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１月 号で ご紹介 しま した 人生 学習 塾『格 闘塾』 の塾長山 田一
夫さ ん（ 通称 どや さん ） には 、ブ ログ やメ ール等で 重要な教 え
をた くさ ん届 けて いた だい てい ます 。そ のどやさ んのオス スメ
が 、思 索家 として あら ゆる ジャ ンル を分 かりや すく解説 してい

のリスク等を全部忘れて、手

のか、エスカレーターで上が

万円ぐらいが当たる。という

を使っていって、５日目に４

らい損をするが、毎日１万円

になれるのだが、ではどうや

人生全体は得をするし、幸せ

時間割引率を低くしたほうが、

い つ い エ ス カ レ ータ ー を 使 う 。

☆ぜひ、バックナンバーをどうぞ！

肺機 能が 強くな る。 ところ

なく階 段を 上れる から 、心

る のは何 でも ない 。何で も

強い 人に とって は階段 を上

能が強 くて 、今現 在足 腰が

あ れば低 くで きる 。心 肺機

時間 割引 率は〝 余裕 〟が

れば マシ ュマ ロを我 慢で き

が恵 まれた 子た ちの間 であ

た 。な ので、 ある 程度 家庭

けを対象にした実験だっ

ちで 凄く恵 まれ た子た ちだ

の 中で 、そこ の付 属の 子た

験は 、ス タン フォー ド大 学

なぜ かとい うと 、最初 の実

イ な結 果にな らな かっ た。

験で は、 実は そんな にキ レ

さにと らわれ てい る人 に、

現在 、タ バコ やお酒 の楽 し

タバ コやお 酒も 同じ 。今

く はな らない 。

間割 引率 って 、簡単 には 低

経験 を変え られ ない限 り時

の でい ままで の環 境と か、

やる のが 、時 間割引 率。 な

境に おいて 一番 いいこ とを

ま での 経験と 、今 現在 の環

何か とい うと 、私 たちの 今

べるの で、や ぱり これ は環

カフ ェで ホッ トドッ グを 食

ニで ご飯を 買う し、普 通に

も なけ れば、 普通 にコ ンビ

シオ もな い、 ホット クッ ク

手元 に食材 もな ければ ヘル

とそ うで はな い。

間割 引率が 低い 人かと いう

せ る技で 、私 自身 が特に 時

けで 、そ れは 環境 整備 がな

余 裕 あ る 環境

が すでに 足腰 が弱 ってい る

た子ど もの方 が将 来的 に時

割引 率が 下がる のか、 とい

どんな 環境で あれ ば、 時間

下げ ると いう こと以 前に 、

けな いのは 、時 間割引 率を

から、 常に考 えな けれ ばい

それ を大 事に するた めに は

えら れない 。だ けれど も、

こ とな ど分か らな いか ら考

高い 。今 が大 事で、 将来 の

いう のは、 基本 的に誰 でも

と にか く、 時間割 引率 と

境の 問題な のだ 。

実 際 、外 でお 腹が空 いて 、

人にと って は階段 は大 変。

間割 引率が 低く て、成 績も

結 局、実 際に一 番時 間割

う ことの 設計 の方が もっ と

環 境を 整備し て、 時間 割引

いっ ても 考え られな い。 だ

年 後を 考え ろと

大変 だか らエス カレ ーター

良く なっ たし 、能力 も上 が

年後 、

を 使う、 エス カレ ーター を

は、 余裕 がある から 貯めら

引 率に効 いた 要因 という の

大事 になる 。

使うから、足腰が弱る

れ る。し かし 、同 じスタ ー

は、そ の 子ども たち の性格

と その余 裕を 使っ て自分 の

活を して いると 、だ んだん

り、 あるい は余裕 があ る生

裕がある大人に囲まれた

いう こと を繰り 返す が、余

が 、そ の場で は食 べてし ま

おう が、 先生 が何と 言おう

環境 だった ら、親 が何 と言

を 二度と もら えな いよう な

思っ てい ても、 マシ ュマロ

時間 割引率 を低く した いと

とだ った 。ど んな に本 人が 、

に恵 まれ ている かと いうこ

っぷ りと 野菜 や肉は 置い て

置い ていな い。 それで 、た

の とか 、シュ ガー のも のを

もそ も家 にカ フェイ ンの も

れが できる かと いうと 、そ

や って いるが 、ど うし てそ

ーと かカ フェ インフ リーを

私の 家は、 シュ ガー フリ

かる コツ という のは、 時間

か幸せ とか、 また お金 が儲

と にか く私た ちが健 康と

てい きた い。

るとい うこと をオス スメし

しず つ、 時間 割引率 を下 げ

る。 そうや って 少しず つ少

状態というのに慣れてく

いく と、 時間 割引率 が低 い

り貯められる人というの

お 金も 同じで 、１ 割２割

とい う悪 循環。

トライ ンで 、生ま れた 時か

とい うよ りは、 親が どのく

環境 とい うの をつく って い

余裕 をあと に回す とい うこ

った ほうが 得にな る。

あ って 、ヘル シオ ２台 と、

割 引率を 低く する こと。 も

くこと 。そし て自 分自 身を

とを 学習 して いく。

あ るいは 、親 が約束 を守

ホッ トクッ ク２ 台があ るか

育った家庭環境

ら余 裕の ある人 など 一人も

ら い余裕 があ るか 、本人 が

率が 低くな らざ るを得 ない
い ない。 誰で もお 腹が空 い

どの くらい 余裕が ある 環境

マシ ュマ ロを １個与 えて、

っ てく れない 家庭 だっ た場

ら 、そこ で簡 単な 手続き で 、 ともと 時間割 引率 が低 い人

トレ ーニン グし て訓練 して

我 慢し たら２ 個目 をも らえ

合に は、今 １個食 べな かっ
れ たっ て約束 を守 って くれ

が食 べら れる 。食べ られ る

しい シュガ ーフ リーの ご飯

ぜひ 、今 からで も環 境や

という こと が一番 に重 要。

ど うやっ て環 境を 整える か

「４歳くらいの子どもに

る」 という マシ ュマロ 実験
大 人に なると 、マ シュ マロ

るか どうか 分か らない 訳だ

から、 わざわ ざコ ンビ ニに

なん て一 人もい ないの で、
を我 慢でき た子 どもの ほう

から 、今 １個 食べて しまっ

仕 組みの 見直 しを してみ て

分後 くらい で美 味

たら 、２ 個あ げるよ と言わ

が育 ちが よか ったと いう話

行っ て時間 割引 率の高 い物

（お わ り ）

だが 、
こ れに 後日 談があ る 。 た ほう がいい とな る。
すな わち、 時間 割引 率は

くださ い 。

マシ ュマロ 実験 の再 現実

を食 べな くて すむと いう わ

分か

とい う有 名な 実験が ある。

環境・仕 組みの
整 え方
たり 、何か に不快 で泣 くと

･･･ ったと いう内 容だ 。
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る勝間和代 さん。勝間さんのＹＯＵＴＵＢＥ発信から今回 、
『時
年後 の一 分や１ 円、 死ぬとき の一分や

間割引率』についてご紹介します。「今の一分間や今の１円を、
一 年後 の一 分や １円 、
１円と等価に考えられるかどうか 」というのが時間割引率です 。
それ が低 けれ ば低 いほ ど、健 康で あり 、成 功もする し、お金 も

というタイプの人がパチンコ

一気に４万円がくると嬉しい

日の１万円は貯められないが、

儲か るし 、長 生き でき ると いう こと が分か ってい るそうで す。

時間割引率とは？
たとえば今９５００円もら

お酒も同じ。お酒は飲まな

に ハマ っ て い る 。

うのがどっちが得かという質

い方が健康になれるとみんな

うのと、一年後に１万円もら
問。お金が十分に手本にある

分かっているが、それでも飲
ん で る 時は み ん な 凄 く 楽 しい 。

人は今１万円銀行に預けても
全然増えないので、今の９５

と ても 楽 し い あ ま り に

年後 、

００円よりは一年後の１万円
くらいしか手本にお金が無い

前の楽しさを好んでしまうと

年後の肝臓疾患や、肝細胞

人にとっては、一年後の１万

い う の がこ の 時 間 割 引 率 。

れる。その代わりその人は、

るのか。階段を上ったほうが

運動もしかり。階段を上る

一年間で増えるであろう５０

その時は苦しいが、足腰とか
これは階段を上る方が正しい 。

心肺機能を将来的に考えた時 、

パチンコで毎日１万円ずつ

今を楽したいという人は、つ

ことは５万円使って、返って

使うとすると毎日

％ずつく

間 割 引 率 と い う考 え 方 。

０円分を損するというのが時

らったほうがずっと幸せにな

円よりは、今の９５００円も

を選ぶ。ところが今３００円

10

って低くすればいいのか？
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くるのが４万円。それでも毎
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「ひらほく新聞」で検索！

静ま る成 人式
る こと 。ひ とつ だけ遺 書を

い人 、知 らな い人へ 感謝 す
んで す。私 はこ の遺書 を読

が みん な目頭 を押 さえ てる

の子 がね 、成 人の女 性た ち
生き たいと 思い ます 」。

そ の人 たちの 分ま で立 派に

思い まし た。 これか らは 、

の国 家に頼 んで もでき ない

だ から 国に頼 む。 でも 日本

い 。だけ どそ れが できな い 。

の投 書（昨 年

「民 生 委 員 卒 業

受け る報 酬 」と話 して いた 。

日 ）に

死さ れた 方の 遺書の 一通 で

る、 英霊の 言の 葉とい う戦

靖國神社に納められてい

いっ て遺 書を 読みま す。

は ね、 この人 たち の分 まで

いう 人生 もあ った。 みん な

「 み ん な ･･･
、 数年前に
も二 十歳の 人が いて、 こう

んだ あと 、

す。 先祖の 、涙 も苦し みも

な 過去 とつな がっ てる んで

同じ 日本 人な んです 。み ん

みん なそう です よ。み んな

こう 書い てる んです よ。

みに 行か なき ゃいけ ない な

何も できな くて 、外国 に頼

れ てい ながら 、日 本国 家が

の領 土で 、不 当に拉 致を さ

る。 日本の 国民 が日本 の国

こ ろに まで行 って 頭を 下げ

から 、ア メリ カ大統 領の と

きま す。

右の 銘を毎 月ご 紹介し てい

業 者、 鍵山秀 三郎 さんの 座

㈱ イエロ ーハ ッット の創

を迎 える。 ６年 前の葬 儀、

今 年４ 月、 実父の 七回 忌

生委 員を目 指し たい」

の 高齢 者に寄 り添 える 、民

励ま され た。 一人で も多 く

月

老 後の 糧 」

読む から、 聴い てくれ 」と

す 。二 十歳の 人で す。
立派 に生き る義 務があ るん
失敗 も喜 びも 、みん な私 た

んて、 これは 国じ ゃな いで

のあの 光景が 鮮明 に甦 る。
金を 払っ てる んです か。

皆がバ スで実 家に 寄り 、寒

葬儀 場から 火葬 場へ 向か

りが とう ！と 言って 歩く こ

取り返 さなき ゃ！ 黙っ てお

い中 待って いた 地元部 落の

はたち

「い いか、 今か ら二十 歳の
だよ 。こ の人 たちが 生き ら

ちのも のなん です 。全 部を

まだ 残雪 が多 く残る 実家 で

人の 遺書 を読 むから 、耳 を
れなか ったも のま で、 大事

すよ 。何の ため に我々 は税

丁 寧に 暮らせ ば

澄まし て聴い てね 」。

背負 って、 あり がとう ！あ

なに はあ るん だ。だ から 、

とが、 日本の 将来 を創 るん

れま すか。 もっ と正気 を取

方た ちへ お別 れの挨 拶を す

毎日 の生活 作法 が

う前 に、 霊柩 車に続 き親 族

今日み んなで ね、 美味 しい
です 。

り戻 さな きゃ ！

心が 豊か にな る

「お父 様
物を 食べて 、美 味しい お酒

過去 を自 分と は関係 ない 顔

た だい

ま出 撃の命 令が 出まし た
を飲 んで 乾杯 するだ ろ。 そ

をして 、批判 する だけ では
今だ けよ ければ いい。 自分

話に なり ました

い

今か ら元 気に 征って まい り
のとき には、 この 人た ちの

日本 は良 くなり ません 。い

に 被害が 及ば なけれ ばそ れ

丁 寧にな れば 、

気 持ち が落 ち着き 、

心が 豊かに なり ます 。

＝＝ ＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝ ＝＝

歳代 後半 から

数 年、 民生委 員を 続け、

実は 父は

する方 もいた 。

る 、位牌 を持 つ母の 姿に 涙

習 『 野 辺 送 り 』。 久 々 に 見

る我が 故郷・ 新潟 魚沼 の風

長い間 本当にお世
こと を想 ってね 、心の 中で

い ですか 。ど うかそ うい っ

でいいんだという気持ち

名 は体を 現す 如く、

あり がと
そ っと「 あり がとう 」っ て

た若い 人たち を、 気持 ちも

ます
う ござい まし た

言って 、乾杯 して ほし い」

ます。 他人の こと を、 自分
のこ との ように 心配し 、そ

作 法は 心導 きます 。

本当は もう一 度お 目に かか

が、 どん どんど んどん 私た

お 礼を申 し上げ たか
そういう

ゃあり ません か。

ち の国を 住み にく くして い

分かっているわけですか

って
ったけれども
心か

会場は 、シ～ ～ン とな りま

いとま

暇 がございません
す。

し て、背 骨の 通っ たしっ か

一 つない です 。み んなの 背

こ こにブ ルー のバ ッチを 付

私 のリュ ック サッ クには お

編 集 後記

県知事 から表 彰を 受け たと

いう 。晩年 は「村の 記念 誌 」

づ くりに 没頭 して いた父 。

たくさ んの 参列者 の中 、近

りした国を創り直すこと

筋が伸 びて ます。

けてま す。 たくさ んの 人た

酒や缶 詰が 入って いま す

所 の 方 か ら お 話 。「 こ ん な

ち

１ 月９ 日付の 読売新 聞、

ら

が、 今の 私たち 日本国 民の

こん な話 をしま すとね 、毎

責 任です 。

本物 の愛 、心の こも った
「 言葉」 には 、もの 凄い 力
があり ます。 新成 人や 若者
のみ なら ず、一 人でも 多く
の 日本人 に届 けた い、最 幸
のメッ セージ です 。
ぜ ひ、
実際の
講演
動 画を
どうぞ

を民 生委 員の先 輩は 「心 に

たされ る。 その状 態の こと

れ れば、 自分 自身 の心も 満

その 結果 、相手 から感 謝さ

笑顔を 増や してあ げた い。

助 けをし たい し、 少しで も

も、 一人 でも多 くの人 の手

「無報 酬のボ ラン ティ アで

い て書か れて いた。

を込め た七 回忌に した い。

る 大切な 機会 だ という 。心

自分 が成 長した 姿を 報告す

で、前 回の 法要の 時よ り、

る 方もあ り、 辛 くとも そこ

ると いう 。若く して 亡くな

もう一 つ、 大事な 意味 があ

感 謝を伝 える とい うこと と

のか 」とい うお 話を聴 いた 。

にかく 村の 名士だ った 」と

ちが 北朝 鮮によ って拉 致を

それ らは みんな 軍から 支給

さ れまし た。 皆さ んの子 ど
来な かっ たと仮 定し てくだ
さ い。そ して それ が、他 国
による 不当 な拉致 によ る犯

るでし ょう 。でも 自分 の力

もを探して連れて帰りた

￤￤￤ ￤￤ ￤￤￤ ￤￤

に 集まる のは まず ない。 と

年 の如く 、杉 並区 のある 一

もや孫 が、 突然今 日帰 って

読者投 書欄『 気流 』に 茨城

さ れた物 を いつ か 家に 帰

部の区 会議 員の人 は、 翌日

（ おわ り）

ったときに みんなと一緒

有難 いお 言葉を いた だき、

駅頭 に立 ってビ ラを つくっ

県の 小林 恵子さ ん ( の
)投
稿 、『 相 手 の 感 謝 「 報 酬 」

に楽 しく 食べよ うと 思って

そ の場で 涙が 溢れ 出した 。

て 、山田 宏区 長は また成 人

に』 では、 民生委 員へ のデ
今

年 間、い つも。 私語

らお 詫び 申し上 げます

ら 、我々 が姿 勢を 正そう じ

こう 話す んです 。

お 母様

とい って 、遺書 を読み ます 。 に人 生を生 きる 義務が みん
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杉並区長時代の山田宏
の『英霊の遺書』講演
（ 現自 民党 参議院 議員 ）
私は 若い 人に たいへ んな 期
待を持 ってい ます 。杉 並の
成人 式は、 私が 就任し て
年間 、一 度も 荒れた 成人 式
はあり ません 。す べて 、シ
～～ ンと 、なっ て終わ りま
す。 どう して か？
毎年同 じ、こ うい う挨 拶を
する んで す。
「今 日 は 成 人 式 だ け れ ど も 、
年経 って 誰でも 成人 にな
る んだっ たら 、犬 でも猫 で
も何で も成 人だ。 人間は 人

12

最 近 、「 法 要 は な ぜ や る

残 してお いた 物で すが

40

ビュ ーと 、今後 の抱負 につ
式で特 攻隊 礼賛の 挨拶 をし
たと いっ てます 。バ カこけ

らい さん

はその こと ができ なく なり
ました

っ てんで すよ 。誰 もそん な

罪だ とい うこと を仮 定して

お 酒は皆 さん で分 けて食 べ

風に思 って ません よ。 なぜ

じゃ 取り 返せま せん よ。横

どうかこの缶詰

てくだ さい

か。 成人 から来 る手 紙、メ

田 めぐみ さん のお 母さん 、

く ださい 。取 り返 そうと す
自分 は今 から征 って まいり

ー ルを見 ると 、ほ とんど み

い

あ りがと う

横田早 紀江 さんが 言っ てま

ござい まし た」

長 い間

んな 「そう いう 人がい たの

し た 。「 本 当 は 、 私 た ち の

ます

を知 りま せんで した 。自分

力 で北朝 鮮へ 行っ て、子 ど

が

きてき たこ とを恥 ずか しく

20

とな る。 人とな る条件 があ
る 。そ れは 、二 つの感 謝だ 。
二つの 感謝 の心を 今日 はも
って ほし い。
一 つはね 、両 親だ よ。今 の
君らを一番喜んでるのは
ね 、親な んだ 、家族 なん だ 。
ま ず、帰 った ら、 親にね 、
「あり がと う」と 言っ てほ
しい 。言 葉に出 すの が恥ず
か しけれ ば、 紙に 書いて 、
５文字 だか ら、そ っと 手渡
して ほし い。そ うす れば、
親 は救わ れる 。い ままで の
年間の 苦労 が、 一気に す
う～ っと 消えて なく なる。
そ ういう こと がで きなき ゃ
成人じ ゃな い、君 らは 。大

60

年間 、い いか げんに 生

こ のね、 遺書 を読 んでい る
と、前 の方 に座っ てい る女

63

11

11

人じ ゃな い 。でき るだ ろう 、
そ れぐら い。
二つ 目。そ れは目 に見 えな

20

20

20

