
長い物の中で自分の方向性を見つけよ
うともがいてます。
巻かれすぎて身動きできない時ばっかりか？

長いものには巻かれろ

たしかオランダの格言として紹介されて
いたものです。単純明快。厳然と、そして
含蓄あり。

生きるとは選ぶことだ
選ぶとは捨てることだ

人が見ている見ていないに関わらず、自分
の言動を変えず嘘偽りをつかずに、常に
良心に従って行動するようにしています。

天知る 地知る 子知る 我知る

あぱっち

一滴も残さないような環境で、両親といる
ときも友達といるときも過ごして来たので。

酒の一滴は、血の一滴

ナイナイ
夢とは目標で、希望とは光であり、道であり、

そこに行く為の方向であると思うから。

未来は美しい夢を信じる
人のためにある
未来は自分の夢の素晴らしさ
を信じる人のものである

みうちゃん

がやがやの営業をずっとその想いでやって
きました。現在も続いています。特に鶏を
焼くという行為はそのものです。

守破離

しおっさん

倉本 聰の言葉です。
右岸に立つ者は批評家たち。
左岸に立つのは創る側。
ずっと創り手でいたいと思います。

左岸より

さのさん

30代までは人の背中を見て仕事をする
ことでベースが決まります。
自分もそうやって仕事をしてきましたから。

人の背中を見て仕事せよ

のさぼう

理解する為には相手を尊ぶ事。
理解できないのは相手を認めていない
から。

理解は偶然、誤解は当然

みっちゃん

周囲の人と常に仲良くやっていきたいです。

和をもって尊しとなす

けんいちうじ

くろけん

すべては自分の心の持ちようで、現世に
起こる良いことも悪いことも自分の心が生
み出しているということ。

すべては自分の中に在る

ちゃんま

夢は心から願えば、
必ず叶うという事を、信じる

やまちゃん

人生は自分の捉え方次第でどんなことで
もうまくいく。
自分の思うがままに正直に生きたらいい
んだよ、と母が教えてくれました。

人生思うがまま

ゆうこたんまん

幼少から母に言われていた言葉。
たまごは、茹でると用途がすごく狭くなる。
生なら、ケーキにも料理にも、主役にも脇役
にもなれる。「常に柔軟であれ」と心に
刻んでいます。

ゆでたまごになるな！

ルリ坊

誰に聞いたかも忘れましたが、ずぅーっと
残っている言葉。
限られた命、楽しく過ごさなきゃ損。辛い
ことがあっても、切り替え上手に。常に前向
きに生きていきたいです。

泣いて過ごすも一生
笑って過ごすも同じ一生

お客様に休み関係なく、時間に関係なく
電話が掛かってくる日々 がありました。
“これって自分のことを好きなのか”と、ふと
思い、そのとき浮かんだ言葉。
お客様に感謝です！

明るく  楽しく  元気よく

くっきーな

手間とは“手”と“時間”をかけること。
手間を省くことが主眼となっている現代。
日本人が、ものづくりの基本原理を忘れ
かけている。

必要な“手間”をかける

つんちゃん

ニーチェの言葉。
すぐに諦めるのではなく、地道なことから一生
懸命にやれば、必ず泉がある。掘り下げる
ほど、やるべきことが出てくると痛感します。

おまえの立つところを、
深く掘り下げよ
その下に、泉がある！

ぺこちゃん

自分のレベルが低いと感じた時にいつも
前向きになるよう念じてます。

悩んでる時が伸びてる時

クニ

起こることすべてを受け入れて感謝する
ために大切にしていることです。

偶然なんてひとつもない

くみこ

プロフェッショナルになるには9割努力。
ズバ抜けたプロフェッショナルになるには、
努力以外のひらめきや時の運が必要。
努力は大事だけど10割全てが努力だけ
じゃない深い言葉。

才能の9割は努力である

ベロ

ものにこだわるのはいいことだが、執着しす
ぎると動けなくなる。こだわりを強く持つと、
感情が前に出てストレスが残ることがある。
こだわることと、こだわらないことの中間に
立って、考えて行動したいと思っています。

こだわりを捨てる

チャーリー

尊敬する大学の先輩が愛読していた漫画
「逆境ナイン」のセリフです。
今でも逆境は楽しむよう心掛けてます！

逆境とは、～（中略）～
男の成長に必要不可欠なもの
だと人はいう！！

プリン

勝ち負けは、物質的量の大小ではなく、
心の中にあり、志に沿って事を観られた
なら自分に負ける事なし

志あらば、負けることなし

もっと、モットーを

セーゴ

年齢に関係なく、いつでも“これから”。
遅すぎることなんてない。
自分の未来を勝手に決めつけ、可能性を
狭めている自分に対して、いやいや、これ
から大きく世界が拓ける、夢を叶える時！っ
て、自分に言い聞かせています。

NEVER TOO LATE

よっしゃん

おかげさまで！ という言葉は周りの人 に々
感謝してないと出ない言葉と思います。
この優しい響きから心地良さを感じます。

おかげさまで

ゴボちゃん

実家が幼稚園なのですが、そこのスロー
ガンです。簡単なことを確実に、めんどくさ
がらずにちゃんとやること。
意外と出来ていなかったりするのです。

簡単なことを正確にする

こーじちゃん

母親の言葉です。
嫌なことがあっても感謝をすると、どうしたら
良かったのかが見えてきます。

謙虚と感謝

のり

日々、「忙しい」を口癖にしてしまうのです
が、憩う気持ちを大切に、あたたかい時間
を持たなくてはと思います。

憩う

ジリィ

将来、銅像が立つ程、大きな人間になり
たいので、そのためには日々小さな積み
重ねが大事だな、と思っています。

日々精進

じんちゃん

何事も始めることは誰も案外簡単にできる
かもしれないけれど、それを続けて行うこと
はなかなか難しい。いろんなことに挑戦する
ことのほうが目立ってしまうけれどその中で
見つけた自分の大切なものを継続できる
人になりたい。

継続は力なり

たかな

親しいアートディレクターの方の言葉です。
やってくる相手のことだけでなく、自分の
信念にどこまで諦めずに追い求めるかと
いう意味もあります。

来る者は拒まず、
去る者はどこまでも追いかける

かよちゃん

スティーブ・ジョブズの言葉。
世界は、日々 刻 と々変わっている。
思考の転換、常識を打破できるよう努
めている。

Think Different

ヒコ

母親から言われた言葉です。
他人に迷惑をかける人にならないよう、
しつけられました。

気が短いから、常に意識している。
大人にならなくちゃ。

平常心

痴呆は、人生の一番良いときの子供の
記憶に戻ること。
逆転の発想だから考えさせられる。

痴呆は素晴らしいことだ

KeiKei（キキ）

仕事でもプライベートでもいずれにせよ、人を

通して自分の見聞を広げる事が出来たり、人と

人との縁のようなものを感じる瞬間があるので、

何でも一生懸命頑張らないとアカン！て思い

ます。まさに「一期一会」です。これからも出会

いを大切にしていきたいと思います。

一期一会

ヤッシー

さっちゃん

常日頃、気をつけていることです！

清濁併せ呑む
天上天下唯我独尊

しょうぐん

中学校時代のバスケ部の恩師がよく
言っていた言葉。

努力は人を裏切らない

なおやん

販売をしている上で、常に心がけていて、
損して得取れということは尊敬社長から
もよく言われた言葉です。

三方良し
先議後利

みもちゃん

どこかの講義でこの言葉を聞いて、その時
は毎日が楽しめていなかったので、心に
響きました。

今を楽しめない人は
一生人生を楽しく過ごせない

ゆうちゃん

深い

努力したからといって
成功するとは限らない
でも成功している人は
皆努力している

だいちゃん

ゆきちゃん

第35代横綱・双葉山の言葉。
自分の達していたいところに達していない。
高見を目指すことの大切さを知りました。

われ、いまだ木鶏たりえず

やーぼう

「自分探しの旅」に出なくても、今ここに
立っている自分自身こそが全てなんだと気
付かせてくれた一言です。

深いでしょ？
この意味？

自分なんか探さなくたって、
嫌だってここにいますから

たそ

知っているつもりって意外に多い。
やってみないと本当のことはわからない。
やってみる勇気をくれる言葉。

やればわかるし、やればできる。
やらなければ、永遠にわからないし、
永遠にできない。

いも

ケセラセラ～です！

為せば成る、なるようになる
意志あるところに道は通じる

あいちゃん

高校生の時に知った武者小路実篤の言葉
です。ひと人の距離感が程よく表現されていて、
互いに相手を尊重し、各自も尊重できれば、
い関係を築けるのではないかと思います。

君は君、我は我なり
されど仲よき

まっちゃん

大枠 外形 概形 印象 
細部ではなく、全体
実像ではなく、映し出される虚像(輪郭)想像の
余韻、輪郭からのイマジネーションの面白さ、
明瞭さよりも曖昧さ、想像力の喚起。
酔っ払いの羅列でした。

シルエット

  やなちゃん

絵画制作の仕上げの毎に身につまされ
ます。

百里の道を行くものは
九十里をもって半ばとせよ

大輔

命と時間には限りがあると日々実感して
いるからです。だからこそ”今”を大切に、
前を向いて・・・そんな風に思って過ごして
います。

今を生きる

いちご

世の中には迷惑をかける人と
かけられる人が居る。
迷惑をかけられる人の方が幸せだ。
迷惑をかける人になってはいけない。

ニコニコマン

坂本龍馬の言葉です。小さい頃、本で
龍馬と誕生日が一緒なのを知って好きに
なりましたが、この言葉の「いかなる場合も」
というところが響きますね。

人間というものはいかなる場合でも、
好きな道、得手の道を捨てては
ならんものじゃ

ニコニコラ

もうあかん、絶望的や。そんな僕を許してくれ

たのが、励ましてくれたのがウルフルズの歌

『ええねん』でした。

何もなくてもええねん。信じていればええねん。

意味がなくてもええねん。何かを感じていれば

ええねん。他に何もいらんねん。他に何もいらん

ねん。それでええねん。それだけで。

ええねん

たーぼん

何事も自分次第。
何があっても自分の責任。

やればそれなりの人生
やらなければそれなりの人生

アリタ

現状の中に埋没せず、日々完成度を
高めていくことが何より大切。

成功体験に溺れず、
常に自己イノベーションに
励むこと

こうちゃん

どうせやるならＮＯ.１になる。 
やりとげる！

ぜったいに諦めない

まっちゃん

それが一番大事だと思う。

現物、現実、現場

みゆりん

現状に満足せず、肯定せず、前のめりで。
未来に向かう言葉として心に刻んでい
ます。

もっと　ずっと　きっと

ジョルジュ

“夢を持った時点で、夢は叶う”
いつも、そう信じている。

If you can dream it, 
You can do it.

Nao

ポール・アレンの言葉。
まず跳ぶことが大事。
事前にいくら検討しても、
うまくいくとは限らないから。

見る前に跳べ！

ヤミ

いつまでも若く、その気持ちで頑張っている。

一生青春

やっさん

マンガ『ONE PIECE（ワンピース）』から。
何をするのも仲間が大事。
自分本位ではなく、チームでやる大切さを
いつも考えている。

仲間だろ？

Meets

隠し事のない、丸裸の自分でいたい

明歴々露堂々

まーちゃん

調子がいいと、すべてが良くなるし、
心が病んでいるとすべて悪くなっていく。
すべての答えは自分の中にある。

原因と結果の法則

ハラコ

震災のテレビを見ていて出て来た言葉。
人情の上にあるものはない。
みんな、人情で繋がっている。

人 情

つつみ

落込んでいる時に妹がかけてくれた言
葉です。根拠の無い希望がわいてきて、
ポジティブになれました。

未来はもっと楽しい！

ne g i

児童福祉に関わる人間として、子どもの
理解に悩んだ時に自分の子どもの時の
気持ちを思い出します。

大人も昔はみんな子どもだった

みえくん

実行あるのみ。頭で理解しているだけで
はダメ。実行して“デキる”に変わる。

有言実行

なーか

自分に対して使う“よかった”ではなく、相手
を想って使う“よかったね”を大切にしたい。
お互いに“よかったね”が飛び交うと、もっと
世界はステキになる。

よかったね

あっちゃん T . H

後で後悔するのがいやなので。
口にした言葉には責任を持ちたいと思う。

やると決めたら、やる

まるち

「認められたい」気持ち。それってすごく邪魔で

余計なもの。この言葉を聞いた瞬間から、

すごくふっきれました。すごく楽になって、しんど

いな～って思う事が少なくなった気がします！

土台でいい
誰かに見られなくていい
自分と、自分の心の中の大切な
人が人がしっかり見てる

いずみちゃん

あ
な
た
を
支
え
る
言
葉
。

何気ない言葉にパワーをもらい、

前を向くことができたことはありませんか？

ふとした時に支えてくれ、

背中を押してくれる言葉の不思議なチカラ。

ルリコプランニングはいつもたくさんの皆様に

支えていただき、パワーをもらっています。

そんな皆様の心の中を、

ちょっと覗かせていただきました。

2 0 1 2年、新たな年。
新たなパワーが生まれますように。

W hat ’s your motto?
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