初めて「能」を観てきました！
初めての新東名高速道路



　

こんにちは！

未来会計法人メイキッ

トの那須野舞子です。

先日、ドリームサラリー
マンミーティング代表
の大八木潤さんより夢

発見会という研修を受

けました。その中で私

は「迷える子羊を救う
あなたの人生のサポー

ターです」という発見をしました。

　

　そんな私はボランティア活動が趣味で、主に

大学時代にはたくさんの経験をさせてもらいま

した。その中で一番思い出深い活動についてお

話したいと思います。大学２年生の時に国境な
き子どもたちという認定 NPO 法人で孤児院な

どで暮らす子供たちの支援活動をしました。

私は５人の他大学の女子学生とチームを組み、

夏季休暇を利

用して、カン
ボジアのバッ

タンバンにあ

る「若者の家」
という孤児院

に１ヶ月ほど

滞在をしまし

た。バッタンバンは人口１９万人程の町で、首

都であるプノンペンから北西に３００キロ程

行ったところにあります。現地までは困難な道

のりで、舗装されないガタガタ道のバスと簡易

ボートで６時間程かけて辿り着きました。

　宿は今では観光客向けに立派なホテルも増え

ていますが、男子よりも男らしい私たちは、当

時１泊３００円程の安宿に泊まり、シャワーは

お湯が出ない、トイレはバケツで水を流すタイ

プでした。一番印象深かったのは、子供たちの

たくましさと
発想力の豊か
さでした。日

本の方が明ら

かに治安も良

くライフライ

ンや教育も

整っていま

す。しかし、子供たちは雨の日には上を向いて

大きく口を開けて「う～ん、美味しい！」と笑

顔で空に顔を向けたり、細い草を取って耳の中

に入れてクルクルしながらクスクス笑っていた

り、自然の恵みと共に生きていました。「大変

な暮らしだ

ろう」「可哀

そうだ」と

思っていた

事が恥ずか

しく思える

くらい、子

供たちは

真っすぐ笑顔いっぱいに生きていました。

子供達との出逢いに感謝です！
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舞子の部屋  

今月は、

です。那須野

ま　い　こ

2019’  ４月開催セミナーのお知らせ
「２年で売上を２倍にする

●日時：4月11日（木） 14:00～16:30

お問合せ：03-6457-6072　担当：那須野主催：未来会計法人メイキット株式会社　

●日時：４月 ８日（月） 14:00～16:30

未来計画の作り方セミナー」
「集客からも、営業の不安からも解放される 
   　フロントエンドセミナーの作り方」
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那須野　舞子（なすの まいこ）プロフィール
・１９８２年１１月１９日　さそり座の女
・血液型：AB型
・趣味・特技：リズム縄跳び、茶道



3 月といえば、卒業！卒業といえば、みなさんどんな曲を思い
浮かべますか？この曲で、皆さんの年齢がわかります ( 笑 ) ち
なみに、所内で聞いたところ、ユーミンから尾崎豊・森山直
太朗・コブクロ・斉藤由貴等と様々でした。曲を聴くたびに、
いろいろな思い出が蘇ってきますね！さて今月のお題は、あ
なたにとっての思い出の曲はなんですか？？？

石田

黒田

瀬川

那須野

小笠原

相蘇

東海林

編集
後記

STAFF

今月のテーマ

完全に母の影響で、ﾃﾚｻ･ﾃﾝの
「つぐない」「時の流れに身を
まかせ」が幼い頃の思い出で
す。今もｶﾗｵｹの 18 番となって
います ( 笑 )。小学校高学年時
に、Every Little Thing が大好
きで、地元の児童館で「For 
the moment」の曲で踊りまし
た♪

思い出の曲と言えば映画『世
界の中心で愛をさけぶ』の主
題歌だった『瞳をとじて』です。
当時中学校を卒業したばかり
でしたが、初めての彼女と初
めて一緒に見に行った映画で
した。曲が流れるタイミング
で隣で号泣していて、自分の
涙が引っ込んでしまったのを
覚えています（笑）

私がこの時期に聞きたくなる
思い出の曲は…たくさんある
中でも福山雅治の「桜坂」と
ケツメイシの「さくら」です。
中学時代は先輩の卒業に泣
き、高校時代は友人との別れ
に泣きました。何年経っても
懐かしく思い出せる記憶で
す。

私の思い出の曲はケツメイシ
の「さくら舞い散る～～♬」
です。大学生２年生の時、２
歳年下のイケメン彼氏に振ら
れ、何度も聞いていましたね。
私の恋も散りました ( ；∀；)
あの美しい音色に癒しをもら
いました。彼らの出身大学も
同じで、応援してもらった気
持ちでした♡

Earth, Wind & Fire の【宇宙の
ファンタジー】です。イケイ
ケギャル？？？だった頃、毎
週欠かさずディスコに行って
いて必ずかかっていた曲です。
この曲が今でも流れると踊り
たくなります。しかし、もう
ディスコではなくクラブ
↑↑↑なんですよね。60 歳に
なっても踊れるおばちゃんに
なりたいです♪

普段から音楽を聴くので思い
出の曲を一曲選ぶのは難しい
ですが、高校生の時から今も
たまに聴きますが、「UVER　
WORLD」です。特に儚くも
永久のカナシという曲で「弱
さを知って強くなれ」という
歌詞が胸にうたれまして、自
分のテンションを上げたいと
きに聞いてます。

普段音楽は聴かないのですが、
アラン・ウォーカーの
「Faded」は気に入って聴いて
ました。悩み事があるときや
落ち込んだ時は夜に缶コー
ヒーを片手に煙草をふかしな
がらこの曲を聴くなんてこと
もありました。さらに気持ち
は落ち込むのですが、落ちる
とこまで落ちることにより気
持ちの切り替えが出来ました。

演歌から歌謡曲まで～思い出の曲♪

最初に買ってもらったレコー
ド (LP ですね。年齢がわかっ
てしまう発言ですね・・・)
が郷ひろみさんと西城秀樹さ
んでした。当時は幼稚園児で
した。1曲を選ぶのは難しい
のですが、何度も聞いていた
ことを記憶しています。昨年、
西城さんが亡くなられた時、
久しぶりにレコードを出して
飾りました。本当は聞きた
かったのですが、我が家にレ
コードを聴くためのプレイ
ヤーがありませんでした。

～来月号もお楽しみに！～

村瀬

仰げば尊し～我が師の恩♪


