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次  第 

 
 

1、開会の言葉   ㈱ 三 陸 新 報 社 代表取締役社長 

浅倉  眞理  様 
 

2、感謝の言葉   い な べ ん  

千 田    實 

 

3、乾杯の言葉   税 理 士 

鈴木 和博 先生 

 

4、記 念 講 演   い な べ ん 

千 田    實 

 

5、閉会の言葉  前通大寺代表役員 喜多流謡曲教授 

金田 諦
たい

典
てん

 先生 

 

6、御礼の言葉    い な べ ん 

千 田    實 

 

 

（司会進行 千田 加代子） 
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お礼とお願い 
 

神仏に対する拝み方には、2 つの形があるそうです。1

つは請求書形であり、もう 1つは受領書形だそうです。 

 

本日はまず、いなべんの阿弥陀様に対し、「幸せを戴き

ましてありがとうございました」と受領書形の拝み方をさ

せて戴きます。 

今日お集まりの皆様から、幸せを戴きまして、駄弁本

100 冊の発刊ができました。「正に幸せを受領し、ありが

とうございました」と手を合わさせて戴きます。 

 

本日の閉会にあたり、「これからも幸せを下さいますよ

うお願い申し上げます」と、いなべんの阿弥陀様である皆

様に手を合わせて、請求書形の拝み方をさせて戴きます。 

 

いなべんの哲学は、「この世は、楽しみ合うのみ」です。

楽しみ合うのは、人間関係においてです。人間関係こそ、

この世を楽しみ合う全てです。人間関係で泣き、人間関係

で笑うのです。 

本日お集りの皆様は、この世において、いなべんを極楽

に導いて下さる阿弥陀様です。その阿弥陀様に、お礼とお

願いを込めて手を合わさせて戴きます。 合掌 
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1. 阿弥陀論（感謝） 
〈骨子〉 

○ いい人に 恵まれた ありがたさ。 

○ いい時に 恵まれた ありがたさ。 

○ いい仕事に 恵まれた ありがたさ。 

○ 出浦先生との出会い。 

○ 法隆寺大工 西岡棟梁の話。 

○ 臨死体験。 

○ この世の阿弥陀様に手を合わせよう。 

 

〈参考〉 

※『食事療法で透析を遅らせる―腎不全が分かる本』 

著者 昭和大学藤が丘病院内科教授 出浦照國 

発行所 株式会社日本評論社 2002年 12月 20日発行 

 

※『木のいのち木のこころ―天・地・人』 

著者 西岡常一 法隆寺大工棟梁、法隆寺解体修理、 

薬師寺再建等 

発行所 株式会社新潮社   2005年 8月 1日発行 

 

〈いなべんの駄弁句〉 

○ ありがたや あゝありがたや ありがたや  

巡
めぐ

り会えた いい時いい人 

 

○ よく見れば この世におわす 阿弥陀様 
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2. 苦難福門論（心） 
〈骨子〉 

○  苦難は 福門となる。 

○  青空浮世乃捨の由来。 

○  苦しいか 楽しいかは 心次第。 

○  豊かか 貧しいかは 心次第。 

○  運がいいか 悪いかは 心次第。 

○  いい人に会えるか 会えないかは 心次第。 

○  幸せか 不幸かは 心次第。 

○  心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、 

習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。 

 

〈参考〉 
♪すったもんだの浮世を後に 歌で行く行く 青空道中 

歌はその日のお天気まかせ 歌うその身は  

風まかせ風まかせ♬ 

歌う俳優 （高田浩吉） 

 

〈いなべんの駄弁句〉 

○  腹を決め 生れた名前が 浮世乃捨 

○  バックから ギアを切り換え 変わる運 

○  「一緒に試行錯誤をしませんか？」 

その一言に痺れて「はいっ‼」 

○  米旨し 野菜も旨し ダイエット 

○  つまみ食い あんなに旨い ものなのに  

食べ放題では さほどでもなし 
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3. 死生論（知恵） 
〈骨子〉 

○ あの世は ただ穏やか。 

○ 体と心は 別物である。 

○ 物理的側面と心理的側面とがある。 

○ 死を覚悟し 生き方が見える。 

○ この世は 楽しみ合うのみ。 

○ 自分が楽しみ 他人
ひ と

も楽しませるのみ。 

○ 現在
い ま

その瞬間を楽しむのみ。 

○ 同じ阿呆なら踊らにゃ損々。 

○ いまやらせてもらえることをやるだけ。 

○ はとバスの相客の距離感も必要。 

〈参考〉 

※般若心経―色即是空、不垢
ふ く

不浄
ふじょう

、般若湯
はんにゃとう

（拘らない） 

※禅問答「やってもダメ やらなくてもダメ どうするか？」 

阿波踊りを踊り 合格点 

〈いなべんの駄弁句〉 

○ 浮世をば 楽しみ尽くせ 病まで 
 

○ あの世には 損もなければ 得もなし 

楽しみ尽くせ この世にいる間
ま

に 
 

○ あの世には 自他の区別も 時もなく  

全て解け合い ただ穏やか 

○ 赤子でも 代わってやれない ことばかり  

飲んではやれぬ たれてもやれぬ 

○ 酔っ払い 花瓶の水が ただ旨い 
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4. 価値観論（ハカリ） 
〈骨子〉 

○ 人生は、楽しみ合うのみである。（いなべんフィロソフィー） 

○ 近代科学理論は、大事なものを捨てている。 

○ 問題をワンポイントに絞り、捨てている。 

○ 見えないところを見ようとしないで、捨てている。 

○ 物理的側面のみ見て、心理的側面を捨てている。 

○ 憲法の究極の価値は、個人の尊厳である。 

○ 法は、常識を集約したものである。 

○ マニュアルに合う患者は、せいぜい 10％にすぎない。 

〈参考〉 

※『臨床の知とは何か』 

著者 中村雄二郎 哲学者 

発行所 株式会社 岩波書店 1992年 1月 21日発行 

※『法と裁判と常識』 

著者 林屋礼二 法学者 

発行所 信山社出版株式会社 2001年 10月 10日発行 

 

〈いなべんの駄弁句〉 

○ 見えぬとこ 見抜いて名医 名判 官

ほうがん

 

○ していない するより悪い こともある 

○ 科学論 大事なことを 捨て去った 
普遍性、客観性、論理性より 心かな 

○ 危機管理 感じる心が スタートぞ 

○ コンプライアンス それより前に インテグリティ  
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5. 文化論（平和） 
〈骨子〉 

○ 文明は豊かさと便利さを求め、文化は平和と安心を求める。 

○ 日本国憲法９条は、有史以来最高の文化である。 

○ 核兵器の出現によって哲学の基盤が変わった。 

○ 核兵器時代は、戦争では防衛できない。 

○ ９条は、戦争という防衛手段を放棄した。 

○ 第３次世界大戦となったら、人類滅亡、地球壊滅となる。 

〈参考〉 

日本国憲法前文 

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするこ

とを決意し、ここに主権が国民に存在することを宣言し、この憲法を確

定する。 

日本国憲法９条 

➀日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権

の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決

する手段としては、永久にこれを放棄する。 

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな

い。国の交戦権はこれを認めない。 

アインシュタインの言葉 

第 3 次世界大戦はどう戦われるのでしょうか。私には分かりません。し

かし、第 4 次大戦ならわかります。石と棒を使って戦われることでしょ

う。 

金田諦典先生の言葉 

日本は９条と共に殉死する覚悟で戦う事の愚かさを世界に語りかけるべ

きものと考えています。 

〈いなべんの駄弁句〉 

○ 敵のみか 味方も殺す 核兵器 

捨てねばならぬ 戦争という手段 
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6. 幸福論（納得） 
〈骨子〉 

○ 幸せを感じるのは心の底から納得した時である。（出浦照國語録） 

○ 法令が、行政が、判決が、合憲か違憲かは、国民が納得できる

かどうかである。 

○ 憲法の「国民の権利及び義務」の規定は、命令の部分と心構え

の部分とから成り立っている。 

○ 法は、大衆のルールであり、法のプレイヤーは大衆である。 

〈参考〉 

日本国憲法１１条 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保

障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将

来の国民に与へられる。 

同１２条 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によっ

て、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはなら

ないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

同２２条１項 

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有

する。 

医師法２条 

医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を

受けなければならない。 

浅倉橘男様の言葉 

法律とはこんなにもわかり易いものか 

〈いなべんの駄弁句〉 

○ 受け容れて やるだけやったら 肩叩き合う  

人事は尽くした 天命を待つのみ 
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著作一覧 

No. 作　品　名 出　版　社 発行時期 価格(税込) 頁数

1 『わかりやすい法律「夫婦・親子・兄弟」編』 千田　實 1979年7月20日 64頁

2 『わかりやすい法律「夫婦・親子・兄弟」編　その二　新しい相続法(昭和56年1月1日施行)の解説』 千田　實 1981年7月1日 67頁

3 『わかりやすい法律「民法総則一」』 千田　實 1986年3月22日 49頁

4 『わかりやすい法律「民法総則二」』 千田　實 1986年5月17日 49頁

5 『わかりやすい法律「民法総則三」』 千田　實 1986年8月1日 47頁

6 『わかりやすい法律「民法総則四」』 千田　實 1987年2月21日 53頁

7 『わかりやすい法律「民法総則五」』 千田　實 1987年12月10日 44頁

8 『わかりやすい法律「物権法一』 千田　實 1989年1月21日 57頁

9 『わかりやすい法律「物権法二』 千田　實 1989年6月10日 60頁

10 『わかりやすい法律「物権法三』 千田　實 1989年8月21日 52頁

11 『わかりやすい法律「担保物権法一』 千田　實 1999年8月24日 47頁

12 『体験を通じて思うこと(的外)(一)　教育編　その一、』 千田　實 1988年2月20日 108頁

13 『体験を通じて思うこと(的外)(二)　教育編　その二、』 千田　實 1988年11月26日 116頁

14 『体験を通じて思うこと(的外)(三)　教育編　その三、』 千田　實 1991年10月5日 60頁

15 『体験を通じて思うこと(的外)(四)　事業編　その一、(倒産する中小企業経営者のタイプ)』 千田　實 1994年4月20日 127頁

16 『体験を通じて思うこと(的外)(五)　事業編　その二、(中小企業経営者のあり方と心の持ち方)』 千田　實 1995年6月30日 132頁

17 『変革の中の弁護士 ― 小都市の弁護士業務に関する体験的一考察』 共著　㈱有斐閣 1992年11月25日 ¥4,800 420頁

18 『実務からの法律学 ― 小都市における弁護士の対人関係に関する体験的一考察』 共著　㈱勁草書房 1995年12月20日 ¥8,240 406頁

19 『弁護士が明かす農協と農民　歪んだ関係　知られざる”農協金融”のカラクリ』 ㈱はまの出版 1997年2月1日 ¥1,500 235頁

20 『岩手弁護士会史　岩手の弁護士』 共著　岩手弁護士会 1997年11月20日 465頁

21 『弁護士の農協裁判レポート　大型負債の責任者は誰か』 ㈲本の森 1999年2月26日 ¥1,785 292頁

22 『田舎弁護士　地方都市に生きるリーガルマインド』 ㈲本の森 2000年8月25日 ¥2,100 277頁

23 『ドキュメント医療過誤事件　弁護士の医療裁判レポート』 ㈲本の森 2001年11月22日 ¥3,150 509頁

24 『あなたならどう裁く　農協裁判編』 ㈲本の森 2003年7月31日 ¥1,890 290頁

25 『田舎弁護士の大衆法律学　民法総則の巻　民事裁判のプレーヤーである”大衆”のための法律学』 ㈲本の森 2004年7月28日 ¥2,000 458頁

26 『田舎弁護士の大衆法律学　保証の巻　情
なさけ

が仇
あだ

、仇
あだ

は情
なさけ

』 ㈲本の森 2005年9月1日 ¥1,890 206頁

27 『田舎弁護士の大衆法律学　刑法の巻 その一 常識がハカリ　～裁判員となる日のために～』 ㈲本の森 2006年3月21日 ¥1,995 341頁

28 『いなべん物語１　終戦の巻　わが家族の段』 ㈲本の森 2006年8月31日 ¥2,100 349頁

29 『田舎弁護士の大衆法律学　憲法の心　～改正権者のあなたに知ってほしい～』 ㈲本の森 2006年11月30日 ¥1,890 265頁

30 『減量で、糖尿病と高血圧が治った　― 生活習慣病は、患者も主治医』 共著　㈲エムジェエム 2007年4月28日 ¥2,057 518頁

31 『いなべん物語２　終戦の巻　わが隣人の段』 ㈲エムジェエム 2007年8月31日 ¥2,057 390頁

32 『食事療法は、奇跡の療法　生活習慣病は、自分で治す　～ダイジェスト版～』 共著　㈲エムジェエム 2007年12月20日 ¥309 64頁

33 『食事療法は、奇跡の療法　生活習慣病は、自分で治す』（完全版） 共著　㈲エムジェエム 2008年3月25日 ¥2,057 418頁

34 『生活習慣病予防・治療のための食事のめやす　～何を、どれだけ、食べたらよいか』 共著　㈲エムジェエム 2008年8月31日 ¥1,543 267頁

35 読まなくてもいい本　『私達が、糖尿病を治した食事』 共著　㈲エムジェエム 2008年12月28日 ¥514 50頁

36 読まなくてもいい本　『私達が、高血圧を治した食事』 共著　㈲エムジェエム 2009年5月15日 ¥823 71頁

37 『私達、患者が伝えたい　出浦先生の食事療法の教え』 共著　㈲エムジェエム 2009年5月15日 ¥1,543 192頁

38 『私達、患者が伝えたい　出浦先生の食事療法の教え　～東京出版記念講演会～　 田舎弁護士　千田實　講演録』 ㈲エムジェエム 2009年12月20日 ¥1,543 176頁

39 『法律事務所の事務員が答えた本　～借金問題で悩んでいる方のために～』 監修 ㈲エムジェエム 2010年1月25日 ¥514 67頁

40 読まなくてもいい本　『私達が、透析を延ばしている食事』 共著　㈲エムジェエム 2010年5月15日 ¥1,028 117頁

41 『患者の目、患者の耳、患者の口』 ㈲エムジェエム 2010年7月20日 ¥1,234 97頁

42 『田舎弁護士の大衆法律学　相続の巻（上）　火種
ひだね

・足枷
あしかせ

』 ㈲エムジェエム 2010年10月31日 ¥1,851 223頁

43 『大震災・巨大津波を詠む』 千田　實 2011年8月25日 209頁

44 『兄　庶民の戦中・戦後史　第１巻　幼年時代』 ㈲エムジェエム 2011年11月30日 ¥1,543 387頁

45 『法律事務所の事務員が答えた本　～遺産を残す方のために～』 監修 ㈲エムジェエム 2012年2月20日 ¥514 75頁

46 『食事療法を詠む』 ㈲エムジェエム 2012年5月30日 ¥1,028 209頁

47 『患者とその妻の腎臓病体験記』ダイジェスト版 共著　㈲エムジェエム 2012年9月28日 ¥514 103頁

48 『患者とその妻の腎臓病体験記』第１巻　大事なことを知らなかった 共著　㈲エムジェエム 2012年11月29日 ¥1,028 159頁

49 『患者とその妻の腎臓病体験記』第２巻　こんな症状が出た 共著　㈲エムジェエム 2013年2月22日 ¥1,028 208頁

50 『患者とその妻の腎臓病体験記』第３巻　薬物療法 共著　㈲エムジェエム 2013年4月26日 ¥1,028 201頁
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No. 作　品　名 出　版　社 発行時期 価格(税込) 頁数

51 『患者とその妻の腎臓病体験記』第４巻　食事療法 共著　㈲エムジェエム 2013年6月27日 ¥1,028 288頁

52 『患者とその妻の腎臓病体験記』第５巻　人工透析療法 共著　㈲エムジェエム 2013年8月30日 ¥1,028 261頁

53 『田舎弁護士の大衆法律学　新・憲法の心 第１巻 戦争の放棄（その１） 平和憲法の危機』 ㈲エムジェエム 2013年9月30日 ¥514 62頁

54 『田舎弁護士の大衆法律学　新・憲法の心 第２巻 戦争の放棄（その２） 平和憲法の心（反省と理想）』 ㈲エムジェエム 2013年10月25日 ¥514 71頁

55 『田舎弁護士の大衆法律学　新・憲法の心 第３巻 戦争の放棄（その３） 日本国憲法の心は世界憲法の心』 ㈲エムジェエム 2013年11月28日 ¥514 70頁

56 『田舎弁護士の大衆法律学　新・憲法の心 第４巻 戦争の放棄（その４） 自民党の憲法改正草案』 ㈲エムジェエム 2013年11月28日 ¥514 84頁
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