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東京Ｆ＆Ｆ深川ゲストハウス
オーラ
ひったくり、通り魔から身を守るには…
雑

感

全室家具・エアコン付き。布団・リネンもございます。
基本的な電気製品、調理器具も揃っておりますので、
ご入居の当日よりすぐに快適な生活が始められます。

オー

東京メトロ 木場駅から徒歩８分
ＪＲ京葉線 越中島駅から徒歩１０分
都営大江戸線 門前仲町駅から徒歩１５分

プン！

■ 面倒な書類手続き、敷金・礼金・仲介手数料などのお支払い
の必要はありません。 身分証明書をご持参いただければ、
外国人の方でもすぐ入居することができます。
■ 全部屋家具、家電付きなので、入居日当日から快適な生活を
始めることが出来ます。入居期間は月極めと半月（15日）の
２種類から選ぶことが出来ます。長期滞在もＯＫ！

最近のお引渡し現場
偶

感

■ ガス・水道・電気料金・インターネット接続代（光高速通信）
も家賃に含まれていて、退室時の清掃費などの追加料金もご
ざいません。
■ 外国人の方も住んでいますので、語学の勉強、国際交流にも
最適です。

「オーラ」
宮 川 浩 一

E‑mail
office@yamasyo.net
U R L http://www.yamasyo.net

石川遼君、本当にかっこいいですよね。
私らおじさんから見ても光り輝いていて、見
ているだけで元気をもらいます。凄いですよ
ね。彼の事を今や知らない人はいないでしょ
う。今までにはないゴルフ界のスーパースタ
ーです。いやスポーツ界のスーパースターで
しょう。
先日のツアー初優勝はご覧になられました
でしょうか。優勝という偉業はもちろん凄い
のですが、彼は実力だけでなくその言動や容
姿、醸し出す雰囲気全てが国民を引きつけま
す。まさに大鵬、長島を超える存在が現れた
のかもしれません。
昨年のアマでの優勝から今年のプロ宣言以
降も、眩しいほどのオーラを放っていたので
すが、先日の初プロ優勝以降のオーラは、テ
レビからも伝わってくるほどの自信や責任感
を纏った、尊敬の念を感じてしまうような空
気です。彼の顔（表情）に至ってはまるで別
人のような変わり方です。同じ顔のように思
うのですが、去年と今の彼の顔を比較すると、
まるで別人です。ひきつけるもの、いわゆる
オーラが彼を変貌させるのでしょう。
「オーラ」「変貌」といえばオバマ大統領
もそうです。民主党代表決定戦当時から、大
統領選を経て、遂に次期大統領へと上り詰め
ました。彼の顔もそうです。決定戦の頃と今

の顔ではよくは似ているが別人です。自信と
責任に裏づけされた人間の行動が、ここまで
顔やオーラを変えてしまうのは理解出来ます。
が、並みの自信や責任では変わるものではな
い事も同時に理解できます。
では、この自信や責任というのはどのよう
に育て、身につけ、変貌させるのでしょうか。
日々の精進や努力は当たり前でしょうが、そ
れだけで身につくのでしょうか。どこかに習
いに行くのでしょうか･･･？
先日、大阪の某有名一流企業のＮ社長の講
演をお聞きした中で、「笑い」について興味
深いお話がありました。「人間はなぜ笑うの
か、おかしいから笑うのか」という疑問につ
いてです。
ある大学教授の体験（実験）セミナーにて、
笑いについての体験学習があったそうです。
二人が椅子に座り、膝を突き合わせて座り向
かい合う。（Ｎ社長の向かいは経験者だそう
です）会話はしません。合図と共に一方が無
条件で大声で笑い出すのです。（無理やりで
もＯＫ）今回はＮ社長の向かいの方が笑い出
しです。特に意味はありません。大声で笑う
のみです。Ｎ社長、意味が分からずじっとし
ています。
２回目、また相手の方が合図と共に大声で
笑い出します。Ｎ社長、全然意味が分からず
じっと見ています。が意味も無く笑っている
お向かいさんが少し滑稽で少し口元を緩めて
しまった。それを見た向かいの方は更に大き
な声で笑います。そんな事で笑われたＮ社長、
あまりのばかばかしさにクスッと笑ってしま
います。それを見た向かいの方……。どんど
んエスカレートしていき、ついには何がなん
だか分からないが、気がつけば腹を抱えて笑
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っていたということです。
この実験、特別なものではなく、ほぼ誰に
でも当てはまるらしいです。何かがおかしい
から笑っていたのではなく、笑っていたら本
当におかしくなってきたというオチです。
それ以来、Ｎ社長は毎日鏡にむかって、そ
の中に写るお向かいの自分に大笑いしてから
スタートするそうです。
笑いの壺は人それぞれです。万人に受ける
笑いは絶対にありません。しかし結論として
笑う行為は人間皆共通です。ならば共通事項
（結論）から先に入っても間違いではないと
いう事は確かに勉強になりました。
先ほどのオバマ氏や石川遼君のお話もそう
ですが、本当は日々の努力の結果として徐々
に自信や責任がつき、遂にはすさまじいオー
ラを放つのでしょうが、これも前述の笑いの
話と同様、「俺は自信や責任感を持った」と
先に結論を決め付けて毎日行動するとこが実
は結構大切なのかなと感じます。出来てそう
で、出来てない大事な事のようにも感じます。
「自信や責任感」の基準は人それぞれです。
しかし「自分は責任感があり、自信に溢れた
人間だ。世の中を幸せに出来る人間だ」と自
分で決め、評価出来るのは人間皆共通です。
鏡の前で大笑いし、自分を前向きに評価し
てみましょうか。（当然努力、精進、感謝を
忘れずに）今までより、少し明日が楽しそう
な気がしてきませんか。
そのうち、私が凄いオーラを放ち出したら、
「毎日鏡の前で大笑いしとるんやな」と思っ
てください。いつか、石川遼君を追い抜く事
を目指して……。
（最後の一文は、皆様に笑っていただく為の
私からの粗品でした。）

※１室に２名で住む場合、月極めの場合は10,000円、
半月の場合は5,000円が家賃に加算されます。

ひったくり、通り魔から身を守るには…
近年、ひったくりや通りまが各地で多発し
ており被害者のほとんどは女性で、今や自分
だけは大丈夫、とは言っていられないほど物
騒な世の中になったと言えるかもしれません。
しかし日頃から、人通りの少ない暗い道
は通らないなどちょっとした注意をするこ
とでこうした被害を防ぎ、安全性を高めるこ
とは出来るはずです。「自分の身は自分自身
で守る」といった意識が大切です。

ひったくり対策
道を歩く時は、バックなどは歩道側に持つ
ようにしましょう。自転車の場合は、カゴに
バックを無防備に入れるのは危険！カゴに防
犯ネットを付けるのが一番良いですが、バッ
クの上に買い物袋や布を置いたり、持ち手の
一方をハンドルに通しておくだけでも防犯に
なります。

通 り魔対策
被害の多くは最寄りの駅から自宅までの帰
宅経路で発生しているので、出来るだけ人通
りのある明るい道を選んで帰りましょう。
（駐車場・空地・工事現場などの人気のない
場所は危険）姿勢良く歩き、止まっている車
にも注意を払って下さい。防犯ブザーを持ち
歩くと安心です。

バックは歩道側の手で持つ！

（聖職者たち）
聖職者が歓談していて、それぞれの神への献
金の話しになった。

前々回この瓦版で紹介させていただきまし
た数々のジョークに対し、多くの方々から面
白かったとご好評をいただきましたので、そ
の続編をお届けします。
（名探偵ホームズ）
名探偵シャーロック・ホームズと友人のワト
ソン博士がキャンプに来ていた。夕食をたら
ふくとり、ワインをしこたま飲んで、就寝し
た数時間後、ホームズはワトソンをたたき起
こした。
ﾎｰﾑｽﾞ「ワトソン君、空を見ろ。何が見える？」
ﾜ ﾄ ｿ ﾝ 「無数の星が見えるね。」
ﾎｰﾑｽﾞ「そのことから導き出される答えは？」
ﾜ ﾄ ｿ ﾝ 「天文学的には数百万の銀河が流れ、
何十億個もの星が存在する可能性を
指摘できるね。占星術的には獅子座
に土星が観察でき、即時法的に午前
2時45分と推計され、気象学的には
おそらく明日は天気だとわかる。神
学的には神の偉大さが偲ばれ、この
宇宙に比べるとわれわれは何と小さ
くつまらないものか。
ところでホームズ、君は何を？」
ﾎｰﾑｽﾞ「この大バカ者。誰かがわれわれのテ
ントを盗んでいきおったんだ。」

イングランドの司祭
「私は小銭だけ取っておき、銀貨や紙幣
は神様のために使います。」
アイルランドの神父
「わしは暮らしが楽でないので、銅貨は
神様用、銀貨や紙幣は私用にします。」
スコットランドの神父
「私はあるだけのお金をまとめて毛布に
のせ、空へ放り上げます。神様はご入
用な分だけ取られ、あとは私のために
返してよこされるのです。」
（暴 言）
太った女性に対して「この豚！」と言ってし
まい、その女性に訴えられた男性が法廷で裁
かれる時のこと。
裁判官「あなたは人間である女性に対して、
その容姿から女性に『豚』と言う行
為は名誉の毀損にあたります。よっ
てあなたは有罪です。」
男 性「人間に『豚』と言うのがダメなら、
豚に『人間』と言うのもダメですか？」
裁判官「豚の名誉は法律で守られていないの
で、それはご自由にお呼びになられ
て結構です。」
その裁判官の発言を聞き終えた男性は、後ろ
に座る太った女性被害者の方を向くと、こう
言いました。
男 性「この『人間』！！」
（雨乞い）
日照りが続いた時、農村地区の神父が雨乞い

の祈祷集会を開いた。快晴のその朝、教会は
溢れんばかりの人でいっぱいになった。神父
は説教壇に上がると皆に向かって「皆さんは
どうして今日ここに集まっているのかご存じ
でしょう。そこでお尋ねしたいのですが、傘
をお持ちの方が一人もいらっしゃらないとい
うのは、どういうことでしょうか？」と尋ね
た。
（結婚相手）
朝、モーティーは朝食後、テーブルのいつも
の場所に座って新聞を読んでいた。すると美
しい女優が、常識の欠如と低脳で有名なフッ
トボール選手と間もなく結婚すると伝える記
事があった。モーティーは妻の方を向くと、
馬鹿にしたように笑って言った。
「どうにも理解できないんだが、何だってと
んでもない馬鹿者に限ってこの上もなく魅力
的な妻を貰うのかなぁ。」
すると妻が答えた。「あら、有難う、あなた。」
（エリツィン）
エリツィンの息子
「おとっつあん、泥酔するってどうい
うこと？」
エリツィン
「ほら、あそこに２人立ってるだろう、
あれが３人に見えることだ。」
エリツィンの息子
「でも、あそこには１人しかいないよ。」
（女とは？）
危険材料の安全基準データシート
No.EC36C‑24‑36「女」における化学的な分析
素材：女
記号：Wo
質量：平均53.6㎏ ＊40〜200㎏で変動あり

分布：全ての都市に夥しい数が分布
[物理的特性]
１．通常、塗装された皮膜に覆われている。
２．沸騰することは無いが、理由もなく凍り
つくことがある。
３．特別な処理を加えると、とろけることが
ある。
４．乱暴に扱うと、抵抗が増すことがある。
５．以上の状態は、素材の年度に関わらない。
６．正しい方法で圧力をかけると、曲げやす
くなる。
[化学的特性]
１．金、銀及びその他の宝石と強い親和性が
ある。
２．かなりの量の「高価な物質」を吸収する。
３．何の理由もなく突然爆発することがある。
４．液体に融和しないが、アルコールを加え
ると活性化する。
５．男の財産を著しく減少させる。
[一般的な用途]
１．特にスポーツカー内部の装飾用として。
２．リラクゼーションを与えるものとして。
３．スパイを効果的に抹殺するものとして。
[適合試験]
１．自然な状態であれば、標本はバラ色のピ
ンクを帯びている。
２．しかし、標本は未熟な状態の方がより良
い状態である。
[潜在的な危険]
１．経験豊富な以外、取り扱いには慎重を要
すること。
２．標本を複数所有するのは構わないが、そ
の際標本がお互いに接触しないよう気を
つけること。
[警告]
この標本を長く所持する者は、物理面・精神

面・そして財政面に壊滅的な打撃を受ける可
能性がある。

784年
752年

（AとBの会話）
A 「財政赤字の国があるんだよ」
B 「じゃあ、インフレだろう？」
A 「いや、それがデフレなんだ」
B 「じゃあ、GDPは下がるだろう？」
A 「いや、上がっているんだ」
B 「訳が分からん。その国の国民は辛くない
のか？」
A 「いや、それが殆どの人が中流意識を持っ
ているんだ」

720年
712年
645年

縄師・長岡京介
（長岡京に都を移す）
7=5+2が出来れば東大合格
（東大寺の大仏開眼の供養を行う）
なにを言ってるんだか日本書紀
（舎人親王らが「日本書紀」をつくる）
ないに等しい古事記
（太安万侶が「古事記」をつくる）
蒸しご飯炊いた、イカの快進撃
（蘇我氏が滅び、大化の改新がはじまる）

「アラカルト」
医師が道に落ちていた千円札を見つけたが、
後ろから人が歩いてくるのに気付き拾おうか
どうしようか迷っていると、後ろから歩いて
（ロシアの話し）
ロシアの男で出張して浮気をしなかったのは、 きた僧侶がすかさず拾った。
医 師 「それは私が先に見つけたのに」
ユーリー・ガガーリンだけである。
僧 侶 「医師が見捨てたものは僧侶のものと
決まっておる」
（交通安全標語）
・注意！ 居眠り運転中！
飛行機に載せたスーツケースがやっと戻って
・赤ちゃんが運転しています。
きた。
・これが読めたら車間注意！
日本の飛行機会社の職員は頭をペコペコ下げ
ながら。
（歴史年表覚え方）
アメリカの職員は弁護士を連れ「当社に責任
1192年 いい国つくろう 鎌・鍬・馬糞
は無い」と言いながら。
（源 頼朝が鎌倉幕府を開く）
インドの職員は３日後にやってきた。
1185年 いい箱 ダンボールの裏が平ら
イタリアの職員は･･･、来る筈もなかった。
（壇ノ浦の戦いで平家が滅びる）
1167年 いちいち胸倉つかみ清原退場
ウォッカの消費量が一番少ない月は何月か？
（平 清盛が太政大臣となる）
２月。
1083年 秘話 ばあさんの誤算
（後三年の役がはじまる）
ドイツ人は考えてから走る。
1051年 とー！ 強引にマイクを奪う駅長
イタリア人は走ってから考える。
（前九年の役がはじまる）
イギリス人は歩きながら考える。
935年 久美子、まさか、ど乱視
日本人は周囲と同じように走る。
（平 将門が関東で乱をおこす）
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シマ

その心は真に高いものがある

ニ バン テ

ゾウ

若しあれや これやと 丹精を尽くせば

ム ジン ゾウ

場所：京都市伏見区

ム イチ モツ

外構工事

）

二番手となって了う

Ｓ様邸

完

（

無一物の中に 無尽蔵が蔵している

ロウダイ

場所：豊中市

それこそ

内装工事

花もあれば月もあれば 楼台もある と

Ｙ様邸

