近江商人が残したもの

感謝の氣持ちが︑社会のために
近江商人 の共 通 の理念 の﹁
三方 よし﹂
は売 る人︑買 う人︑双方 が喜 ぶという行
為 の上 に︑さらに社会 のためになる﹁世
間よし﹂
の基本があった︒
この﹁
世間よし﹂
の考えを現実に実践し
た結果 が︑利益の地域社会 への還元であ
り︑人知れずに社会公共のために彼 らが
残した歴史文化遺産が各地に残り︑その
商法や家訓は今に通じる深 いあじわいが
ある︒
陰徳善事の文化遺産

＜＜三方よし ＞＞
「売手よし 買手よし 世間よし」

日野商人中井源左衛門︑源左衛門の子で
ある中井正治衛門の社会貢献
京都 大-津間に﹁車石﹂の敷設工事
瀬田唐橋の架け替え修理
東海道と信楽への分岐点を示す道標建立
馬見岡綿向神社拝殿︑絵馬︑灯篭︑石橋
古川鉄次郎︵丸紅の専務︶
東洋一と言われた
豊郷小学校の建設資金
など︑近江商人の残したものはそのほかにも
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お母ちゃんありがとう
井垣達夫

お母さんありがとう
西山ふじ江

末っ子で生まれた私は母に
甘えっぱなしだったのかもしれません
いつも私の味方で笑顔でいてくれました
働き出したころ 洗濯物を干している母の
背中越しに 仕事について愚痴ったことが ･･･
母は振り向きもせず
﹁どうせやるんならすべてお任せくださいと
言える位の氣持ちで取り組まんとね﹂
ズシンと心にくる言葉でした
そんな母の本当の姿を知ったのは
くしくも母の葬儀でした
多方面からの弔問客に私の母ではなく
一女性としての姿が見れました
﹁ありがとね﹂今はお墓の前でしか言えない
でも手を合わせると笑ってる母の姿が浮かぶ
顔晴ってるよ ありがとうお母ちゃん

五月九日︵日︶

母の日

温故知新

世界に一人だけの母へいつもありがとう

つもりちがい１０カ条
第１条 高いつもりで低いのが教養
第２条 低いつもりで高いのが氣位
第３条 深いつもりで浅いのが知識
第４条 浅いつもりで深いのが欲望
第５条 厚いつもりで薄いのが人情
第６条 薄いつもりで厚いのが面皮
第７条 強いつもりで弱いのが根性
第８条 弱いつもりで強いのが我欲
第９条 多いつもりで少いのが分別
第 10 条 少いつもりで多いのが無駄

落合 勲 書画
こころの文字
﹁
立夏﹂ 春の氣が終わって爽快な夏の氣が立ちはじめる︒

近江商人の家訓・経営理念に学ぶ ⑧

台所で一緒に料理を作っていたとき
多数あります︒
︵﹁近江商人に学ぶ﹂
ふと母に聞いてみた
サンライズ出版から引用︶
﹁お母さん滋賀にお嫁に来て何年になるん？﹂
﹁う〜んとね えっもう四十年になるわ﹂
﹁えっそんなになるの〜すごいな〜
年齢の半分以上が滋賀県民やん﹂
数分後また聞いてみた
﹁この家にお嫁にきて良かった？幸せ？﹂
すると母はためらうことなく
﹁まあ〜ね﹂と返してくれた
今は亡き祖父の話しをしてくれた
﹁この家にきて祖父から一度も怒られた
覚えがなくて とてもかわいがってくれたから
顔晴れたんよ﹂
﹁まあ〜ね﹂が聞けてなんだか安心したよ
二十四節氣」より

落合勲先生の「こころの文字

本
社 東近江市幸町 ２−２８ TEL 0748-23-2233
草津営業所 草津市野村１丁目 21-1 TEL 077-564-3201
彦根営業所 彦根市西沼波町１７1
TEL 0749-24-6651

ＫＢＭありがとう通信
２０１０年５月
Vol. １５０
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KBM ありがとうの日

小満（二十四節氣）

５月の第２日曜日︑今年は５月９日 が
﹁
母の日﹂
です︒この時期になると︑子ど
もたちはお母 さんにどのように感謝の
氣持ちを伝えるかが氣になってくる頃
ではないでしょうか︒何をあげれば喜ん
でもらえるのかと︑店先 やカタログ︑ホ
ームページなどをチェックしたり︑家族
と相談 したり・・
・いつもお花 や洋服︑お
菓子などがランキング上位にあがってき
ます︒
当のお母さんも期待されているでし
ょうが︑こんな声 も聞きます︒﹁
何 をも
らっても嬉 しいけれど︑手紙や言葉 や態
度で示 してもらえるほうが嬉 しい﹂﹁
家
族 みんなで食 べられるもの︑一 緒 に料
理やお菓子を作って楽しみたい︑氣持ち
がこもっている氣 がするから﹂お母さん
が母の日に求 めているのは︑感謝の言葉
や氣持 ち︑そして子どもと過ごす時間
ということなのでしょう︒
ショッピングや旅行でも一緒に過ごす
ことができます︒もっと氣軽に過ごすな
らお茶 や食事を一緒 に準備 したり︑掃
除など家事のお手伝 いも喜 んでもらえ
そう︒仕 上 げに一緒 に映画 やドラマを
見て過ごすのもおすすめです︒﹁のだめ
カンタービレ最終楽章﹂
︑﹁
マリと子犬の
物語﹂
︑﹁
サウンドオブミュージック﹂など
いかがでしょうか︒

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます。

八十八夜︒立春から数えて八十八日目に
あたる日です︒この日 を過ぎると霜などの
心配が無くなり︑稲や野菜などの種まきの
目安 とされていました︒この日 を境 に︑茶
摘みが最盛期に入り︑八十八が縁起の良い
数であることからも︑この日に摘 んだお茶
は極上で︑このお茶を飲むと長生きすると
いわれています︒

母の日になると毎年悩んでしまう
何をプレゼントとして渡そうかと
色々と考えて選んだプレゼントでも
﹁物をもらうより
ちょくちょく顔を出してくれた方が ･･･
﹂
とあまり喜んでくれない
父が亡くなってから母は本当に強くなった
同時に弱くなった
段々と年老いている事を実感する
ずっと若かった頃
叱られた事 注意された事 諭された事
その度に反発してきたけれど
自分も親となり今やっとわかる親心
知らず知らずの内に教わっている事
いつの間にか身に浸み込んでいる
記念日でなくてもありがとう
お母さん ありがとう

お母さんありがとう
田嶋祥子
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立夏（二十四節氣）
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母の日

２０１０年５月

お母さんありがとう
久野敏宏

私が幼い時 病氣がちで
何度も入退院を繰り返していた
朝早く起きて掃除して弁当作って
朝ご飯を作って仕事に出かける
晩ご飯の段取りに洗物 洗濯物の片付け
自分の時間ができるのは二十三時以降
遅くからでも花展に出す花のデッサン
こんなに日々充実していたのに
ろくに手伝いもせず迷惑をかけてばかり
学生時代 初めて母の日にプレゼント
母が涙ぐんでいたのを思い出す
振り返ると感謝してもしきれない
結婚してようやく﹁ありがとう﹂の
感謝の氣持ちも言えるようになった
いつまでも元氣で顔晴って欲しい

ありがとう お母さん

編集後記
いつもお読みいただきありがとうございます︒
今回はお母さんに感謝する﹁母の日特集﹂と
して編集いたしました︒社員から寄せられたお
母さんへの思いがいっぱい詰まった詩を掲載
し︑みなさんそれぞれの思いを重ねていただ
き︑お母さんへ感謝の氣持ちを
贈っていただければ幸いです︒
五月はゴールデンウイークで始まりますね︒楽
しい計画 を立てておられる方 も多 いと思います
が︑高速道路は昨年よりも大渋滞が予想されてい
ます︒十分な余裕を持って行動し︑事故など起こ
さないで楽しいゴールデンウイークにしたいもので
す︒
さて︑おかげさまで﹁
ありがとう通信﹂
１５０号
をお届 けすることが出来ました︒１９９８年から
これまで続 けられましたのもお客様あってのもの
と感謝申し上げます︒これからもよろしくお願い
致します︒ ありがとうございます︒
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