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杉浦実業株式会社杉浦実業株式会社杉浦実業株式会社杉浦実業株式会社    

    奥本大三郎氏紹介奥本大三郎氏紹介奥本大三郎氏紹介奥本大三郎氏紹介  

 1944年3月6日（啓蟄）生、貝塚市で育つ。岸和

田高校から東京大学仏文学科卒、同大学院修了。

埼玉大学名誉教授。2010年まで日本昆虫協会会

長。日本アンリ・ファーブル会理事長、ファーブ

ル昆虫館「虫の詩人の館」館長。 

 フランス文学研究。専門は19世紀フランス詩。

幼少期より虫を好み、昆虫に関するエッセイなど

の著書・翻訳が多い。『ジュニア版ファーブル昆

虫記』（全8巻）翻訳。『完訳版ファーブル昆虫

記』（全10巻・20冊）の翻訳を進めている。 

 『虫の宇宙誌 』で読売文学賞。『ジュニア版

ファーブル昆虫記』産経自動出版文化賞、『楽し

き熱帯』サントリー学芸賞、『斑猫の宿』JTBの

旅文学大賞。 

 養老孟司、池田清彦とは昆虫採集の趣味を通じ

て親交がある。 

 
  出典：ウイキペディア 
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 平成24年1月24日（火）当

社会議室で第8回杉の実サロ

ンを開催しました。 

 講演者は、仏文学者で日本

アンリ・ファーブル会理事長

の奥本大三郎さんで、ファー

ブル昆虫記に登場する昆虫に

ついて、奥本大三郎らしい話

しぶりで楽しく午後のひと時

を過ごすことができました。 

 また、最新作の「トマト大学太平記」で描かれてい

る大学組織の奇妙な規則や行動もユーモアたっぷりに

語ってくれました。都会の中での自然との交わり、効

率・便利さの追及で忘れ去られているもの、昆虫の豊

富さ・・・話題は尽きませんでし

た。 

 ○ 第9回杉の実サロン 

  3月28日（水）18:00-20:00 

  「高岸ヌードデッサン教室」 

    高岸弘一級建築士 

 ○ 第10回杉の実サロン 

  5月11日（金）15:00-17:00 

  「聞香（もんこう）体験と香道の話」 

   中造和夫（財）お香の会理事 

 

 次回以降の「杉の実サロン」も、乞う、ご期待！ 

日本企業のマネジメントをテーマに今年もフランス

人が企業研修にやってくる。 

 リヨン大学政治学院のニコラ・フラマン 

Nicolas FLAMANT さんです。専修大学

（東京）で3ケ月日本語の集中講義を受けた

後、4月から8月まで当社で研修します。 

 

ユーモア長編小説 

 「杉の実倶楽部」のネットワーク

を拡大を目指して、2月29日にパリ

で、3月29日には東京で「杉の実倶

楽部交遊会」を開催する。 

 パリでは「ワークショップ・イ

セ」の協力を得て、日本レストラン

「眉山」で日仏の友人たちと交流を

深める。東京・帝国ホテルでの昼食

会では唐牛宏元ハワイ観測所所長か

ら「東京の空、ハワイの空、南仏の

空」と題したお話を聞くことになっている。 

 仕事面でも人間的にも輪が広がる。 

 楽しみなことだ。 

 生きているのが嬉しくて仕方ない。 

 こんなことを真っ正直に書くと奇妙に思われるかもし

れないが、奇妙に思われてもいいじゃないかと開き直っ

て生きています。 

 「生きている」という感覚を強く意識したりそれを言

葉に出したりするのは、最近「やっぱり自分は死んでい

くんだなぁ」ととみに感じるからでしょう。みなさんは

どのように「死」と折り合いをつけておられるのかわか

りません（誰も代わりにこの問題を解決してはくれませ

ん）が、おめでたいお正月は冥途を思い出させ、あらゆ

る機会にあと何年生きられるか、と数えています。 

 「死」と折り合いをつけたなどとは到底言えません

が、自分が死んでいくという認識が「生きている」とい

う感覚を強めてくれます。今の時間、今日という日、毎

日の繰り返しの日々、これらがたまらなくいとおしく、

そして生きているのが嬉しくて仕方ない、ということで

す。 

 人と話ができること、人に会えること、言いたいこと

が言えること、食べたいものが食べられること、足があ

げられること、すべてにできるだけ頑張ってみようとい

う気になっています。 

 （ちょっといいこと書きすぎたかな？） 杉浦勝昭 

 



大変お世話になった方が、今までの仕事を辞め、家業を継いで神主になってい

る、北大阪急行電鉄の「緑地公園」駅から徒歩で15～20分にある住吉神社で。ずっ

と御付き合いしているが、自宅から近いにも関わらず、神社には一度も足を運んだ

ことがない。昨年中は喪中だったので神社へ行くのを控えていたが、今年は正月飾

りを持って「どんと祭」に行こうと決めた！ 

どんと祭りだけが目的だったが、「今年本厄ならば、厄祓いをするよ」と。我

が家は無宗教。我が家に厄は無い。厄自体が存在しないから、全く気にしていな

かった（私は気にしないタイプ！）。しかし、昨年は喪中だけでなく、体調をも崩

してきたので、気になりはじめていたので是非ともお願いをした。 

 住所名前年齢を書いて、御祓いを受けた。また、目の前で厄祓い祈願した御札

と御守りを頂いた。御祓いで頂いた御守りをいつも身に付けている。 

 御祓いを機会に、自分の今の生活を見つめ直した。気持ちにゆとりを持って無

理をしない生活を過ごそうと考えている。 

急な話しにも関わらず、すぐ厄除祈願をして頂きありがとうございました。 

 住吉神社（通称：若宮）大阪府豊中市若竹町1-22-6 

 電話06-6863-0025  http://www.wakamiyasumiyosi.com/                         

                        （ノッポさん）

 私の子供は3人います。2人は小学生で学

校が終わると学童に通っています。 

 大阪市の学童で毎年2月に駅伝大会があ

り、子供が通っている学童も昨年に引き続

き今年も駅伝大会に出場する事になりまし

た。子供の参加はもちろん、保護者も5人 

1チ－ムで出場します。今年の保護者は2

チ－ム10人が出場する事になり、私も出場

する事にしました。 

 駅伝大会では

１周1400ｍを5人

で走りタイムを

競うのですが、

1400ｍを走るの

は何年、いや何

十年ぶりに走る

距離なので、今

はタイムより1400ｍを走れるかどうかが心

配で、自分が思っているように足が上がら

ないので少しでも毎日走るように頑張って

います。 

 本番は2月

25日（土）

なので少し

でもタイム

が縮まるよ

うに練習し

て、他の

チ－ムメイ

トの足を引っ張らない様に気合を入れて頑

張ります。 

 今年は健康一番で頑張りますので、駅伝

大会以降も走りたいと思います。 

         

             （ヨッシー） 

 兵庫県三田市にある三田屋本店

‐やすらぎの郷‐へ行ってきまし

た。 

 私自身三田屋本店さんへ伺うの

は数回目なのですが、最後に行っ

たのが実に10年以上も前になりま

す。当時何を食べたのか、どんな

お店だったのかもハッキリ覚えていないぐらいなのでお店に入る

時にはちょっとワクワクした感じでした。 

 車で行ったのですが駐車場に入るといきなり日本庭園風の高級

感たっぷりの正面玄関に目を奪われました。店内に入るとお店の

方がレストランへと案内してくれたのですが、そこでもまた驚か

されました。なんと、ピアノの生演奏をしているではありません

か！ 

なんと優雅で贅沢なんでしょう、ハッキリ言って私にはちょっと

似合わない感じもするのですが・・・ 

 まぁ何はともあれまずは注文です。数あるランチメニューの中

から私がオーダーしたのはミニロースステーキ（3,200円）で

す。ランチにこのお値段は正直勇気がいりましたが、めったに無

いことなので思い切って注文です。 

 ランチの内容は三田屋本店さんこだわりのハムとサラダ、そし

てスープと続いてメインのミニロースステーキでした。どれを

とってもとてもおいしくいただきましたが、特にミニロースス

テーキは箸で切れそうなぐらい柔らかく口の中で溶けるような食

感でした。 

 読者の皆様も三田市に行かれた際はぜひ足を運んでみてくださ

い。満足されること間違いなしです。              

          （虎）    

 

兵庫県三田市武庫が丘7丁目5    

  079-564-4151 

 営業時間：11：30～21：00   

 （オーダーストップ20：00） 

  定休日 ：1月1日、2日 

 



 長年にわたり、肩こり、首のこり、首のコリからくる頭痛に悩まされています。 

 若いころからずっと事務の仕事をしていますので、肩こりや眼精疲労は当たり前のように過ごして

きました。辛くなるたびに整骨院や鍼灸院でマッサージや鍼灸の治療を続けてきましたが、良くなっ

たり悪くなったりの繰り返し・・・。数年前に整形外科でレントゲン検査し、「首の骨がまっすぐで

すね」と言われ、はじめて「ストレートネック」だと知りました。 

 その後も痛くなるたびに整形外科に通院し、マッサージ、首の牽引、低周波治療に加え、鎮痛剤と筋肉弛緩剤で

やり過ごしていました。 

 特に今年は年明けから痛みがひどく、鎮痛剤を服用しても楽にならないほど辛く、せっかくの休みなのに寝込ん

でおりました。しかし、じっと寝ているとよけいにひどくなるので、何かしようと動いてみても痛くて何もできな

い、辛いので寝てしまうという悪循環で苦しんでおりました。 

 今通院している整形外科では、脳の異常を心配されＭＲＩ検査も受けましたが、脳や血管に異常はみられません

でした。（ひと安心） 

 それで根本的な原因の猫背を治し正しい姿勢にするために、関節可動域改善と筋力増強を目的のリハビリを始め

ました。 

 長年かけてなってしまった体の歪み、そう簡単に短期間で治るわけはないので、根気よくリハビリと毎日の注意

で改善していきたいと思っています。 

 
  －参考－ 

 ストレートネックとは、本来は前方向に弯曲しているはずの頚椎が、姿勢の崩れや慢性的な疲労、負荷によって、文字通り

『まっすぐ』な状態を指す。 

 症状としては、肩こり、頭痛、首コリから始まり、吐き気、腕や手のシビレ、めまい等に繋がる。 

 また、ストレートネックと猫背は多くの場合にセットで起こり、猫背によって肩甲間部（肩甲骨と肩甲骨の間）の慢性的な痛

みや辛さを招き、猫背のカーブの強い場合には浅呼吸になり、自律神経のバランスを崩してしまう場合もある。 

 

ストレートネック ５チェック 

 ・デスクワークを１日８時間以上する 

 ・首を後ろに倒すと痛い 

 ・座っているとよく肩や首がこる 

 ・疲れると頭を締め付けるような頭痛がする 

 ・猫背 

  ３つ以上思い当たる方は要注意！ 

  ４～５つ当てはまる方は早めに専門医にご相談を 

 

 普通、頚椎は正常なカーブを描き、頭部は頚椎でしっかり支えられている

が、ストレートネックの場合、正常なカーブは失われ、頭は頚椎より前に来

て重心線が背骨より前にきてしまうために、重い頭を首の筋肉で支えなけれ

ばならず、慢性的に首や肩がこり、それらの筋肉の緊張から頭痛などのトラ

ブルを引き起こす。 

 また、猫背の姿勢で座り続けると頚椎の正常なカーブが崩れるため、ストレートネックを引き起こす大きな要因の一つにな

る。                                              （ゆず） 

 中央線「緑橋駅」から北に5分ほど行ったところに、大人の隠れ家的なお店スペイン・イタリア料理の「ローズマ

リー」があります。 

 ここは1988年から営業していて、周りが住宅街なのでとても静かで落ち着ける空間です。主としてイタリア、ス

ペイン料理が中心となりそれをアレンジした創作料理もおすすめです。料理は手づくりを基本としていて、トマト

ソース、ホワイトソースからドレッシングに至るまですべて自家製だそうです。 

 どのお料理も驚いてしまうほど具だくさんで、盛り付けもきれい。味も食感も下ごしらえか

ら手が込んでいると分かる丁寧なものです。美味しいので、ついつい注文しすぎていつもお腹

は満腹状態。 

 特に私のオススメは、「人参のサラダ」。人参のシャキシャキ感が何とも言えず、これがま

たドレッシングと良く合い、とても美味しいんです！ 

 夜のディナーもいいけど、お昼のランチはお得かもしれません。 

 

   ローズマリー 

  http://rosemary1988.sakura.ne.jp/index.html                     

                                   （みるて） 

                   



 先日、ある大学の授業の一環でシンポジウムが開催され、社会人の枠で参加することができ

た。めったにないチャンスと思い２時間半を学生に交じりながら聴講した。タイトルは、「地域

産業のこれからを考える」であった。大学からは経済学、経営学の教授、准教授及び研究員が担

当され、大阪府からは商工労働部ものづくり支援課課長補佐が、そして企業から中小企業家同友

会副代表理事がパネリストとして参加された。その中での話で気になったのは「わが国のＧＤＰは今や中国だけで

なくインドにも抜かれ第４位になった」ということだった。ついにかとショックを覚えた。長いこと２位を維持し

てきたのに最近の世界の動きをみていると早晩そうなるかもと思ってはいたが・・・（とはいえ、まだＩＭＦの

ホームページでは見つけきれていない。） 

大阪には八尾とか東大阪とか日本に名だたる中小企業の街がある。地域の活性化とひいてはわが国の再生のため

にも中小企業を中心に据えた政策が求められるところであろう。中小企業も海外へのシフトを余儀なくされている

現状が続けば、技術の流失のみならず生産及び雇用の機会は減少してさらに地域の活性はな

くなり、益々国力の低下は顕著になるだろう。経済のみならず防衛及び外交そして誇るべき

技術力等々。 

 そうならないために、われわれは何をなすべきかあらためて考え、そして早く行動するこ

とが必要であると感じた。                      （ネプ）                           

 去年くらいから、スマートフォンが爆発的に普

及していますが、皆さんはお使いでしょうか？ 

 新しいもの好きの私はもちろん使っているので

すが、正直普通に電話として使うには、まだまだ

今までの普通の携帯の方が完成度は高いと思いま

す。今の携帯で満足している人には出来る限りそ

のままでいた方が良いような気すらしています。 

 どこがだめか？・・・まずは安定性、スマート

フォン、特にアンドロイドOSを積んでいるスマ

ホ、夜中に普通に電源が落ちたりします（汗） 

これは致命的です、再起動ならまだしも電源が切

れてしまうのは考

えものです。普通

なら初期不良で交

換なんでしょう

が、スマホは交換

してもなおる見込

みは薄いです。我

慢して使うしかな

いのが現状です。

まだiPhoneの方が

安定しているので、今までの携帯の様にスマホを

使いたければiPhoneをおすすめしています。 

 まだまだ発展途上のスマホが、見切り発車で世

の中に広がっていっている現状はどうなのかな

あ・・・ 

まあ、困ったことがありましたら、遠慮無くお

聞きくださいね（笑） 

             

                （しんぢ）    

 春の訪れを告げる奈良の若

草山焼きが1月28日の土曜日

に行われました。平成20年ま

では成人の日の前日の日曜日

におこなわれていましたので

すが、平成21年からは1月の

第四土曜日に焼かれることとなりました。 

 江戸時代より前からある伝統的な行事なのですが、

なぜ山を焼くのかというその理由は、東大寺と興福寺

の領地争いの和解として焼いた、妖怪が出てこないよ

うにする、などいろんな説があるようです。 

 ともあれ山を焼くことによって春の新芽の成長がよ

くなるので、春待ちの行事であることは間違いないで

しょう。 

 毎年だいたい6時半頃点火されるのですが、その前に

200発ほどの花火がうちあげられます。翌日の新聞の一

面に五重塔と燃え盛る若草山のうえに大きな花火の上

がっている写真が掲載

されているのをご存知

の方も多いと思いま

す。 

 我が家の犬の散歩道

からも真正面に若草山

がみえるのですが、少

し距離が離れているせ

いか、迫力に欠けま

す。来年は久しぶりに

近くまで行って、十分

に堪能してみたいと思いました。          

                  （ならづけ）           

近所から写真を撮ってみました  

不動産となかよくつきあう 杉浦実業株式会社 

不動産について 何でもご相談ください 

価格査定 担保評価 相場 境界問題 測量 契約書 貸したい 借りたい 買いたい 売りたい  

 TEL：０６－６９７６－６１９４  


