八天堂便り
皆さんへ
● 何時もお疲れ様です。

コロナ禍でまだまだ先が見えない状況で
あり不安を多く抱えていると思うが、
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の歴史を紐解きながら社員スタッフの皆に伝え
たい。
そんな気持ちになれたからだ。

● 話すのとは違って文字として残すの

は思った以上にキツかった。
しかし、決

めた以上は何としてもやり遂げなけ

仲間同士で声を掛け合い、支え合って

れば、
、本当に拙く時間も掛かった

日々を歩んでいってください。
会社

が、完成した時は言葉では言い表せ

としても皆さんが安心して働いても

ない。何と表現したらいいのか、

らえるよう努めていきます。

「本当に多くの方々の恩を知った・

に幹部達と毎年お堂の掃除に出かけ

手も許せた・本当にやりたいこと

● 報告だが、
8 月 10 日
（八天堂の日）

心より反省出来た・自分を許せ相

ている。
一年の感謝とこれからの一年

が見えてきた・自分の現在地が分

の誓いのために。社員スタッフを代表

かった・必ず恩返しする」
、そんな気持

し、しっかり覚悟を誓ってきた。
『社員ス

ちにもなれたのだ。
カッコ良く言うとマ

タッフを必ず良くし、お客様から必要とされ
なくてはならない会社になっていく』
と！

● もう 9 月かとカレンダーを一枚捲る。
我が家にアウ

ライア・キャリーではないが、自分の心の中

にヒーローの片鱗を見つけることが出来た。

● 勿論、抱いている夢は常に変化していくし、抱いて

ディカレンダーを飾ってあり、毎月月替りに捲るのが待ち遠し

いる夢は時と共に変わってもいい。
また、全く思っても見なかっ

ディ SR8、
今月は朱色で彩られた欄干を颯爽と走る白のＡ5。
カッ

も意味が無い！？と思うかも知れないが、大切なのは夢が何か

い。8 月は青空に積雲、巨大なテトラポッドを背景に赤のアウ
コいいなぁと細やかな楽しみだ。

● さて本題だが、今月は
【夢と本気】
について紐解いてみる。
若い

時に『夢を持つのにも勇気が要る』といった、何とも堅苦しい言
葉と出逢ったわけだが、その時は何故夢を持つのに勇気が要る

のか解らなかった。
思いつくまま、夢は沢山持ていた方がいいと

感じていたからだ。
しかし、日々年月を重ねていくうち『夢を持

つのにも勇気が要る』
…今は深く頷ける。
確かに、
【本気】
で夢を叶

えていくためには、自分と【本気】で向き合っていなければ中途
半端な夢くらいしか出てこない。

● ここで話を少し移すが『夢と志』という似通った言葉がある。
その当時 20 代の私には何故か同じ響きを持つ二つの言葉に引っ
掛かりを覚えた。夢はフランクに使えるが、志は重たい。ではこ
の二つの言葉にどういった意味・違いを持つのか！？

求めるものが自分ごとであり家族のため、つまり身内の夢を志

とは言わない。
しかし、その自分ごとの夢の展開次第で志といっ

た響きに変化するタイミングがある。
公のため、つまり利他の心
が働いたフレーズが現れた時がそれである。

● 話を戻すが【本気】で夢を叶えるためには、あるがままの自分

と
【本気】
で向き合わなければならない。
【本気】
で自分と向き合う
ことは結構辛いものがある。嫌なことや自分で思い出したくな
い過去とも向き合わなければならないからだ。

● ３年程前だった。
小生は
『人生、今日が始まり』
と題した自叙伝

を PHP 研究所から出版した。
出版社からお声を頂いた時は時期

尚早だと思った。
まだまだ山麓、危機感と劣等感があり、自身の

過去と【本気】で向き合わなければ書けないし、文字として残る

のにも気が引けた。
何故なら過去は恥ずかしいことだらけ。
失敗

失敗の連続。
結果的に様々な方にも迷惑もかけてきた。
それらを
公に晒すのかと、
、
。
だが、１年悩んだ末に書こうと決めた。
かなり

の決心が要った。
新たなフェーズに移行するために一つの区切り
をつけたい。
『諦めずにきたから今がある』
ことを、
昭和 8 年から

た方向にすら行ってもしまうものだ。
では、具体的な夢を持って
ではなく夢を【本気】で考え、自分と向き合うその過程が重要だ

と思う。
繰り返すが、
自分の人生を
【本気】
で考えなければ、
【本気】
で自分の夢なんて考えないからだ。せいぜい思い付き程度の欲
で終わってしまう。

● ここからは、人生の偉人達の言葉に接して貰いたい。
尊敬する

田坂広志氏が死生観の中で
『人は必ず死ぬ、人生は一回しかない、
人はいつ死ぬか分からない』
とある。
死を引き受けるから生を
【本

気】
で考えるわけで、中途半端にこれがやりたいあれがやりたい
と思っているうちに、
人生はあっという間に終わってしまう。
● 吉田松陰と同時代に生きた渋沢栄一翁の名言

『夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計

画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果な

き者は幸福なし、ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず』
松
蔭の言葉に触れていたのだろう。

● ウォルト・ディズニーも夢ほど大切なものはないと言ってい

る。
因みに夢を叶える秘訣として４つの C『Curiosity/Conﬁdence

/Courage/Constancy』好奇心・自信・勇気・継続。
ディズニーラ

ンドはその賜物だ。
久々に聴いたマライア・キャリーのヒーロー

も『貴方の心を探ればそこにヒーローはいる 本当の自分の姿
に怖れないで』
と心に突き刺さる。

● そして最後に、心に深く刻み込んでいる言葉で締め括る。
『本
気ですれば大抵の事は出来る。
本気ですれば何事も面白い。
本気

ですれば誰かが助けてくれる。
』本当に多くの人に助けてもらっ

て今の私がここにある。
これからは微力ながら皆を【本気】で助
ける番だ。
『夢は本気で実現するためにあるのだから』

● まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれも水分補給やコロナ
対策など健康には留意して宜しくお願いします。
何時も有難う。

株式会社八天堂 代表取締役社長 森光孝雅

｢天命に従いて
今月の格 言

NEWS

つぶさに人事を尽くす｣

人事を尽くして天命を待つ。
そこに努力の結果に対する諦念はないか。
同じ努力も動機や目的が異なれば違う結果を生む。何事も『天功』を忘れずに。

三原神明の里店オープン！

8/1(土)に道の駅みはら神明の里の施設内に「八天堂みはら神明の里店」がオープンしました！

みはら神明の里は、三原市にある道の駅です。
「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」

というコンセプトのもと、三原市に活気を与える場として多くのお客様にご利用いただいてお

ります。三原市に本社を構える八天堂も地域のにぎわい創出に貢献すべく、出店することとなり
ました。店舗では定番のくりーむパンをはじめ、特製メロンくりーむを注入してからお渡しする

「本気メロンパン」、そのほか常温商品やお弁当などもご用意しております。
これからも三原活
性化の重要拠点である道の駅で「食」を通じて三原ブランドの発信に貢献して参ります！

welcome

【八天堂みはら神明の里店】営業時間：9:00〜完売次第終了／定休日：毎月第３火曜日／住所：広島県三原市糸崎4丁目21-1

マル ゲラジェラート×フレンチ バーガー

9月の
新商品のご案内

ラクーア店
限定

ミックスベリー
くりーむパンマロン
売 価 280円(税込)

期 間 9/1(火)-11/30(月)

内 容 昨年に引き続いての秋

の期間限定商品です！マロンク
リームとマロンクラッシュで秋
の味覚をお楽しみ下さい。

展 開 全国の八天堂店舗、
一部販売店

LINE
ON
PING
SHOP

アールグレイ

ラクーア店
限定

クロカンテ

ラクーア店
限定

売価 テイクアウト 470円(税込）

売価 テイクアウト 470円(税込）

売価 テイクアウト 500円(税込）

期間 8/2(日) 〜

期間 9/1(火) 〜

期間 9/1(火) 〜

内容 夏の新フレーバーの追

内容 秋にぴったりなフレー

内容 秋にぴったりなフレー

イートイン 479円(税込）
在庫無くなり次第終了

加になります！鮮やかな見た目
に、甘酸っぱいベリーの酸味
が口いっぱいに広がる爽やか
なお品です！

秋を先どり！
ほっこりパンプキン

今年もついにパンプキンの季節がや
ってきました！クリームに国産かぼ
ちゃのペーストを練り込み、そのク
リームを八天堂自慢のパンに閉じ
込めた一品です(^^)かぼちゃ本来
の甘さを活かしているため、
自然な
甘さがおすすめポイントになってい
ます☆八天堂のパンプキンでちょっと
早めの秋を感じてみませんか？

イートイン 479円(税込）
在庫無くなり次第終了

バーです！アールグレイの風味
が豊かなミルクジェラートが、
熱々のフレンチバーガーと溶け
合って、
大人の女性にお勧めし
たいお味となっております！

イートイン 509円(税込）
在庫無くなり次第終了

バーです！ミルクジェラートにキ
ャラメルコーティングしたアーモ
ンドをトッピングしました。香ば
しいアーモンドの食感がたまら
ないお品となっております！

H a t t en d o I n f o r m a t i o n
八天堂アプリ

Instagram

Twitter

八天堂便りとは
八天堂便りは、八天堂の社
内報として10年間続いてま
いりました。
この10年の節目
を迎え、より多くの方に八天
堂便りを読んでいただき、八
天堂のことを知り、好きにな
ってもらいたいという思いの
もと、
この度、社外報としてリ
ニューアルいたしました。そ
のほか、SNSなどでも随時八
天堂の情報を配信しており
ますので、
ご覧ください。

