健康 平和 自然
Health Peace Nature

これを私の余生の仕事にし,
名も康平自然にした
I made this a lifetime job,
Nickname also made
Health Peace Nature

自然は身の回りの環境
Nature is the environment around us

平和は微笑みの人間関係
Peace is a smiling relationship

健康は快適な心と体
Health is a comfortable mind and body

社会的な

social

これらを壊すもの？
What breaks these？

地球的な
Global

ゴミ捨て
Garbage dumping
原発事故
Nuclear accident

環境破壊
Environmental destruction

いろいろな病気
Various diseases

個人的
Personal
壊れても、健康平和自然は元に戻ろうとする
Even if broken, health and peace nature tries to restore

健康平和自然は壊れても元に戻ろうとする。
氷が溶けて、元の水に戻っても、その水位は
変わらないように
Health and Peace Nature will try to recover
even if it is broken.
Even if the ice melts and returns to the
original water, the water level does not
change.

目に映る事故は氷山の一角である。
目に見えないヒヤリハットから原因を
探り出せば,その事故は防げる。
The accident seen in the eye is
the tip of the iceberg.
Find the cause from the invisible
Near Misses,
The accident can be prevented.

目に映る戦争・自然破壊・病気は氷山の一角に過ぎない

氷が溶けると水位はどうなる
What happens to the water level
when the ice melts

War, natural destruction and illness in the eyes
are just the tip of the iceberg

世界は自分中心に回っていない
The world is not centered on itself
• 人住む地球は太陽を回るが、その太陽さえも銀河を回る。
• その銀河さえ宇宙を巡る
• The Earth where people live turns around the sun, but
even that sun turns around the galaxy.
• Even that galaxy travels through space…

一個人の自分自身でできることは何か？
What can one individual do on their own?
• 私自身を動かすのも難しいのに、まして他人を動かすのはもっと難しい
• It is difficult to move myself, much more difficult to move others
• 自分の健康な体と平和な心を自然に合わせる努力だけで十分である
• Efforts to harmonize
• with your own healthy body and peaceful mind are enough

地動説
geocentric

天から見れば塵のような自分だけど自分しかできないことがある
Seen from heaven, there is something like dust but I can only do myself

自分ができる
ことをやる
I do what I can
do
• 健康であること
• Be healthy
• 平和な心でいること
• Have a peaceful hear
• 自然に任すこと
• To be left to nature
• 自分だけ動かす
• I just move myself
• 他人を動かそうとしない

• Do not try to move
others

• 自分らしく生きる

live my own way

まず自分自身を愛すことから始めよ
F.L.Y ! First Love Yourself.!
•

自然と平和を求めるなら、先ず健康であること！

•

If you want nature and peace, be healthy first!

•

健康を求めるなら、先ず自分を愛す！

•

If you seek health, love yourself first!

•

あなたの命はあなたの愛より生ずるからである

•

For your life comes from your love

•

自分の愛し方を学ぼう！

•

Learn how to love yourself!!

•

あなたらしく生きる！

•

Live as yourself！

•

そうすれば、他のことはみんなあなたについてくる！

•

Then all the other things will follow you!

•

あなたは他を真に愛すことができるし、他からも愛される

•

You can love others truly and be loved by others

•

なぜなら、あらゆる命は愛で一つにつながっているからである。

•

Because every life is connected to one by love.

•

自分を愛することから自信がつく

•

Confidence comes from loving oneself

