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道川 貞徳

来れるときでいいよって言葉は深くて
来れるように自分で時間を作ること
⇒SADANORI MICHIKAWA
む例ブ時理 （もな（けしでい仕き らもか心ちて み例議ピ会サらしすと部業 齋
つ会さだ事そ出あい自どて本た事で本行ら悩もょでそな会所ッっン数て。こ先のま藤
グがせか長のよっと分、、をくをは当っいんあっ、のいがっタてデ日終そろ輩社ず晃
ラ八てら三時うてダもこみ読なしなはて、でりとお時？あてリ、ーもわのに（労、史
ン戸も２国はと、メ仕のたんいてくそみそるつ営客ま」るいの「のしっ時行Ｏ士最（
ドプら０渉三）とだ事まいでしい、うよう状つ業さだとかう会齋駐なたはっＢの初以
ホラっ０先国。りなもまな映、た基いう言況、もん３。らんが藤車いの普た阿仕の下
テザて７輩先 あ、）での画休い本う、っで今兼も２ オだあ君場うで通の部事き、
ルホ、年）輩 えと知はが観みし的「とて誘後ね特歳 ブける、でちすにが貴でっ齋
にテそにが（ ずいっい好ては、に会。もいどるにで ザどよ君ばにが仕き裕照か藤
来ルのオ理第 定うてけきゲず誰は」 らのうよい開 ー今。にっ中、事っ先月け先
ての時ブ事４ 例ともななーっに一と え言しうな業 ブ度青合た央そのか輩苑は輩
方のザ長８ 会こらいんムとも人か る葉よないし し、年うり町れ話け）の、）
が定ーの代 にろわしだを家会で好 なをう下した て定会
のかをでの阿本
、
入だこでが務チので だえかの博ん瀧さ会と「をだなはつはるＣ次一国使たやい
り、ん聞３（を時の 2 な積けに先（孝んま思なずよく関仲あ、のにの連っのっな「
まとない分Ｏ見初定回」極ても輩第弘（でっんっ」皆係間るも中言民のてがたＨＪ
す思すたぴＢてめ例目っ的きか）５先第おてかとと平なでけちでっ間マい「のｏＣ
」っげらっ原、て会はてなてかに４輩５邪。良覚い等くあどろはて団ーる国。ｗと
とてえ同た田当３にま。人くわ初代）３魔そいえうで、るもん皆い体クよ連そｔは
。「人じり敏時分参さ 達れらめ理と代しの会て話活身」同役がたでをねののｏ何
（が歳喋匡の間加か がてずて事か理て時だいを動分、じ職平のあ使。マ時 ぞ
Ｊいだっ先原スしり い「色行長三事、はなてしすも「志の等がるえＪー言Ｊや
Ｃるとて輩田ピてプ るす々っ三浦長大懇ぁ、たる関年を上で「」るＣクっＣ」
）ん、後）専ーそラ 会げ話た浦さ大瀧親」 のん係齢持下あＪ、唯は てをみ
た
ザ

J
C

を
知
る
き
っ
入 か
会 け
に
至
っ
た
経
緯

やあだで雰な入齋認したが 道分長の務輩ん定ちのれなそぱんて務の所き
くとっ「囲会っ藤識ての、ち川で二で所）（者ょ先ばいのりだ言所がにっそ
らダたや気でた先で自が齋ょ貞よ人入にだ第がうも仕ん人知」わあ「挨かれ
いメのるですね輩いら、藤っ徳けかっ来っ４父ど無事だのら（れるこ拶けだ
のだでか入よ。 い入入先と（れらててた９親２いによ中れ笑たとん来がけ
気っ、やっとたそでっ会輩お以ば言く「の代の０なはねにて）のはなて、じ
持たぶらたいだうすたまの聞下」われ来ね理お０と繋。自いと。思と、三ゃ
ちらっなけう、だかパでおき、とれな年。事客８思が存分な思「わこそ国な
で辞ちいどやあね？タの話し道。てい、千長さ年っら在はいいななろの理く
入めゃか、んる、 ー過のた川 「か理葉千んのてなし存っつんかに時事て
っれけ」自わ程納 ン程中い） こ」事さ葉の理。いて在てつてっ社言長入
たば入だ分り度得 とででの
んと長ん博千事そしいしこ、失た労わがっ
ねいっけのしこし い納思で
な理やも之葉長れ、なてとや礼」士れ事た
。いた 中たんて う得っす
自事る事先さ予でこけいはっなっ事た務
、
後て来るとだうかな入道でいば手け齋のんか況最要いき状ま道ゆるんでで合齋達し道
々いれ。き、とらい会川確う何っな藤は入っで初はうに況ず川っよは１いい藤みた川
知かるでで落。な、歴 信のか取い先知会た（はＪイ「で誰 くう事回きの先たと
りなよもいとだい誰が自にがしりと輩らを。会なＣメみしも私りな務会まい輩いき最
まけう、いしか、と長分なあら早本 な決話へか入ーんた（自話関所っしな なに初
しれにこよ文ら近話くがるっ覚い当人い意をのなるジな。知身を係にたたいゼ方知、
たば自の」句動いをて入んてえのにを人す聞）か前だ友でり、しで何だ。とロはり定
ねな分言っとけ人し、っだ、るが思知がるい出輪かっ達、合入たは回け阿こでお合例
。いで葉てしなはて役たけまだ入っら多とて席にらたじ周い会こあか。部ろすらい会
の時実いてか誰い職とどぁろったないき意に入友んゃりがしとっ来唯さに。れもオ
か間はう「っないもきさそうてんけでっ外もれ達でんを）たもたて一ん飛全ましブ
なを深の来たんのわ、。れなしでれすてと至なだす」見いとなけ挨千はびくしくザ
、作くはれ。だかか誰 は、ますばねい皆らいとねったなきいど拶葉仕込知たはー
とってあるたろわらが 後とえよい。うさな状。。てといにし、すさ事んりか友ブ
、
。
。
。

る態ドけ「でうね的いがよそいえう自な委を社でとでだしなか「いらとい場に何「齋
舞度状ど平、見っにうあっのとるす分け員使員やか気っょい」こう事かよにＪか人藤
うとなも等ど極て、頼るて人こ。る１れ長うがっ。をた。か「れの業相うなＣ」付先
。かの、」うめ言こみか言ののこと人ばにわいてあ使かそ」あやはを手にっっとき輩
組で（としをえの方ら葉考人う人でいなけるいとっられとれっす構のしててい合
織理組いてしば人、、のえはいのやけっでわた組て、はかやたご築立な考いうい学
の事織うもな大にここ通方やう力れなてもけか織やそ全理っらいし場けえうの」ん
一長がの前が丈はののじとっふのないかなでら。っうく事たダ勉てにれるのはとだ
員に）は提ら夫こ人人るかてう借い、らくも、自てい無会らメ強いなば。は学「こ
と対ピあとで、れにに通タくにりの絶人。なそ分いういで失じにくっい失相ん組と
ししラるしすそやははじイれ頼方で対に くのはるこ視言礼ゃな、てけ礼手だ織は
ててミんてねうっ具こなプなまを、に頼 部と１んと点うじなっそ 1 なのの。とね
振のッだ 。いて体ういにいな覚そ。ら 下き人だま でゃいたうかいな立特は、
。
、
。
でる「づだじばくまのば推な私ミ売も感と事行けとこ道たいもと来くじのあそ親だど
い」リく。ゃな、で頃生しいたュるやをだ会動ど一と川。うて「てうゃ、れ」会かう
けそーり数あら独教にき量でちニとれ得とでし、緒が
のな礼くちんそにっとら振
なうダのあ学な学え教てるすはテいなな思もな「で私齋 がし」れにっこ最てか振る
いいーでるぶいでて育い想か生ィうくけい、け相びの藤 大ををた、てま初おでる舞
のうシき団場時学もとけ像。きをこなれま職れ手っ所先 事しし人そ。で違迎並舞う
か団ッる体所代んらしな力相て形とっばし場ばのく信輩 だててにれだす和えんいの
な体プひのっなでっていを手い成でてやたでな心りにが と礼、対もける感すで方が
とでをと中てんいた深。養のけしはくりがもらにし書今 後を最し必ど必をる「は正
。し発づでどだかこいでわ気なななるた、通な寄たい話 か尽後て要や要持じよ総し
か揮く「ことなとともな持いけく。い人じいりんたさ らくまちだっなっゃう会い
学すりまな思けがこ子けちじれコ媚このる」添でこれ 思すでゃなていてなこのの
ん 」ちんうれなろ供れをゃば をと共こ理いすとた っとおんとい たい 懇か
。
、
、
。
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しう員委すい私長性い「ん よてにい見道ちもまうてをん のに大やよのの大てい委てにお齋
いに長員けうがの化く相で最ういよでの川ゃちす。思経なでかし変っね為例事言よ員ほ委願藤
。しが長どの思頑す。手す初にくっすや んろ」そうて苦もよてなて。に会だっね長し員い先
て「が、はう張る要のよはな、てかり理とんっのと定労、、もんわそはのとた。のか長と輩
れ花「一そ青りとは為。「っおそ、取事返こて積「例しこみ。だかこ行と思ら「とっとか
ば形花つれ年だきフにで貸て互のやり会すっ言み行会てれた理よるはききうい貸きたしあ人
お」形事ぞ会とっロ」もしいい人りをもしちえ重かの毎をい事ねと人たにしいしはらてるの
そ、」業れ議思てアにそ借くをの取すそ。もるねな）月経な会。思をく来。の借出、自け力
らこ、をが所ういメ切れり。理こりるう 頼よでき準一験（こ例う大ななやかりなや分どを
くこ理や主のんうンりが」 解とをわで まう「ゃ備回す笑ん会け事いいっな」きっの、借
みが事る役主でのバ替気だ しをすけす れにおなを（る）な一どにっよぱ、のゃぱ例そり
ん楽会とな役すはーわ付と 合わるじけ たな願」し理と 厳つ本してうりそ部いり会れる
なしもきんっよ委がっけ思 えかこゃど らるいとて事、 しや当て思な自こ分け他に以と
楽そ委はでて。員活てばう るっとな意
しし思っ会こ いるに、う人分もっなの出前か
、
面な皆齋はれ対君たに解の適道（な齋ま言道買齋ら無しわ苦事無なじ道かるけ苦同かも齋
白人す藤見てしは分喋しや当川笑こ藤すい川う藤得報さっし業いいゃ川らもどしじっし藤
いがげ先たるて必だってるな ）と先よま 苦先る酬にたいを。でな「やの、い物たれ先
ん意え輩目だもずけたた事感だ自や輩ねす苦労輩利の切時じや苦、い楽っはそののこな輩
だ外考 じろこ成必んっ業じか問っ 。も労し 益なりにゃるし今でして、のが両とい
よなえ見ゃうこ長ずでてをにら自て会会んはか苦っか替一なとみいすいるそ代７面、（委
ねこてたななでし成すいち見去答る費費ね買な労てでわ気いきをるか」とのわ割だ苦笑員
。とる目いとのて長けうゃえ年しん払払。っいは「人るにで事圧安。と思倍り８と労）長
考んじん思経るしどのんるあなだっっあてか必学のじ圧す業縮住「「う以楽割思しだが
えだゃだう験。て、をとんるがろててるでら要び力ゃ縮か実しの楽楽。上し占うたか一
てよなな。っビる自見一だ委らう「（意もさだ」をなし。施て地」」 にいめ。こら番
るねい（だてジ、問た生け員（」何笑味し。よな借いたやのいではっ あこる考と「楽
か。（笑か活ネだ自時懸ど長笑っで）買ろ 。のりでのり時っ成苦て るととえ」楽し
ら意笑）らかスか答に命自が）てこ っっ 自かなすが終まて長労違 。で思るっしい
ん てて らながか楽 で、はしう だ得うとて か
さ外） 人さにらし彼理分、
、
。 。

JCで学んだことは【人付き合い】と【組織とは何か】
JCっていうのは相手の立場になって考える
⇒TERUFUMI SAITOU

雰のらてて対うバにるう残冗長４あポじる委専長とやて君 め段メいら齋い周るれ川
囲がい考、しいーな自する談）年とジゃと員務やかい冗は入ら々ンまの藤うり」た上
気周前えこてうがっ分るんでや後何シなや長にっ言や談将会れ徐バし推先とかっ経
がりにるうもふ残てがとだもら考年ョいっ２なていそっ来３て々ーた薦輩こらて緯そ
。では）いううっいい、よ言なえでンでぱ年っるなんぽの年いにが。で ろのいをれ
も次。う少にてるるそねわきる卒やすり目て、がなく理目く徐少ど理結で推う、で
出は理事し育る時のれ、れゃと業っか「でる副らこ言事くん々なう事論す薦感立は
来こ事業アてかは。にそるい「生て。流思。理気とわ長らだにかし長かねだじ候次
上の長をプてらこ自向のとけま何るこれっ「にづなれ候いよやってにら。っだ補に
が人ややロ、、う分け言心なて人っの」たあないいる補かねるたもさ言 たっ、理
るみるっーここいがて葉のいよでて歳っ。れったでのだら。方のそせう のた「事
でた２てチのこう理考が奥ぞ（３こでてそ」てらす。よ「 向でのてと かの私長
しい年（を人をメ事え。底」理年とこあうとる委よ「」齋 に段当も周 っかがに
ょなくっしにこン長てそにと事後はのるす。、員」いっ藤 固々時らり て、やな
か
ら
、
。
、
にずにれで良ブやこ業かての５齋のなと年え事れ道や中はいしいかに２「見しのそ
なっ経な初いロりとと「る理５藤と、いにた長る川っで周け。なか応択やせてもれ
ると験いめ事ッたはしかん事周先ことうどとを時 て２年なだいるえにるた「嬉は
前思し。て業クい自てるだ長年輩ろ思ビう思や、齋ま年のいっか。なな」くＮし期
のってこ感だのっ分残たよっだ をうジやいる予藤しく時したらだいっかなＯい待
段てもれ動と徒てもっ」ねてか予おんョっま一定先たらな、ら。っとて「い」しさ
階たらをし思歩い何てと。新ら定聞でンてす年者輩。いのた踏経て次くやしっ、れ
かかい下たっ事うかるか「しＪ者かすも引。間のが 構でだん験準のるら、てそて
ららた北事た業の新も今みいＣのせけあきじの段理 成自や張も備人。なだいのる
、いの業しはもしのもこ事の段くどっ渡ゃこ階事 を分るらまがにそいっう好っ
予な子か、本あい。継し業間階だ、たそあとか長 整のかなだで迷の」た自意て
定っ供もＪ当るこっ続」や周でさそのう次をらや え頭らき浅き惑期から分にい
者て達しＣにしとて事とっ年はいこかかの考理ら てのにゃいてが待の も対う
、
。
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れすいこ予なけ道安こ今間委高長長理度人織形わ切を打半いいかかくのさ予らが佐連言ら「
ばのけと定け継川心の、違員屋大井事組を図でりれ切ち年うけららら。か定、１井れし徒（
いかなも者れぐ し時むい会龍久本長織育を引がたっ合前式な先思いまり者そ回かてて歩自
けもい予でばっ前てかつじが一保貴佐図て作き見とたわく典い輩い準だ）のうじら３た事分
な予。定すいて年任らＪゃ初）泰之藤）たっ渡え思時せらにと方入備始ロ段いゃむ日の業が
い定次者よけいのせ出Ｃな委。康）恭で。たそてっにをいし思にれしまー階うなつ間。や）
。者ののねなう理て来のい員周）、太初こ時うくてはしかよっ敬あてっドで気くま７「り理
の人時。い準事たる中な長年、大）委のにかるる最てらうて意る乗てを、持何で０冗ま事
とにに１。備長。人枢とでの高久、員中次なか。高、ずかいをしりな下８ち回」キ談す長
きど考年こもか 達を。す中屋保井長（のとら半のいっとた表、込い見月にもとロ抜」や
にうえ間れ含ら だ担こ。で（（本は２役考、年スざとかかさまんのでかな喋。歩きとる
考やなのがめ組 っっの今４副直（恭０員えどやタス喋、らなただに歩なっっ皆くにずん
えっけ運理て織 たて人思 理前副太１にてうるータっ始、け周事。い？ててもか子っだ
なてれ営事考を かる達うつ事理理（４な、いとトーてまどれ年業そて（くる自ら供とっ
け渡ばの長え受 ら。はとの長事事副年る組う終をトてるうばだだのるまるか分、達宣た
、
。
でどまえ２タタる増の齋こで渡団
。、っな５ーー。や三藤れ済す体Ｊ
マてい人トトじし浦先をめとなＣ
ン上けく時だゃた理輩繰ばきのは
パ手どら２っなの事 り去にで「
ワく。い９たいね長そ返年１。よ
ー回少か人かと。がうしか歩たり
っるななだもたそ会いてら下ぶ良
てっい。っしぶれ員うい見がんく
いてか一たれんは拡意けてる２」
ういら概けな２本大味ば１ん歩を
のうこにどい０当成でい段で進追
ものそ悪、か人に功言い上すん及
大も距い前ら切助しえんによでし
事あ離との。るかてばでい。組て
なるがも年ススっ人前する１織い
のけ縮言は
てを年よ、歩をく
。

よてにる自共的かき自までのＤＪはうだ何と自か（色（言しメいメで齋のそな５な川
う、半の分感に共て分く共考ＶＣおいけしか分な笑ん笑えたンうイす藤をのい５ん上
な結年でのし動感くのい有えＤで願う。てのの、）な）な。バ位ンね先お時と周で
事果、、目ていとれ想っしををやいここた力力と事トそい本ー置は。輩聞のい年す今
業と前そ的もてかないたてあ例っしとうかなじ思業ラれこ当を付「自 き状うをけ年
にし年こにらくがくだ秘もる会てまやいとんゃっがブもとに投けま分「し況の経ど６
なてのまなえれ無てけ訣ら程でたすりういでなて成ル全も準入でさのまたとも験、０
っ最夏でっるない、でかっ度観（、たこうすくい功も部あ備さ、か中さいかあしメ周
た後か持てといとそはなてメた徒といととねてまに乗ひっもせそりでかと想ってン年
。自らっ動そん人こ誰。、ンり歩。かが「。実す導りった大てこロこり思いていバを
分半ていれでっにもやそバし事五ら目方理行。か越くけ変もにーのロいっ、るー迎
が年いてがすて共つっれーて業所、的向事委それえるどだら最ド１ーまて今人のえ
泣かくく次よ自有いぱがの自の川あで性長員れたてめ しい高」年ドすい一が中る
くけのれにね主とてりう心分）原とこ」は長はの て 、まのとの」。う度少に年
。
、
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ま止るてていだ構んて何る平バだあ良ん面こ「 言式人え「てのる無だてお謝長にれ度輩
すまんいるけよ築とまやと均ーとるかでにら先Ｏえ典にら感く為、いけ、金し（感はが方ま
。っだかのどねとなずっ周３は思とっす出れ輩Ｂねもはれ謝れにそけだ自払て経謝自変がさ
てけなも、っかく無て年年）う歴たねしま方のぇ色感な」る、れどし分っる験し分わかか
みどきあ実て、自いたにく入ん史か。たしの先（々謝いっ人理も、目にて。者てのっけり
るもゃるはやＪ分とか当ら会でをなそ式たお輩笑あしのても事こ一に対こよ）い力たてロ
の、いし昔っＣ達思遡たいしす振、れ典」陰方）ってでいい長の生見価んくはまじ気くー
もそけ、かてっのうるらかてよりとでにっでを たま２うるの会懸えがなよ皆すゃがれド
大こなもらるて感んタなな３。返。喜して５壇 （す０言し為の命るあ辛くメ。なするや
事をいち引かこ覚でイい。年（るでんてい５上 笑。１葉、に為や物るい考ンたいる言っ
だ一ころきもんですミ限そく現良もでもう年に ） ４でそっにっはの経えバぶし。葉て
と回とん継しな事よンりうら役い式たらの続呼 や 年しれて、て何は験たーん、でとか
思立も変がれ感業。グ過考いメ機典のっをけん っ 度かは言組くに成をらに理本もから
いちあえれなじのなっ去え、ン会がでた前てで ぱ の伝 っ織れも長し、感事当そ態先

所中り対でいな齋しＪ川てで信けで値て新うの青バこ事とたと なとい「て齋まこに
自でとすはと意藤たＣ上まきしじく観ほし会を年ーに業思ので自んし良職、藤すとつ続
体人言るな思見先らで するてゃるとしいで今会す至をっ（き分かてか業ま先。ないき
ははう尊くいを輩おあこかのほなとかいもあの議ごる立た笑た自悔はっ体ず輩 どてま
あ言し
「磨べ敬、ま出 願っれらっしく思皆しのっ形所い苦てけ）ん身し嬉た験こ
学かきもそすしやいてか。ていてう外、をてでは頑労続ど、じ（いしよ」な今 りいて
びれこあの。てっしほら Ｊ。地のかＪ外ほ提今張をけ、去ゃ現ない」。い年 また、
」るとり中喧ぶぱまし先 Ｃそ域でらＣにし供のっ考にや年な役、なと周だ６ しい現
ししはつに々つりすいこ だうの、い発向いす求てえやっもい時と、聞りの０ たこ在
か、言つは諤か本。なう けい人Ｊっのけとるめるるっぱ活か代。といか周周 らとの
な青う、そ々っ音 どい だう達Ｃぱ新て思、らととてり発っに 思てら年年 おやむ
い年、しのやてで あう とこにのいし発うそれ思メて新だて） う、「事を 願、つ
の会そっ人るほ色 りむ 思とも中学い信のうるうン、しな思も 反Ｏす業迎 い思Ｊ
で議のかにのしん まつ っが発だん価しでいも。 そい、っっ 面Ｂご え しうＣ
、
、
、
だい道識てで齋集板会振Ｊしなバ なとか道もなら齋信（て長道負るンでつこ終うそそ
きま川でたし藤まも社るＣ）いー齋いし正川らいな藤っ笑そ様川けかバ、市とわ。のれ
あす い人っ先り背の舞とこ。で藤。てし うもい先て）の々 ずらー私にをっ結人を
り。メてはか輩っ負看いしれそあ先 メくそ、のと輩大す人」知に（には必再て局は自
が本ンほ違り てっ板をてをうる輩 ンなのそな、 事ごよ誰っブ笑負負要認、Ｊ地分
と日バしうや卒入てを意見付なっが バいたこのそ最ないりがてロ）けけな識さＣ域の
うはーいなら業会る背識らけって理 ーのめかでれ初ん（多一まグずらた人しぁはに中
ごお一。」なし資ん負しれてたい事 はかにら、はにで齋く番す書っれく材てこ勉とで
ざ忙同 っいた格でいなるい時う長 物考はでと「言す藤し書よいとななにもこ強っ本
いしに てと以にすなけよよにのの 差え、すに無っよ先よい（たラいいならかのて当
まい伝 言。上書よがれ。う（が時 しらＪねかいた。輩うた笑はイととっっら場必に
し中え わ「はい。らばだがＪ対に をれＣ。く」け はとか）ずバ思思てて何な要思
た、て れさずて品青なか付Ｃ外、 持ると 発んど ）思全だなルっっ頑卒をんなっ
。おい るすっる格年ららけバ紙「 たよし 信だ、 書い部っんだてて張業すで人て
話き くがとのあ会な普てッにＪ なうて しよそ いまチてだか色るっしるすにく
した らＪＪでる議い段いジ載Ｃ きに正 て。の てしェ、よら々。てたかよなれ
てい いＣＣ（青所」のまをるの ゃ、し 知存人 たたッ「（（や現ほ時、。るれ
いと のやな笑年のっ立い指じメ い組い っ在が 。もク理笑笑っ役しにそＪとば
た思 認っの）の看てちが差ゃン け織の てし知 発んし事））てメいむのＣ思、
。
。
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