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2008-01-04 07:19:25

今年も「プラスエム春夏秋冬」をお願いします！  

2008年、明けましておめでとうございます。プラスエム春夏秋冬「社長の
ブログ」は、プラスエムの代表者である私の日常をご紹介しているもの。公
開から間もなく2年。

仕事のことが中心の日記ですが、あるときは手前勝手にプライベートなこと
を書きまくっています。書いているうち幼い頃のことを思い出して、紹介す
ることもあります。

軽い気持ちで始めたものですが、意外に人気が出ています。そして、ふだん
連絡をとることの無い、あの人やこの人もアクセスしてくれている、そんな
ふうに思える人もいるわけで、それで止めるに止められない状態です。今年
もがんばります。

さて、プラスエムは今月18日に創立8周年を迎えます。昨年の7周年はお世
話になった方々をお招きして「感謝の会」を開くことが出来ました。今年は
特に行事はありませんが、2年後の創立10周年は盛大に「大感謝の会」を開
くことが出来たらと夢見ています。

今年のプラスエムのテーマは、大きく「エネルギー環境教育支援」。今年は
7月に洞爺湖サミットが開催されます。地球温暖化対策はいよいよ待ったな
し。

昨年アメリカ元副大統領アル・ゴアさんの「不都合な真実」が話題となりま
したが、地球温暖化を「不都合な真実」として理解する段階は過ぎました。

IPCCの報告書でも、地球温暖化の原因が温室効果ガスの増加によるもので
あることが、科学的に証明されています。温室効果ガスは、地球上に住む私
たち人間一人ひとりが排出するものであり、その結果に責任を持たねばなり
ません。そのことを子どもたちにも伝えなければなりません。

今年もプラスエム春夏秋冬「社長のブログ」に注目。柱の影からそっと覗い
てくださるみなさま。今年も応援よろしくお願いいたします。
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2008-01-14 07:57:35

厳寒の北海道出張、思い出した40年前の出来事  

この冬一番の寒波に見舞われた北海道に行ってきました。ひとくちに北海道
といっても地域によって気温に大きな開きのあることを知りました。

11日は札幌で最低気温マイナス13度、室蘭マイナス5度、帯広マイナス17
度という具合。幸い長時間外に出る機会が無かったからか、そのつもりで準
備と覚悟をしていたからか、数字の割にはやさしく感じました。

しかし、夜の外出では凍りついた歩道を歩くのに苦労しました。市内の小学
校M校長先生が食事に誘ってくださり、ホテルまで迎えに来てくれました。

「ほんの600メートルくらいです。歩きましょう！」。先生の後について歩
きました。歩道は氷に覆われ、所々盛り上がって歩きにくいことといったら
ありません。

先生はスタスタ、ときどき立ち止まって振り返ってくれますが、同行のKス
タッフの奮闘振りは痛々しいほど。ほんの600メートルがどれほど遠く感じ
られたことか。北海道の冬の厳しさを実感したひと時でした。

思えば高校生のとき、一人で冬の北海道を旅したことがありました。夏休み
の貧乏旅行で味をしめて、次は是が非でも冬の旅を実現してやると、アルバ
イトに精を出して資金をためました。

40年近く前のことですから記憶も定かではありませんが、最も安い周遊券
を買って夜行電車を利用しました。青函連絡船に乗り換える青森駅の雰囲気
はのちに石川さゆりが歌った「津軽海峡冬景色」そのままだったことを思い
出します。

札幌や旭川はもちろん、写真で見ると釧路や網走にも行っています。冬休み
を利用したのですが、高校生によくそのような時間があったもの。今考える
と不思議。不思議といえば流氷の上を歩いていて落ちました。うそみたいな
話です。
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あいまいな記憶なので間違っているかもしれませんが、場所は「常呂」だっ
たと思います。外港に接岸していた流氷の上を沖に向かって歩き出し、しば
らく行ったところで氷の割れ目に片足を突っ込みました。ズボっと付け根ま
で。

窮地を脱してぬれた足を引きずって最寄りの駅に助けを求めました。駅員さ
んが「よく助かった！」といって、ストーブで濡れたズボンを乾かしてくれ
ました。

ぬれたズボンから湯気がもうもうと上がったことを鮮明に覚えています。待
合室にだるまストーブがあり、ほかにお客はいませんでした。網走の少し北
に位置するその町には、いつかもう一度行ってみたいもの。

今回の冬の北海道出張はあわただしいスケジュールでしたが、いつかのんび
り温泉とおいしい魚と、冬の北海道を楽しむ旅行を実現させてみたいもので
す。そのときには40年前に落っこちた流氷歩きに再挑戦します。

2008-01-27 15:32:48

「母べえ」を観て吉永小百合を語る！ 

タクシー運転手には比較的無口な人が多いのですが、中にはおしゃべりな人
がいます。あまりに無愛想なのにも困りますが、興味のない話で相槌を求め
られたりすると疲れます。その話題が環境問題や教育問題だったりするとよ
けい疲れます。

そうした話はたいがいテレビや新聞の受け売りだからです。タクシーの中で
は仕事のことを考えているし、生意気ですが「環境問題や教育問題をあなた
と論じ合っても仕方ない」という気持ちになります。

私が吉永小百合のことを語ったら、聞いた人はきっと同じように「吉永小百
合のことを長岡の口から聞いても仕方ない」と思うことでしょう。そう思わ
れることを覚悟して吉永小百合のことを書きます。

「母べえ」を観ました。久しぶりの映画。坂東三津五郎をして「吉永さんの



121

だんなさん役をやれるなんて光栄です」と言わしめた吉永小百合。老いても
なおきれいで、しかも品のある演技に魅せられました。

貧しい中にも毅然と生きる「母べえ」の姿、やさしい目をした母親がそこに
いました。小学生くらいの姉妹のお母さんですから年齢的には30歳代後半
という設定であり、吉永さん自身「若いお母さんを演じるには無理が…」と
いったんは辞退したと聞きました。

しかし、役どころが「生活に疲れて老けた感じのお母さん」ということで
「それならば」と引き受けたという話も何かで読みました。生活に疲れてい
るお母さんなのに、30歳代とは思えないお母さんなのに、それでもやっぱ
り吉永小百合の「母べえ」は素敵でした。

大東亜戦争をはさんだ時代背景の中で、一家の大黒柱が治安維持法違反容疑
で逮捕拘留され、苦労しながら子どもたちを守っていく「母べえ」。

「四畳半の狭い部屋の中を、大きな時代が通り過ぎていく」と山田洋次監督
が語っているように、戦闘場面をまったく出さずに戦争という怪物の恐ろし
さを感じました。

残念ながら映画としてはヒットしないと思いました。どう考えても若い人が
見て面白い映画ではないからです。

2008-02-17 10:04:38

東京マラソンがスタート！テレビ観戦で考えたこと 

プラスエムのある茅場町も東京マラソンのコースに入っています。時間に
なったら少しだけ見に行こうと思います。

東京マラソンは、10年前東京ハーフマラソンとしてスタートしましたが、
私はその第1回目に出場しました。皇居前など片側5車線もありますが、路
上駐車がまったくないので、ふだん目にしたことのないものすごく広い道路
を贅沢に走り抜けるという感覚でした。
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完走者には心から拍手を送ります。出場者ではなくなぜ完走者かというと、
マラソンは完走することに価値があるからです。マラソンはそのレベルで
まったく違うスポーツになります。そのことを青梅マラソンで実感しまし
た。

青梅マラソンは片側1車線の狭い道路15キロを往復する30キロレース。そ
のためレースに参加しているすべてのランナーを見ることが出来ます。

だいたい10キロ地点で折り返してきた先頭集団とすれ違い、その後続々と
すれ違って、やがて自分が復路に入ると自分の後を走るランナーと次々すれ
違います。

先頭を争う選手は体つきも服装も違います。先頭集団はランパン・ランシャ
ツ姿ですが、だんだん半そでシャツが増えて、やがて長袖になり長ズボン・
防寒着が増えてきます。引き締まったからだの集団から、おなかが出ていた
り走り方に特徴のある人の列が続いてきます。

それぞれのレベルのマラソンで共通する価値観が「完走」。そして自己ベス
トを出すことに誇りをかけます。マラソンというスポーツは練習量に対して
正直。東京マラソンは北京オリンピック代表選手選考会を兼ねていますが、
トップ選手の練習量は月500キロ以上がふつうでしょう。

それに対して市民ランナーでサブスリー（3時間以内）を目指すなら月300
時間以上は必要。東京マラソンは制限時間が7時間ですが、趣味でふだんか
ら走っているランナーは4時間以内を目指します。

5時間以上かかるということは、完走とは言え歩く場面があるはずで、その
ことは趣味とは言ってもランナーとしての誇りが許さないもの。

4時間以内を目指すためには過去6ヶ月間、月200時間から250時間の走り
込みが必要。それ以下の練習で4時間以内を目指して、たとえ達成できたと
してもそれはマラソン仲間では評価されません。

故障で途中棄権する可能性が大きくなり、完走を最大の価値観とするマラソ
ンでは無謀ということになります。
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マラソン仲間のあいさつでは「どれくらい走っていますか？」と聞きます。
それに対して「いやぁ、このところ忙しくて200キロくらいしか走っていま
せん」または「何とか300キロはキープしています」などと答えますが、そ
れは最近の月平均の走り込んだ距離。

その距離でだいたいの実力が分ります。東京マラソンでも、スタートを待つ
時間に見ず知らずの人たちがこんな会話を交わしたことでしょう。

32,000人が参加している東京マラソン。完走した人に心から拍手を送ると
ともに、ひそかに私も来年は出てみたいと思ったりしますがやっぱりダメ。

プラスエムを経営しながら月200キロの練習時間を確保できる自信はありま
せん。修羅の道（？）を歩んでいる身として当分はテレビ観戦だけで我慢。

2008-02-22 18:35:02

私の顔写真が「日経kidsプラス」4月号に掲載！  

先日広島市内の小学校を訪問しましたが、市内とはいえかなり辺鄙なところ
にありました。『遠いですよ』とわざわざ電話でF校長が忠告してくれたほ
ど。

それほどのどかな場所にある小学校でも外来者のチェックは厳重。しっかり
カメラ付のインターホンでチェックされました。

昨日、私が学校評議員を務める都内の公立中学校で今年度最後の評議委員会
が開かれました。さまざまな意見交換がなされましたが、その中で特に議論
されたのが生徒の安全対策。中でも携帯電話でのトラブルについて、委員か
ら疑問点が指摘されました。

「中学生の間で携帯を利用したいじめが横行しているようだが、学校は対策
を考えているか？」それに対する学校の答えは、「学校では携帯電話の持ち
込みは禁止している。必要があって持ってきた場合はいったん担任が預かり
ます」というもの。
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すかさず私が発言。「私も小中学生の携帯所持には反対ですが、家庭の事情
でどうしても必要な子どももいると思います。NTT ドコモでは子ども向け
携帯を販売していて、有害サイトのアクセス制限サービスなどをしています
が、ほかにルールやマナーを教えるケータイ安全教室を実施しています。学
校でもそうした場を作るべきではないでしょうか？」

先日、NTTドコモの編集タイアップ記事の件で「日経kidsプラス」から取
材を受けた私は、にわか勉強ではありますが情報を持っています。その問題
について発言しないわけに行きません。もちろん取材を受けたことも話し、
しっかり宣伝しました。

私の質問に対する校長の答えは「学校では出来ません。なぜかというと時間
が取れないからです。教科以外に『エネルギー教育』や『食育』それに『消
費者教育』『安全教育』など教えたいことは山ほどあり、それをみんな教え
ることなど不可能だからです」というもの。

もっともだし、それでよいのです。私もそれほどこだわりません。単に「日
経kidsプラス」の記事に登場する事を言いたかっただけですから。というわ
けで、「日経kidsプラス」に私が登場。

A4サイズの大型誌面見開き2ページに私の写真が大きく載ります。その
写真の撮影場所はプラスエムの一角。写真を見たMスタッフがひとこと、
「おっ、すごい！ なんか大きな会社の会議室で撮影したみたいですね」だっ
て。

それを聞いていたKスタッフが、「そこはカメラマンが上手だから！」だっ
て。「日経kidsプラス」4月号は3月25日発売。

 2008-02-29 09:03:01

子ども心に恐怖！大人は決してやさしくない！ 

「週刊少年サンデー」と「週刊少年マガジン」は小学生のころの愛読書。発
売になる日の待ち遠しかったこと。楽しみにしていた連載漫画がたくさん
載っていました。
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田舎の子どもにとって、漫画を通して遠い世界だった都会の大人社会や子ど
も社会を覗いていたという側面もありました。

「おそまつくん」に出てくるハタぼうはいつもおでんを持っていますが、こ
んにゃくやはんぺんを串に刺したおでんは、群馬の田舎で言うおでんとは
まったく違って、その形からはどんな味なのか想像もつきませんでした。

のろまな大人や意地悪な大人、優しい大人に怖い大人、そうした大人は私が
生まれ育った村にもいました。ときには子ども心に恐怖を感じることもあり
ました。

近所で新しい家を建てるとき棟上げのお祝いをしますが、その日は近所中の
人たちが集まります。施主が屋根に登ってお祝いのもちを撒くのを拾うた
め。子どもたちを始め、近所のおじさんおばさんも集まります。

1枚でも多く拾おうと子どもは場所取りに真剣ですが、おばさんも真剣。お
ばさん同士笑顔で世間話をしていますが、目は笑っていません。

はじまるとそれこそ修羅場。土の上に撒かれるわけで、もちは汚くなります
がそんなこと誰も気に留めません。大人も子どもも老人も関係ない、弱肉強
食の容赦ない闘いの世界が繰り広げられます。

そんな闘いの中で、私はひし形の1枚のもちを手にしました。瞬間おばさん
がそのもちの片隅をつかんだのです。私が先につかんだのだから権利はある
はずなのにおばさんは離しません。

つかんだ位置がやや端のほうだったのがおばさんに付け入る隙を与えたよ
う。権利は私にありますから力を入れて引っ張りました。それでもおばさん
手放さずもちは千切れてしまいました。

悔しかったのはおばさん側に大半付いていってしまったこと。この間、数秒
の出来事と思われますが、この数秒の出来事は少年の私にとってショックで
した。

同時に、この数秒はたくさんのことを教えてくれました。大人というのは、
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決して子どもを見守ってくれる優しいばかりの存在ではないということ。
40年以上の年月を経てなお、その光景は鮮烈に思い出すことが出来ます。

2008-03-08 06:50:03

タバコをやめて25年、あのころは迷惑をおかけしました！  

雨に濡れた沈丁花が咲いていました。茅場町駅から通勤途中の新亀島橋の
袂。小公園になっていて、その中の公衆トイレの植え込み。顔を近づけると
かすかにかぐわしい香り。健気な香りでした。

ふと見ると、あそこにもここにも今を盛りと咲き誇る沈丁花がいっぱい。そ
の場所に灰皿が設置されていて、ふだんスモーカーたちがタバコを吸うため
に集まっています。

吸わない人にとってタバコの煙ほどいやなものはありませんが、かく言う私
は高校生の頃から10年以上、いっぱしのスモーカーでした。散々人にいや
な思いをさせていたわけですが、立場が変われば人の気持ちも分るというも
の。

「オレ明日からタバコやめる！ぜったいやめる！」以前勤務していた会社の
先輩で毎週月曜の朝、そう宣言する人がいました。毎週宣言するということ
は毎週禁煙に失敗しているということ。事実禁煙はそう簡単なことではあり
ません。

しかし私は1か月後に結婚を控えたある日の朝、突然そう自分に言い聞かせ
てその日限りで止めました。その日のうちに買い置きを含めて持っていたセ
ブンスターを処分し、気に入っていた灰皿もライターもすべて処分。

つらかったのは生活習慣になっていた喫煙が、生活の中から消えてしまった
こと。トイレに入っても、食後にも通勤にも、コーヒーを飲むときもお酒を
飲むときもタバコのない生活。

大げさではなく、生きていることがつまらなくなりそうな毎日でした。…
おっと、ここまで書いて時間切れ。もうすぐ7時。そろそろ仕事にかかりま
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す。書きながら興奮してきて、長くなりそうなのであとは次回。

2008-03-11 16:27:36

タバコ1日30本！忙しい生活習慣

前回に続いてタバコの話。生活習慣になっていたタバコが、突然生活の中か
ら消えてしまったことで日々の生活のリズムが狂ってしまいました。1日30
本程度というタバコのある生活は、具体的には次のような生活。

目覚めたらまずふとんで1本、起きてトイレで1本、朝ごはんの前に新聞を
読みながら1本、食後に1本、家を出るときくわえタバコで1本、会社の最寄
り駅で1本、会社でお茶を飲みながらロビーで1本…というペース。

仕事が始まってミーティングの席で3本、休憩時間に同僚とロビーで2本、
昼食の前後に2本、午後の外出で取引先の打ち合わせで2本、移動中に2本、
アフター5お酒を飲みながら3本、帰宅途中に1本、自宅でお風呂上りに1
本、寝タバコ1本…、こんな立て込んだスケジュールで朝から吸ってようや
く24本。

このスケジュールにさらにあと6本加えないと30本にはなりません。1日
30本程度の喫煙習慣というのはこのように半端ではないのです。そしてそ
の半端ではない私の喫煙生活の中から、突然タバコが1本もなくなりまし
た。

しかし、意外に早く慣れるもの。1ヶ月もしないうちにとりあえずタバコを
吸いたいという気持ちはなくなりました。しかしここからが大変でした。

タバコを吸っている夢を見ます。禁煙というのはたった1本のタバコで失敗
するとか。だからタバコを吸った夢は禁煙に失敗した悪夢。

もともと私は意志が弱いので、中途半端な禁煙は絶対にしてはいけないと考
えていました。毎週禁煙している先輩みたいになったら自信を喪失します。
もともと禁煙の動機にはタバコを止めて速く走りたいという、当時入れ込ん
でいたマラソンの自己記録更新への期待がありました。
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マラソンは大して速くはなりませんでしたが、タバコを吸わない人の仲間に
なってみて、タバコを吸う人がいかに人に迷惑をかけているか身を以って知
りました。最近は禁煙または分煙の施設が増えていますが、そうしたことを
していなかった過去の社会が信じられないほど。

電車もバスも飛行機も当たり前に禁煙ですが、かつてはみな喫煙が許されて
いたわけ。ただひとつどうにも不思議なことがあります。禁煙の居酒屋がな
いこと。

居酒屋に入ってタバコの煙が流れてくると、腹立たしいと同時に損をした気
持ちになります。禁煙の居酒屋があったら少しくらいお酒がまずくても入る
と思います。

その後、沈丁花はますます芳しさを増して咲いています。願わくば、その期
間だけでも小公園を禁煙にしていただけるとうれしいのですが。（愛煙家に
は失礼しました）

 2008-03-13 17:42:15

苦手なスピーチも覚悟を決めれば何とかなる！

もの心ついた頃から、かしこまって人前で話すことは苦手でした。かしこ
まって話すことは誰でも苦手なのかもしれませんが、社会に出て、だんだん
そうした機会が増えてそれにつれて慣れてくるものなのかもしれません。

しかし私の場合慣れなかったし、慣れないから巧妙にそうした機会を逃げ回
るようになりました。逃げようとすればけっこう逃げられるもの。一生逃げ
続けられればよいのですが人間そううまくはいきません。

特にプラスエムを立ち上げ社長に就任してからは、会社の代表ですから逃げ
ることは許されなくなりました。

テレビ・ラジオのインタビュー、ラジオでは電話で生出演したこともありま
す。教育に関するテーマで講演したことも一度や二度ではありません。仕事
と思えば下手は下手なりにがんばってしゃべることができるもの。恥ずかし
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いと思わなければですが。

プラスエムが中心になって実施した「全国小学生食育作品コンクール
2007」（全国連合小学校長会・全国市町村教育委員会連合会・全国小学
校家庭科教育研究会・全国新聞教育研究協議会・プラスエム教育総合研究所
などが後援）の金賞表彰式のため、佐賀県唐津市立相知小学校を訪問しまし
た。

表彰式では、苦手のスピーチを緊張しながらも何とかこなしましたが、その
模様が地元の佐賀新聞に掲載され、唐津ぴーぷる放送「50ニュース」でも
放送されました。その記事や映像を同校の大塚稔校長が送ってくれました。

唐津ぴーぷる放送「50ニュース」はホームページでご覧いただくことがで
きます。トップ頁の画面から「バックナンバー2008］を選択し、3月12日
を選んでください。2番目の「相知小、原さん…」というニュースがそれで
す。

お恥ずかしい限りですがご覧いただければ幸いです。また、11日には、FM
佐賀でも放送されたそうです。それはまだテープを入手していませんが、心
配が増えました。

2008-03-20 11:11:18

思い出深い高知、久々の出張   

高知は好きな県のひとつです。明るいイメージがあります。その高知に久し
ぶりに行きました。「全国小学生食育作品コンクール2007」学校奨励賞の
表彰式のための出張。

以前勤務していた出版社では、英語辞典や国語辞典などの販売促進のため、
年に2回の1週間出張を全国的に実施。各地に配置されている販売担当者の
応援が目的で、担当地区は会社が割り振ります。

どうせ行くならあこがれの高知に行きたいと考えた私は、たまたま知り合い
だった高知の販売担当者に自分を指名するように頼み、希望通り高知の応援
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をすることになりました。

毎年10月～11月、1月～2月の重点促進の時期に、自分の仕事を調整して
各1週間出張。日曜午後高知入り、6日目の土曜午後の便で帰京というスケ
ジュール。小春日和の高知空港に日曜日の午後降り立ち、レンタカーに乗る
と高知での1週間の始まり。

高知には高校が50校余りありますが、進学校を中心に6日間で30校程度を
訪問し、新学期の主に新入生へ推薦辞書に指定するよう先生にお願いしま
す。

高知担当者は隣県の徳島も兼任していたので、信頼を得た後はすっかり任さ
れ、ほとんど一人での学校訪問でした。カーナビのない当時、学校の位置を
覚えるまで大変でしたが一度覚えてしまえばあとは簡単。

2,3年で先生とも顔見知りになりますから話も弾むし販売成績も上がりま
す。学校訪問は遅くとも午後4時頃までなので、その後も時間はたっぷり。
お酒も魚もおいしい高知なので夜も楽しみでしたが、夜までの時間も名所を
訪ねたり好きなジョギングを楽しんだりと実に充実していました。

北部山間部の梼原村（当時）に県立梼原高校があります。あるとき、時間が
余ってこの高校に見本の辞典を持って行ったことがありました。宿に帰るに
は早いが、今から行くと5時近くなってしますという微妙なタイミング。

九十九折の山道を車で走りました。夕闇が迫る中到着。職員室で温かいお茶
をご馳走していただきました。先生は「せっかく来ていただいたけど貧しい
村なので生徒に高価な辞典（主力商品の英語辞典が2,300円）を薦めること
は出来ない」と申し訳なさそう。

実はそうした返事は予想していたし、買ってもらえると大して期待もしてい
なかったのです。ただ、梼原村に行ってみたかった！坂本竜馬が土佐藩を脱
藩するときに通ったとされるルートだったから。司馬遼太郎の小説で読んだ
雰囲気を実感したかったのでした。

ところが後日、梼原高校から1クラス分30冊の注文が入りました。事情を
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知る人はみなビックリ！あとで競合他社の担当者もビックリしていました。
いったいどうやって注文に結びつけたのかと。遠い梼原高校にわざわざ販売
促進に出向く人はまれ。実は、梼原高校では個人ではなく学校の予算で買っ
てくれたのでした。

そんな楽しい思い出の詰まった高知に久しぶりに行くことができました。辞
典の促進に行っていたころから10年以上がたちますが、高知はそれほど変
わっていません。

学校奨励賞を受賞した高知県南国市立後免野田小学校は、アンパンマンの作
者やなせたかしの出身校。表彰式は、3月17日の全校児童が集まる朝礼で
行われました。学校の周りには田んぼが広がっていてのどか。3月中旬とい
うのに田植えの準備が始まっていました。

地域と連携して積極的に「食農教育」と取り組む大石美佐子校長は、「思い
がけない受賞でしたが子どもたちみんなの励みになると思います。食育は単
に食べることを学ぶだけではなく、プロセスを学ぶことも大切。本校では土
いじりからの指導を大切にしています」とうれしそうに話してくれました。

私は挨拶の中で、「高知が大好きです。みなさんの学校にもまた来たい、そ
のためにはみなさんの後免野田小学校が来年も入賞する必要があります。が
んばってぜひ来年も入賞してください」と話しました。

2008-03-29 18:40:55

兄弟と母、幼い頃の不思議なお花見の記憶 

世の中は春らんまん。特に今日はぽかぽか陽気に恵まれてさくらの名所では
どこも大賑わいだったことでしょう。でも、修羅の道（？）を行く私には関
係ありません。

明日のシンポジウムに向けて最後の準備作業。事務所の窓から5度くらいの
角度でビルの隙間に、近くの越前掘公園の桜が見えることが唯一の慰め。

さくらはつぼみが好きです。通勤途中の霊岸橋のほとりのさくらを見上げ
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て、まだ固いつぼみが開く日を毎日楽しみにします。でもいつか開き始め
て、そして満開になる頃はあまり関心がなくなってしまいます。

しかし、今年は楽しみにする間もなく咲いてしまったような印象。例年より
9日早い開花とのことですが、これにも地球温暖化が影響しているのかな。

最近の私には縁のないお花見ですが、お花見の楽しい思い出はたくさんあり
ます。酔っ払ってとても恥ずかしい思いをした思い出が多いのですが、心が
ときめくような思い出も少しはあります。

幼児の頃のお花見のことを不思議なくらいよく覚えています。もの心ついた
最初の記憶かもしれません。たぶん幼稚園児の頃、母親に連れられて兄と姉
の4人、近所でお花見をしたのです。

父親はいませんでした。にぎやかなところではなかったし、桜の花のことは
覚えていませんが、買ってもらったジュースがうれしかった！

そのあと小学生になっても、となり近所や友だちからお花見に行ったという
ことは話題にもならなかったし、地域にそういう習慣も余裕もなかったよう
に思います。

今考えて、家族でお花見に行ったのはその記憶しかないので、あれはいった
いなんだったのだろうと今でも不思議。

さて、さくらのことを楽しく学べるという「さくマップ事典・さくマップ授
業」というWEBページを見つけました。パナソニックキッズスクールの中に
ある、『さくマッププロジェクト2008』のページ。

「春、入学式のきせつになると、桜にかぎらず、チューリップやタンポポ、
ナノハナなどたくさんの草花が咲（さ）くよね。それは気温が上がってあた
たかくなってくるからなんだ。でもじつは、桜が咲（さ）くのは、春先に気
温が上がることだけが理由ではないんだよ。もう一つ理由があってね、それ
は、今みんなが観察（かんさつ）している桜の芽（め）について勉強すれば
わかるよ。」子どもたちにわかりやすく、さくらと環境のことを教えてくれ
ます。
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手前味噌ですみません、実はプラスエム制作によるものでした。

 2008-04-16 15:06:36

朝5時台の通勤電車での怖い体験 

電車の中でお化粧する女性は最近珍しくなくなりましたが、朝5時台の電車
ではまだ見かけません。理由は若い女性が圧倒的に少ないことにもよりま
す。たまたま乗り合わせた、若い女性がお化粧を始めました。

両隣の高齢者は意に介さず眠ったまま。周りの視線を気にすることなくお化
粧を始める女性。失礼ながら並み以下の容姿の方。すごい美人のそうした姿
をまだ見たことはありません。

その女性も例に漏れず、どこをどう隠したり飾ったりするのだろうと興味を
持ちました。その女性とは向かい合った座席でしたが、乗客がまばらな車内
のこと、遮るものもなくすべて観察することができます。

朝の通勤時間は、書類に目を通す貴重な時間ですが、仕事はもう諦めその女
性の観察に専念。かばんの中から次から次に道具を取り出して、お化粧が進
みます。一部始終を眺めていたらふいに視線が合ってしまいました。

いや～なものを眺めているわけで、知らないうちに顔がゆがんで、そのころ
には気味の悪いものを見るような目つきになっていたと思います。その目に
視線が合いました。そして当然ですが、その目は怒りに燃えると同時に「こ
のっ、スケベおやじ！」と叫びだすほどの形相でした。

「セクハラ」ということばが浮かびましたが、満員電車ではないしその女性
と私の間には2～3メートルの距離があります。「セクハラには当たらない
から大丈夫！」と自分に言い聞かせます。

しかし、セクハラの概念は広いはず。直接体に触れなくても、ことばも態度
も、もしかしたら視線も入るかもしれません。

かつて、セクハラが話題になった時期、テレビのバラエティー番組で「キム
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タクは何をやってもセクハラにならないけど、もてない男は何をやってもセ
クハラになる」と言ったタレントがいました。当時恐怖心をもって聞きまし
たが、その恐怖がよみがえりました。

駅に着いて早々に電車を降りましたが、「この人セクハラをしました！」と
後ろから羽交い絞めにされそうな恐怖を感じながら足早に改札を抜けまし
た。

2008-04-17 18:40:53

明日から北海道出張、露天風呂に入る時間が欲しい！ 

最近特に本が読めなくなりました。そのくせ、書店が目に入るとつい入り、
手に取った本が気に入ると買ってしまいます。当然のことながら読まない本
がたまります。

通勤時間も今は仕事の書類に目を通すことで精一杯。好きな本を読む余裕は
ありません。唯一読めるのがなんとお風呂の中。どんなに酔っ払っていても
必ず本を手にお風呂に入ります。多少本が傷みますが覚悟のうえ。

お風呂で読書する習慣は20年以上になります。それを見て育った子どもた
ちがまねをします。止めたほうがいいと思いますが、自分が止めない限り止
めろとは言えません。困ったものです。

数日前、酔っ払ってお風呂に入って、ついウトウトして持っていた本をお湯
の中に落としました。ふやけて重い本を拾い上げて反省しましたが手遅れ。
家族に気付かれないようにタオルで拭いても3倍くらいに膨れ上がった本は
元に戻りません。

温泉に出かけたときは露天風呂に持ち込みます。誰もいない露天風呂で一人
読書に耽るときが一番幸せ。でも露天風呂で一人になる機会はあまりありま
せん。だからなるべくお客が少なそうな温泉を選びます。長い時間浸かって
いられるぬるいお湯であることも条件。

明日から北海道出張。登別温泉、層雲峡温泉など北海道には名湯がたくさん
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あります。思えば数年前のこと、札幌市内の小学校M校長先生に定山渓温泉
まで送っていただいたことがありました。

学校にお伺いして辞するとき、「札幌駅までお送りしましょう」と言ってい
ただきました。駅から逆方向の定山渓温泉で一風呂浴びてから帰ろうと、ひ
そかに楽しみにしていた私はありがたいと同時に困りました。

しかし出張で札幌に来て温泉に行けるチャンスなんてそうはありません。こ
の機会を逃すと次はないと考えた私は、M校長先生に正直にお話して札幌駅
までお送りいただくことを辞退しました。

ところがM校長先生は、「定山渓温泉によいお風呂がありますからご案内し
ましょう」と気さくに送ってくださいました。

今回は、そのM校長先生にお会いする出張。M校長先生にお会いできること
はもちろん楽しみですが、ひょっとしたら温泉に浸かるチャンスに恵まれる
かも。北海道の露天風呂で、一人本を読む機会があるかも。

 2008-05-07 17:51:35

年中無休、「持続不可能な生活」の日々！

プラスエム事務所は私の出勤によって年中無休。今年のゴールデンウィーク
も皆勤しました。

今年のキーワードに「持続可能」という概念があります。「持続可能な環境
にやさしい社会」、「持続可能な発展的な教育」などといいます。その「持
続可能」という概念に照らしてここ数年の私の生活は、決して「持続可能」
とは思えません。

「修羅の道（？）」などとカッコつけていますが、年中無休という勤務状態
が「持続可能」であるはずありません。ずっとそう思い続けていて、逆にま
すます深みにはまっていくような怖さ。

極端な朝型で、朝だけ頭が冴えています。3時でも4時でも起きると瞬間に
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頭がシャキッ！5時台の通勤電車の中でも仕事に集中。事務所に着いて、6
時前から3時間程度はどんどん仕事がはかどります。

しかしスタッフが出社してくる時間帯が限度。集中力が途切れると同時に睡
魔に襲われます。ソファーに横になっていて、スタッフが出社したのにも気
付かないということも。

午後もずっと頭が重く、夕方になると一番に退社。そのあとはだいたい酔っ
払って眠っている時間。つまりまともな時間は一日のうちで早朝から午前中
の数時間。

高校生のころ読んだ小説に、中島敦の「山月記」があります。中国の古典に
題材をとった作品で、あるとき主人公は人食い虎に変身してしまいます。し
かし一日のうち数時間だけ体も心も人間に戻ることができます。

人間に戻って人間の心を取り戻したとたん、口の周りを生き血でぬらして、
自らが食い散らかした獣の肉片を見ることになります。その浅ましい自分の
姿に慟哭するわけですが、人間の姿に戻れるその数時間さえしだいに短く
なってきたと嘆きます。

その恐怖はいつまでも私の心に残りました。人間の姿に戻れるその数時間が
しだいに短くなって、やがて本物の獣になってしまうというその恐ろしさ。

今の自分に当てはめると、「持続不可能な生活」のなかで、一日のうち早朝
から午前中のまともな数時間がだんだん短くなり、やがてなくなってしまい
やしないかという恐怖。恥ずかしくてとても人には言えません。

恐怖の「持続不可能な生活」に歯止めをかけるために重要なのは、やっぱり
ランニング。30年以上も続けてきたランニングが、最近めっきり距離も回
数も減ってしまいました。ここを何とかしなくては。この際ランニング休暇
が必要かも？？
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2008-05-16 14:43:58

一度乗ったら忘れられない、プラスエムのエレベーター 

プラスエムの事務所があるニューリバーアネックスビルは4階建て。プラス
エムの事務所は最上階。エレベーターが1基あります。引越しの日、私はで
きるだけ作業のようすを見たくないと思いました。

どう考えても書棚やデスクなど大きめの事務用品が、このコンパクトなエレ
ベーターで運べるとは思いません。引越し会社の若い従業員が作業着の背中
を汗でぐっしょりぬらして、階段で荷物を一つひとつ4階まで運びあげてい
る姿を痛々しく目に浮かべたからです。

だからほんとうに見ませんでした。新事務所はほかのスタッフに任せて、運
び出すほうのマリンビルに行っていたからです。エレベーターで運べない分
引越し料金が上乗せになりやしないかそれも心配でした。見ても見なくても
料金は上乗せになるときにはなるでしょうが。

ほぼ運び終わったとのスタッフからの連絡で新事務所に行ってみると、荷物
は見事に収まっていました。どうやって運んだのか新事務所を訪れたお客様
に質問されても「どうやって運んだんでしょうねえ？」としか答えられませ
ん。

そのエレベーターに6人で乗ったことがあります。ふつう3人以上が昇降す
る場合、4人目以降の人は辞退して「階段で行きます！」といってくれま
す。ところが、たまたまその日4階の向かいの事務所に訪ねて来た50歳代と
思われるご婦人たちと1階でいっしょになりました。

私はすでに乗り込んでいましたが、ドアが閉まる直前にやってきた5人は、
1人2人と遠慮なく乗り込んできて箱の奥のかべに押し付けられる私のこと
などお構いなし。6人とも狭い箱におさまってしまいました。

息を吸い込むようにして耐える私のことなど気にするようすもなく、「意外
に乗れるね、あと一人くらい大丈夫じゃない？」などとつぶやいています。

300kg÷6人=平均50kg。どう見てもおばさんたちの平均重量が50kgで
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収まるとは思えません。ということは積載重量制限300kgを超えていると
いうこと。エレベーターはたくましく上昇していきましたがその時間の長
かったこと。

4階に着いた時には2度と過ちは繰り返さないぞと胸に誓いました。以来、
エレベーター待ちしていておばさんの団体が来ると、速やかに階段に切り替
えることにしています。

お出でいただいたお客様をお送りするときにも気を遣います。「狭いエレ
ベーターでビックリしたでしょう？」と水を向けます。とたんに堰を切った
ように「こんな小さなエレベーターがあるのですね？」「狭さにびっくりし
ました！」「閉じ込められたらどうするのかな？」など、驚きを話してくれ
ます。

そんな会話を交わしながら乗り込むと、今度は閉まるまで時間がかかりま
す。しかも普通付いている開閉ボタンのうち「閉」はありません。閉まるま
で箱の中と外で、微妙なタイミングでお辞儀の応酬。さて、エレベーターを
降りてどんな感想を持ってお帰りになることやら。

 2008-06-06 19:15:32

寂しい男のうしろ姿、一人酒に一人カラオケ　 

一人で酒を飲むことがよくあります。会社員のときもそうですが、経営者に
なっても会社帰りに一人で飲みます。私は自宅近くの飲み屋でも、気に入っ
たお店にはためらわずに入ります。

気に入ったお店とは、適度に込み合っていて、しかもカウンターが窮屈でな
い程度のスペース、さらにマスターがやたら話しかけないお店。一人で居酒
屋に入るときは、リラックスした気持ちで2,3月間のスケジュールや空想の
旅行の計画を立てたりします。

時には会社の売り上げ見通しを作ったりもしますが、途中で酔っ払ってしま
うのでこれはものにはなりません。いずれにしても私にとって貴重で楽しい
時間です。
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その貴重な時間を「ジャイアンツがどうした、楽天がどうした」などという
マスターのナイター話しに相槌を打つのは苦痛。

一人酒の人はほかにも見かけますから、社会的にも多少認知されているとい
えますが、最近一人カラオケが静かなブームだとか。これはすごい！

「ヒトカラ」というんだそうです。他人を気にせず同じ歌を練習したり、大
声で歌ってストレスを発散したり出来ることが魅力とのこと。

しかし、実は私はもう10年以上も前から一人カラオケの体験者です。誤解
されたくないから誰にも話したことはありません。10年以上掛かってよう
やくその魅力を理解する人が出てきたということか。逆に私はすっかり飽き
てしまいました。

昔、自宅近くのカラオケ店に家族でよく行きましたが、幼児だった子どもた
ちも連れ合いも歌わないので、私だけがノンストップで時間内歌い続けま
す。

会社の仲間と行けば、ふつう順番に歌いますから5人いれば5曲に1曲しか歌
えません。だいたい3曲くらいでおしまい。

もっと歌いたい歌があるのにというより、自分の下手は置いといて、人の下
手な歌を聴かなければならないというのはかなり苦痛。それに下手な歌にも
「よっ、松田聖子～」とか合いの手を入れて雰囲気を盛り上げなければなり
ません。

ところが、家族で行けばひとり歌い続けることができるのです。この満足
感、この満腹感。そして何回か行くうち、迷惑そうな家族の態度に「あっそ
うだ、家族で来なくても一人で来ても同じことだ」と、重大な事実に気付い
たのです。偉大な発見もたいていこんなタイミングで見つかるもの。

さっそく会社帰りにいつも家族で来ていたカラオケ店に一人立ち寄りまし
た。そして時間内、ノンストップで歌い続けました。もう、気分爽快、なん
という快感。一人ですからどんなに下手でもちっとも恥ずかしくありませ
ん。
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カラオケ店に立ち寄るのはたいてい飲んだ帰りですから、人目もまったく気
になりません。

世間はその楽しみに10数年経てようやく気付いたということ。これが爆発
的ブームとなったら、私は時代を先取りした男としてヒトカラ評論家で通る
かも。テレビのバラエティー番組のコメンテーターとして出演依頼が来るか
も。

しかしやっぱり一人カラオケはわびしいですね。私が一人で通う分にはいい
けど、一人カラオケがブームになる世の中はやっぱり何かヘンです。

2008-06-13 14:34:33

繁盛まちがいなし！禁煙居酒屋　 

何年か前、車を運転中にラジオで「スウェーデン・ストックホルム市でレス
トランを禁煙にする条例が可決された」というニュースを聞きました。

新幹線が禁煙になったのと同じように、レストランで食事する際、吸わない
お客さんが迷惑するので全面禁煙になったのだと理解しました。

ところが、その理由というのがレストラン従業員の健康福祉が目的と聞いて
ビックリしました。と同時にしだいにその意味を理解し、さすが福祉先進国
だけのことはあると感心しました。受動喫煙がいやなお客さんはそういう店
に行かなければいいわけですが、従業員はそうはいきません。

神奈川県の松沢知事が、県内すべての飲食店や娯楽施設を禁煙にする「禁煙
条例」を神奈川県議会に提案するということが話題になっています。飲食店
や娯楽施設の関係者は、悪名高い禁酒法より害毒な悪法だと反対を叫んでい
ます。

中には、「喫煙は、何百年にもわたる立派な文化であり、多少の不健康を我慢
してもその豊かな文化、ライフスタイルが庶民の心と生活を潤してきた事は明
らかだ。最近、逆切れする大人が増えているそうだが、禁煙、嫌煙の悪影響が
あると思われる」などとわけのわからない反対論を唱える人もいます。
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飲食店や娯楽施設の経営者たちは売り上げの減少を恐れて反対しているだけ
で、理屈に合わずまったく説得力がありません。松沢知事もインタビューの
中で世界中どこの国でも健康や福祉の面からそのような方向にあり、「そう
した取り組みによって、逆に売り上げを伸ばしている事例もたくさんある」
と発言していましたが、まったくその通り。

私はかねがね禁煙の居酒屋がどうしてないのか不思議でなりません。せっか
く入ったお店で、となりのテーブルに喫煙者がいたら、それだけでお酒も料
理も台無し。両隣にいたらもう逃げ出したい気分になります。そう思ってい
る人がいっぱいいると思うのに。

逆に、お酒を飲むときくらいタバコを吸いたいという人もいるでしょうしい
ていいと思います。しかし、そういう人と同席したくないと思っている人も
たくさんいるはずです。

禁煙居酒屋には、喫煙者とその同伴者は寄り付かないでしょうが、受動喫煙
するくらいなら飲まないほうがましと思っている人が集まり、大繁盛すると
思います。

ちなみにプラスエムスタッフに喫煙者はいません。お客様にも申し訳ありま
せんが、事務所内では灰皿をお出ししません。タバコを吸いたい場合失礼で
すがベランダに出てもらいます。ご理解をいただいていることをありがたく
思っています。

2008-06-17 07:59:55

卑怯者でけっこう！健康診断バリウム検査はパス 

会社の健康診断予定日が近づいています。やや不安です。かつて健康には自
信がありました。健康診断で指摘されるのは「お酒を控えめに」だけ。

それも問診で「お酒はどれくらい飲みますか？」という問いに、「週7日、
3合から4合」と正直に答えるから当たり前。ほか指摘するところがないも
のだから、問診するほうもそれしか言いようがないのでしょう。
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超音波の検査では、美人の検査員が私のおなかの画像を覗き込みながら「き
れいなおなかですねえ！」と感心しきり。そういう健康診断を何十年も続け
てこられました。

しかし、もうそういうわけにはいかないことを覚悟しています。ランニング
の回数が減って、その分テキメンお腹がぽっこり！メタボ予備軍になりつつ
あるようです。

バリウムの検査はしません。飲めないのです。過去4回挑戦しましたがいず
れも失敗しました。バリウムを飲むくらいならお腹を切って検査してもらっ
たほうがよいと思っています。バリウムが飲めないくらいですから胃カメラ
の検査は論外。

20年以上前のことですが、何か症状でもあったのか、東京女子医大で胃カ
メラの検査することになりました。受付で名前が呼ばれるのを何時間も待
ち、ようやく検査の待合室に。頭の中は不安でいっぱい。

カメラがのどを通過するとき「ゲッ」となって、そのまま息ができなくなっ
て死んでしまうのではないか、そうした人はあまりいないはずだからニュー
スになるかも。笑い話で酒の肴にされるかもしれない。「あいつはそういう
馬鹿だ！」などといわれるかもしれない。

待合室にはオリンパスの最新の胃カメラのポスターが貼ってありました。小
さくなって飲みやすいということを訴えたかったのでしょう。ポスターには
胃カメラが胃に到達している様子を撮影したレントゲン写真がありました。

その写真を見て、深々と釣り針を飲み込んだ魚を思い出しました。と同時に
胃の辺りがむかむかしてきました。口の中につばがたまります。

髪の毛1本がのどに絡まっても不快で我慢できないのだから、細くなったと
はいえ小指ほどもある胃カメラのコードをのどに突っ込まれてガマンできる
わけがない。

確信を深めた私は「急用が入って会社に帰らなくてはならないので出直しま
す」と申し出て、保険証を返してもらいました。
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このことを聞いたKスタッフは「敵前逃亡です！」と。そしてバリウム検査
をしないことについても同じことを言います。まさかバリウムで命を落とす
ことはないとは思いますが、検査室を汚して迷惑をかけることも気が引ける
ので、なんとののしられようがやっぱり辞退します。

2008-07-05 06:40:02

「麻酔なしでやってくれ！」若き日の盲腸手術 

先日の健康診断の結果が出ました。最高レベルの個人情報。当然ですが、
社長といえどもスタッフの健診結果を知ることは出来ません。私の場合
「精密検査を要す」という項目がありました。

データは深刻ですが、実はそれほど深刻ではないことを知っているのでタ
カをくくっています。尾篭な話で恐縮ですが、便検査で便に血が混じって
いたという結果。正確には「便潜血反応検査」にて陽性。大腸内視鏡検査
または注腸検査の精検を要すというもの。

以前の検査でもそういうことがあって、大腸内視鏡検査をすることになっ
たのですが、胃カメラのときと同じく検査直前にパスしました。Kスタッ
フが言うところの敵前逃亡。

大腸内視鏡検査では胃カメラと違って「窒息死」する心配はありません
が、ある人が胃カメラの何倍も苦しいと言っていたことを思い出したから
です。

しかし、そのときにも本当は検査の必要はないと気付いていました。再
度、尾篭な話で恐縮ですが、私は「痔」持ちです。ときどき切れて便に血
が混じったりするときがあります。

目視では分りませんでしたが、そのときも今回の検査でも採便のとき心当
たりがあるのでそれだろうと思っています。そういうわけで今回も恐ろし
い検査はパス。

それほど意気地のない私が、20代のころの盲腸の手術で執刀医に「麻酔
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なしでやってくれませんか？」と頼んだことがありました。さすがに一笑
に付されましたが、そのときはそれなりに真剣でした。

わが人生たった1回の入院体験。長く海外をほっつき歩いてこようという
計画を持っていて、そのために痛くもない盲腸を切るための入院でした。
だから計画的にあらかじめ休暇をとって、実家のある群馬県の小さな病院
を紹介してもらっての手術でした。

「麻酔なしでやってくれ」と頼んだ割には、切った日の夜は麻酔が切れ
た後の痛みに耐えかねて、頻繁なナースコール。「少しはガマンしなさ
い！」とたしなめられました。

個室の窓からは空っ風の風景の向こうに浅間山。12月の群馬は空っ風が
吹き荒れますが晴天が続きます。

知り合いの病院でしたので自由気まま。消灯21時という決まりはありま
したが毎晩深夜まで読書にふけっていました。手術した翌日には田舎の友
人が聞きつけて訪ねてきて、3日目からはあちこちドライブ。入院中とい
うのに実家に立ち寄ったりもしました。

わが人生たった1回の入院体験は、明るい思い出に満ちています。盲腸の
手術では、準備として下腹部を剃毛しますが、専門学校を卒業したての新
人看護婦（当時の呼び方）さんがそれをやってくれました。

20代前半の私は大変緊張しましたが、その看護婦さんはもっと緊張して
いました。顔が引きつって、しかも指先が震えていました。終わってホッ
としてよく見たら下腹部にはあちこち血がにじんでいました。

また、手術では見習い看護師さんたちの研修に利用されました。下半身麻
酔なので意識はしっかりしています。手術のようすが頭上の照明に映り、
若い看護師さんたちが手術台を取り囲むようにして私の下腹部に注目して
いる視線まですべて見えました。今では何かほろ苦い思い出です。

大腸内視鏡検査も胃部内視鏡検査も絶対いやですが、20代のときのよう
な入院ならもう一度やってもいいような気もします。



145

 2008-07-23 07:57:09

うなぎ捕りの名人だったみのる少年

生まれ育った群馬の片田舎から東京に出てきてびっくりしたことの一つ
に、うなぎが高級な食べ物だったということがあります。

小学生のころの私のあだ名は「うなぎ」。なぜ「うなぎ」と呼ばれたかと
いうと、ときどきうなぎをおかずにしたお弁当を学校に持っていったから
です。

ほかに「どじょう」というのもいましたが、中学校に入ったら「なまず」
もいました。そいつらにはお弁当のおかずではない別の理由があったよう
です。私のうなぎ弁当には自慢するに足る理由がありました。それは私自
身がその日の朝捕獲したうなぎだったということ。

土用丑の日が近いということもあって、先日NHKでうなぎ漁をするおじ
いさんを取材していました。それはまさしく私が小さいころから得意とし
ていたうなぎ漁の方法そのものでした。

「置き針」といいます。番組でも「置き針」と紹介されていました。「置
き針」は子どもの遊びの延長かと思っていたらそうではなかったよう。
NHKのえらいところは撮影に「やらせ」をしなかったところ。

「置き針」はその名の通り前日の夕方仕掛けて（置いてきて）、翌朝回収
するもの。番組では、仕掛けるところを紹介しながら「実は前日仕掛けた
ものがあるから今から引き上げてみましょう」というものでした。

どうせ、あらかじめかかっていることを確認して置いて「わあ、大きいの
が捕れましたね」という映像になるのかと思いましたがそうではなく、仕
掛けには何もかかっていませんでした。

子どものころの「置き針」でもなかなか捕れませんでしたが、近所の悪ガ
キと比べてみのる少年の「置き針」はうなぎがかかる確率が高かったので
す。それには仕掛けのえさの選び方、つけ方、糸の長さ、仕掛ける場所等
いくつかのコツがあります。こういう工夫には知恵が回りました。
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「置き針」の回収は早朝。仕掛けた夜は遠足前夜みたいに寝つけません。
川の中でうなぎが「置き針」を前にまさに食いつこうとしている情景が頭
に浮かんだりします。大きなうなぎがかかっていた夢を見たりもします。

そうして明け方、こっそり家を抜け出していっしょに仕掛けた友だちの家
に向かいます。眠そうな友だちを起こして我先にと小走りで川に。川では
先に来た連中が引き上げていたりしますが、勢力範囲みたいなものがあっ
てお互い侵すことはありません。

「置き針」の糸を大きく揺らしてうなぎが水中から姿を現すときの感動と
手ごたえ、これが「置き針」の醍醐味。空振りのときもあれば5匹や10
匹も捕れることがあります。昇る朝日を背に何匹もうなぎが入ったバケツ
を持って堂々の帰還。

朝ごはんの用意をしている母親は、生臭いうなぎを台所のまな板でさばく
ことを嫌がります。そこで、うなぎを食べたい一心の私は、父親から板を
もらい専用のまな板を作り、それを使って裏庭で料理することを覚えまし
た。

ぬるぬるしたうなぎを開くのは難しいのですが、うなぎを食べたい一心の
小学生のみのる少年はそれをやってしまいました。自分でさばいたうなぎ
を焼いてもらって、お弁当のおかずにしたわけです。

自慢のお弁当はクラスで評判になりました…、よく覚えていませんがなっ
たと思います。

安いうなぎしか食べられなかったこともあるのでしょうが、上京した当時
から「こんなのうなぎじゃない！」と、うなぎが大嫌いになりました。質
の悪い輸入うなぎを大量に焼いて、しかも焼いてから時間がたっているか
らまずかったのでしょう。自分で捕ったうなぎとは似ても似つかぬうなぎ
でした。

今年の土用の丑の日は明日。専門店で、一足早くうなぎを食べました。な
つかしい子どものころのうなぎが食べたいと思いつつ、やっぱりうなぎは
専門店のうな重がおいしい！
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2008-07-24 13:56:35

ついにわが家に住み着いたうなぎ 

土用の丑の日を前に、私の子ども時代のうなぎ捕りの思い出を掲載したと
ころ大変な反響でした。反響といってもコメントの書き込みはなし。た
だ、アクセス数が過去数年のうちベストスリーに入るほど。みのる少年の
うなぎ捕りの技法を多くの人に知ってもらえて満足です。

調子に乗ってもう少し、うなぎにまつわる思い出を披露。私の子ども時代
のうなぎ捕りの舞台は、清流で名高い鏑川。日本最初の官営工場、群馬県
富岡市の片倉製糸は私の家の裏を流れる鏑川を5キロほど遡ったところに
あります。

片倉製糸が富岡市に作られた理由のひとつはきれいな水が豊富にあること
といわれます。それほど清流で名高い鏑川には、うなぎだけではなく鮎や
カジカ、各種のハヤなどいろいろな魚が住んでいました。

種類によって、季節によって捕り方が違います。勉強そっちのけで川にば
かり行っていました。裏に広がる家の畑を通れば誰にも会わず川に出るこ
とが出来たので、夏には兄とパンツひとつで出かけたものです。

うなぎは鏑川だけではなく、それこそ水のあるところならどこにでもいま
した。田んぼの堀、小川、小さなため池や沼。潜んでいる場所によって色
も違います。清流鏑川で捕まえるうなぎは背中が透き通るように青みが
かって、腹は真っ白。沼のうなぎはドロンと茶がかって背も腹もわからな
いほど。

川によって仕掛けやえさも変えます。鏑川では主にどじょう。どじょうに
も種類があり、最上なのは「ぎのめ」と呼んでいたシマどじょうの10セ
ンチくらいなヤツ。きれいな川の砂にもぐっています。砂ごとすくって捕
まえます。

うなぎ捕りの仕掛けはまずどじょう捕りの作業から始まります。1回に
50匹くらい使いますがちょうどよい大きさのどじょうを50匹捕まえるの
はなかなか骨でした。
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どじょうが集まらないときや沼などに仕掛けるときはミミズ。それも20
センチくらいあるどばミミズを半分にちぎって針にかぶせます。シマシマ
もようのあるシマミミズが、水の中でも生きがよいので最上とされまし
た。

遊びに関して子ども離れに知恵の回るみのる少年は、えさの研究にも大人
顔負けの熱心さ。うなぎを捕まえると必ず胃袋を開いて何を食べているか
調べました。

フナやどじょう、ハヤなどの小魚、川えびや昆虫など何でもござれ、うな
ぎはその気高い姿からは想像もつかないほどの悪食であることを知りまし
た。いろんなエサを試してみましたが、やはりどじょうが一番。

うなぎへの関心は大人になっても衰えませんでした。息子が幼稚園に入っ
たころ玄関の水槽で金魚を飼い始めました。あるとき水槽にうなぎがいた
ら毎日会えるし、どんなにか楽しいのではないかと考えたのです。

20センチ程度の小さいうなぎを想定していましたが、うなぎ屋さんで見
つけたのは小さめでも40センチ程度。水槽で飼うからと「一番小さいう
なぎ2匹」というと「そういう客ははじめてだ」とうなぎやさんはビック
リしていました。

うなぎは夜行性の魚。ですから息子がいくら覗き込んでも隠れ家に頭を
突っ込んだまま出てきません。それに誇り高いうなぎはえさも食べません
でした。やっぱり飼うのは無理かなと諦めかけたころ、いっしょに泳いで
いたはずの金魚の数が減っていることに気付きました。

そのころになるとご飯でもうどんでも何でも食べるようになり、やがて昼
間私や息子が見ている前で図々しくえさを漁るようになりました。誇り高
いと思っていたうなぎが本性を現しました。こうなると一転、わが家の嫌
われ者。水槽は水を替えてもすぐヌルヌルになってしまいます。

用事があってわが家の玄関先にやってきた息子の友だちのお母さんは、我
が物顔で水槽を泳ぎ回る大きなうな公にびっくり仰天。卒倒しそうになり
ました。こんな事件があってますます嫌われた我がうな公、ついに追い出
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される日が来ました。

近くのベルモント公園の黒鳥の池がその追放先。食べちゃうことも選択肢
でしたが、半年以上もともに暮らしたわけでさすがにそれは出来ません。
が、以来私のうなぎに対する興味関心は急速に薄れて、ほかの人たちと同
じように、うなぎのイメージは「おいしいうな重」になりました。

2008-08-01 08:18:18

広がるプラスエムと先生方とのネットワーク

「企業の最先端技術は子どもたちにとって興味や関心があるところです。
今日のセミナーの結果分かった石油の大切さや使い方を、生徒に伝えてい
きたいと思います」。昨日仙台で実施した「エネルギー環境教育セミナー
と製油所見学会」に出席いただいた先生のアンケート回答の一部です。

たくさんの先生方との出会いはプラスエムの宝物。プラスエムにしてみれ
ば業務として先生方に呼びかけたわけですが、「参加してよかった！」と
感じてくれた先生にしてみれば、「プラスエムさんのおかげで」というこ
とになり、感謝の気持ちはとりあえずプラスエムに向けられます。

もちろんこうした取り組みが先生方にとって、参加を後悔するような内容
なら逆ですが、そうではない限りは、「プラスエムに感謝してくださる」
先生がどんどん増えていくことになります。その状態が創業以来8年以上
続いています。

先生方に出席していただきたい催しや、子どもたちに参加を呼びかけてい
ただきたい催しなど、プラスエムにはさまざまな案件が持ち込まれます。
そうした案件に協力できるかどうかの基準は、参加した先生に「プラスエ
ムさんのおかげで」と感謝していただけるかどうかの判断。

先生方に感謝されそうな案件は、まず「プラスエムに感謝してくださる」
先生方にお届けします。そして参加いただければまた感謝されることにな
ります。なんともうれしい循環です。
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2008-08-09 10:24:22

本気で取り組んだ価値ある「しごと」を実感！ 

8月7日、プラスエムが総力を結集したパナソニックセンター東京・リ
スーピア開館2周年記念シンポジウム、「理数好きな子どもを育てるため
に」が成功裏に終了。入場者数は217人でした。

終了後、ご記入いただいたたくさんのアンケートを拝見しました。「社会
を構成する大人の一人として、次の世代を担っていく人材を育てるため
に、信念を持って子どもたちと関わっていきたいと改めて感じました」
「学習指導要領がどのように変わるのか大変よくわかった」

また、「授業の内容を工夫することで、子どもたちの集中度を高めていく
自信がわいてきた」などなど、ワクワクするような感想がたくさんありま
した。

また今後の期待について、「教員は視野が狭いので、ほかの職業の人たち
と交流できるような機会を作って欲しい」「理数に苦手意識を持っている
子どもを引き付ける授業の工夫など教えて欲しい」などと。

また、「理数の基本はそもそも国語の力なので、国語の学力を伸ばすシン
ポジウムが必要」など多数。書いてくださった先生にお会いして、さらに
詳しくお聞きしたいような興味深い回答もたくさんありました。

こうした先生方のご意見に接すると、プラスエムで展開する教育事業の重
要性と、それに関われることの誇りを強く感じます。

心地よい疲れの中で、パナソニックセンター東京での次のテーマによるシ
ンポジウム開催企画のイメージがわきつつあります。

月刊文藝春秋9月号の巻頭コラムに、ザ・ウインザーホテル洞爺湖総料理
長中村勝宏氏が「厨房から見た首脳外交」という一文を載せています。氏
は、洞爺湖サミットにおける料理の責任者として、「日本中のシェフを代
表しているだけに、その責任の重さをひしひしと感じながら」半年前から
全力でぶつかります。
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このサミットでは、都内一流ホテルの総料理長ばかり20数名のプロジェ
クトチームが組まれ、メンバーに助けられながら中村勝宏氏はその重責を
全うすることが出来ました。

最後に「サミット期間中、1日20時間ひたすら厨房でうごめいていた身
として、果たして成功したかどうかは分らない。しかし、多くのスタッフ
とともに貴重な時間を共有した事実は生涯の誇りである」と述べていま
す。

世界中が注目するサミットの料理長とは比ぶべくもありませんが、本気で
取り組んだ「しごと」からは何事かが生まれるのかもしれません。それは
大きな価値を持って自分自身に蓄積されるもののように思います。

2008-08-22 17:08:31

季節の変わり目に、物思いに耽る！ 

秋の季語を並べてみました。カナカナ・コオロギ・鈴虫・ツクツクボウ
シ・ヒグラシ、紅葉・落葉・彼岸花・藤袴・桔梗・ダリア・萩・女郎花・
コスモス・鶏頭・金木犀・菊・竜胆・背高泡立草、芋・瓜・イワシ・サン
マ・蜂の子・秋鯵・秋鰹・秋鯖・落鮎・落鰻、秋グミ・アケビ・柿・カリ
ン・銀杏・栗・ザクロ・サツマイモ、初秋・立秋・仲秋・葉月・秋分・彼
岸・晩秋、秋の宵・秋の夜・夜長・秋麗・秋澄む・秋気・爽やか・冷や
か・秋寒・そぞろ寒・やや寒・うそ寒・肌寒・朝寒・夜寒・霜降・秋寂
ぶ。

すっかり忘れていた単語もたくさんあります。秋色・秋晴・菊日和・秋
旱・秋の声・秋の空・天高し・秋の雲・鰯雲・鯖雲・秋の初風・秋風・初
嵐・秋の嵐・秋曇・秋湿り・秋雨・秋時雨・富士の初雪・秋の初雪・秋の
雷・秋の初霜・秋の夕焼・秋の服・秋袷・菊の襲・紅葉の襲・秋の燈・燈
火親しむ・秋の宿・秋の蚊帳・秋扇・秋団扇・秋簾・菊枕・秋の炉・冬仕
度・松手入れ・秋耕・稲刈…。

身の回りはまだ「夏」真っ盛り。でも仕事のスケジュールは、すでに12
月の仕事納めまでを視野に入れています。そうするとよけい季節を先取り
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してしまいます。

なぜ秋の季語のことなど考えたかというと、昨夜から急に気温が下がった
ことと、今朝出勤時、自宅近くの公園でセミのぬけがらがたくさん目に付
いたせいかもしれません。

それと、これは季節とは関係ないのですが、大学生の2人の子どもが海外
旅行で家を留守にしていて、帰ってもガランとした寂しさが、一層そうし
た気持ちを募らせたのかもしれません。

子どもたちの旅行は、観光旅行ではありません。娘は1ヶ月の予定でイン
ドへ、息子はベトナムへ10日間、いずれもバックパッカーとしての貧乏
旅行。

特にインドを旅している娘については、毎日薄氷を踏む思いで過ごしてい
ます。出発して数日後、北インドのリシケシュの町にいるとメールが入り
ました。「生きている！よかった！」という思いで返事を書いたもので
す。その後何度かメールのやり取りがあったあと、返事が来なくなりまし
た。

しばらくして、「ネパールに近いプルキアという町にいて、今デリーに向
かっています。やっと携帯が通じるようになりました」というメールを受
け取ったときは、涙が出るほどのうれしさでした。

30数年前、自分もそうして親に心配かけたのかな？と思いつつ、娘が
帰ってきたらいっしょに群馬の実家に顔を出してみよう、など考えたりし
ました。そのころになれば、群馬はすっかり秋の風景になっていることで
しょう。

2008-08-31 13:55:46

ベトナムを旅して、息子が帰ってきました！ 

「外こもり生活」をする若者が増えているという記事が31日付産経新聞
に出ていました。記事によると、外こもり生活とは「目的もなく海外の都
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市にこもってぶらぶらしている人」のこと。30年ほど前、ヨーロッパを
一人で旅しているとき、そのような日本人の若者と出会いました。

記事を読んで当時のことを思い出しました。その日本人と出会ったのは北
イタリアのフィレンツェ市内の公園。どこの町にもバックパッカーのたま
り場のような場所があり、それはたいてい駅前広場であったり公園だった
りしますが、その公園にもバックパッカーがたむろしていました。

ヨーロッパに着いて10日目くらい。何を見ても新鮮で見たいもの行きた
いところがてんこ盛りの私は、彼にフィレンツェの旅行情報をねだりまし
た。意欲満々の私に、彼はさめた態度で、「ヨーロッパはどの町もみんな
いっしょですよ。教会があって、公園があって、橋があって、駅があっ
て、噴水があって、み～んないっしょです」と。

彼は半年くらい前にヨーロッパにやってきて、各地を旅してフィレンツェ
に着いたのは1ヶ月ほど前とのこと。この先どこに行くかあてはないとい
うことで、東京でのコセコセした暮らしを非人間的な社会と批判していま
した。彼の言葉からは、日本のコセコセした社会に対する恐れを強く感じ
ました。

今増えている「外こもり」する若者は、生活費の安い東南アジアに多いそ
うですが、実態はニートに近いようで、「日本社会は居心地が悪い」と考
えているといいます。そのあたりフィレンツェで出会った青年とよく似て
います。

10日間ほどベトナムを旅して息子が帰ってきました。ひと回り大きく
なったかどうかは分りませんが、とりあえず元気で、そして次の旅に意欲
を燃やしています。

自分を鍛えることにつながるチャレンジには応援を惜しみません。しかし
旅が実社会からの逃避であってはならないと言い聞かせました。

小中学生たちにとって今日は夏休みの最終日。やり残した宿題に追われ
た、遠い過去の記憶がよみがえります。また子どもたちのそうした姿が
ニュースになりますが、今年はそういう雰囲気はありません。
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学力低下を食い止めるため授業時間を確保しようと、都内でも多くの小中
学校が1週間前に始業式を済ませています。

子どもたちの世界も世知辛くなってきているように思いますが、余裕のあ
る生活が必ずしも人に優しいとは言えません。日本に生まれ地球上に生き
ていく以上、それなりの努力をしながら個人としての責任を果たしていく
ことは必要。

「外こもり」をする若者の存在はあくまでも例外であり、日本に生まれた
以上、コセコセしていると言われる日本の社会で生きるすべを身に着けさ
せることも、大切な教育の責任です。

2008-09-22 15:40:26

会社の行事！輪島市白米千枚田で稲刈り

プラスエムオーナー田（石川県輪島市白米千枚田）の稲刈りに、スタッフ
全員で参加しました。せっかく行くのだから観光もしたい、温泉にも入り
たい。それではこの際会社の行事にしてしまえ！ということで、費用は会
社持ち。9月20日・21日の週末、1泊2日で楽しんできました。

9月20日・21日は天候が不安定でした。出発前日の19日は接近しつつ
ある台風13号の影響で一日中雨。20日には一旦上がったものの雨模様。
そして稲刈りの21日も朝から雨でした。しかし、晴れ男の私には、私が
参加する稲刈りが雨によって中止になるという状況がどうしても想像でき
ません。

21日朝、宿泊した金沢市のビジネスホテルの部屋から、雨に濡れた路面
を恨めしそうに見下ろしながらも諦められません。金沢市内から輪島市白
米千枚田まで車でたっぷり2時間。

わざわざ雨の田んぼを観にいっても仕方ないと思いつつ、かといってこの
まま帰ることも悔しい！みんなそんな気持ちだったのか、当然のことのよ
うに雨に煙る能登の海を眺めながら千枚田へのドライブとなりました。
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ところが、朝の間激しく降っていた雨がしだいに小降りになり、見上げる
と空が明るくなってきて、輪島市に近づくころにはすっかり上がってしま
いました。晴れ男の私のおかげと言いたげに、まずはスタッフに自慢。

白米千枚田では、毎年恒例の田んぼのなかでの結婚式が進行中でしたが、
一刻も早く田んぼに入りたい私は待ちきれない気分。結婚式の終了と同時
にスタッフとともに田んぼへ。農家生まれの私は、稲刈りの現場では威張
り放題。作業にくわしい人がほかにいないからです。

冒頭に相当怪しい指導の末、写真を撮るふりをしながら腰痛のため早々に
現場離脱。私の指導に関わりなくどんどん作業は進みます。稲が刈り取ら
れ、隠れ場をなくしたバッタやカエルが足もとを飛び回っています。1時
間もたたないうち、周りの田んぼの稲もほとんど刈り取られてしまいまし
た。

刈り取られた稲の束をはざ掛け（天日干しにするため組んだ丸太に稲をか
ける）にする作業が残りましたが、ボランティア参加している高校生集
団がここで登場。運動部の部員中心の元気な高校生たちざっと50人ほど
が、1列に並んで稲の束を手渡ししていきます。見ていて心地よい風景で
した。

作業のあと、いち早く振舞いなべの昼食にありつき、温泉で汗を流すころ
からまた雨が降り出しました。思えば私たちの稲刈りの間だけ雨が上がっ
て、終わったらまた降り出したわけで、晴れ男の私がいなかったら絶対に
こういうことにはならないと、またまたスタッフに大威張り。

収穫した稲は脱穀、精米して後日送られてきます。昨年のお米は手巻き寿
司パーティーでいただきましたが、今年はどのようにしていただこうか、
今から楽しみにしています。

 2008-09-27 07:53:24

食欲の秋、ベランダでワイン作り（違法！）

仕事では季節を先取りします。今は9月末ですが、10月・11月・12月
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の仕事はもちろん、来年の仕事も一部準備を進めています。

毎年、年末の大きな仕事としてエコプロダクツ展子ども事務局の運営があ
ります。エコプロダクツ展は日本最大級の環境展示会であり、12月11日
～13日の3日間に、子どもたち2万人以上の見学を受け入れます。

エコプロダクツ展は12月中旬の開催なので、会場をイメージするときの
頭の中はすでに師走。まだまだ残暑厳しい季節に、東京ビッグサイトで東
京湾の寒風にさらされながら、子どもたちを誘導するスタッフのことを想
像しつつ、運営計画を練ります。

そうした作業に没頭する日々のなかで、やがてエコプロダクツ展の本番を
迎え、そして無事終わって我に返ったときはすでに年の瀬。毎年そのよう
な感覚の中での年越し。

季節を先取りしながらの仕事に追われる日々ですが、今この時期、9月末
は実際には初秋。食欲の秋。今年は特にサンマがおいしく、大きくて脂の
のったサンマが安価で食べられます。最近はごく一般的にお刺身でも食べ
られますが、やっぱり塩焼きが一番！冷酒にも焼酎にもよく合います。

1年を通してお酒の欠かせない私、この季節は旬の素材を使ったおいしい
料理も多く、お酒の楽しみもまた格別。日本酒では熱燗・冷酒。芋焼酎の
ロック、よく冷えた白ワイン、芳醇な香りの赤ワインも最高。ボジョレー
ヌーボーの解禁日も近づいて、楽しみは増えるばかり。

ワインといえば、違法にもわが家のベランダで醸造したことを知る人は少
数です。娘の麻衣が幼稚園児だったころのこと。山梨の実家でぶどう園を
やっているという友人から甲州種ぶどうを10キロ送ってもらいました。
新鮮でおいしそうなぶどう。

家族の反対を押し切って、それを両手でぐちゃぐちゃにつぶすとバケツ1
杯ほどの分量になりました。表皮についた菌が醗酵には重要な役割を果た
すので、水洗いなど一切しません。

表皮や種、それに汚れもいっしょのドロドロに濁ったぶどうの液体。ひと
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つだけ加えたものがあります。砂糖をご飯茶碗1杯分ほど。加え物はそれ
だけ。その液体をバケツのまま3日間ほどベランダに放置。

なぜベランダかというと、異臭を放って室内には置けないから。3日間隣
近所からよく苦情がなかったものです。やがてバケツの液体は見るも無残
に腐敗の様相。

表面には剥がれて浮き上がったぶどうの皮や茎などが、茶色に変色してボ
コボコ静かに醗酵を続けています。3日後にその浮遊物を取り除き、ドロ
ドロの液体だけを一升瓶に移します。2本半ほどになりました。

さらに1週間ほど置くと不純物が沈殿し、ドロドロの液体が次第に澄んで
きます。ここまで来るとワインらしい香りもしてきます。

底にたまった沈殿物を刺激しないように、上澄みだけをよく洗って消毒し
た別の一升瓶に移すと、透明な白ワインの元の出来上がり。一升瓶2本。
あとはしばらく熟成させるだけ。

密造酒を作ろうとしたのは、ぶどうを送ってくれた山梨の友人の実家でご
馳走になったことがきっかけ。友人の母親から簡単に造れることを聞き、
その気になって作り方を教えてもらいました。

その後、この貴重な秘蔵ワインはわが家の家具の隅で10年以上眠り続
け、いつの間にか姿を消しました。ゴミとして捨てられたのです。何度か
味見はしました。

決してまずくはないのですが、何せ、製造過程のおぞましいようすを知る
ものとして、おいしくいただく気にもなれず、かといって人様に飲んでい
ただくことも失礼な気がして、ただただ秘蔵するばかり。

結局日の目を見ませんでした。新鮮な甲州種ぶどう10キロ、家族の意見
に従ってそのまま食べたほうがよかったようでした。
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2008-10-16 06:52:22

市長直々に「伊予大使」を拝命！   

「伊予大使」として「伊予の国あじの郷づくり」プロジェクト委員会に出
席するため、今朝、伊予市に出張します。いくつかのテーマのうち、私は
「食育専門部会」が担当。愛媛県は快晴のよう。

食育といえば、さる9月30日に「全国食の学習作品コンクール」が締め
切られました。今年3回目の募集でしたが、全国の小学生から3000点以
上の力作が寄せられました。

家族で囲むおいしそうな朝の食卓の絵や、ほんとに食べられるのかい？と
心配になるような小学校2年生の料理レシピ、ごちゃごちゃしていてどこ
から読んだらよいのかよくわからないごちそう新聞などといった楽しい作
品ばかり。

応募作品は数次にわたる審査ののち、最終的に各賞を決定して表彰しま
す。今年は参加賞も用意しました。プラスエムオリジナル文具。「がんば
る子どもたちを応援：プラスエム」と入っています。

「伊予大使」として伊予市に特別な思いを持っている私は、この「全国食
の学習作品コンクール」を活用することで、伊予市の子どもたちの教育に
も関与したいと考えました。

そこで前回出張の折、教育委員会の先生方にチラシとポスターの配布をお
願いし、いくつかの小学校を訪問し、校長先生にじかに応募をお願いしま
した。

優秀な作品をたくさん応募していただくことで、できれば入賞者を複数出
し、それをメディアで紹介してもらうなどして、大いに「食育のまち伊予
市」をアピールしようと考えました。

しかし残念ながら1点も届きませんでした。1点も応募がなかったという
ことはおそらく募集の情報が子どもたちに届かなかったのでしょう。とい
うことはポスターは掲示されず、チラシは配布されなかったのでしょう。
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市長の肝いりで、「伊予の国あじの郷づくり」プロジェクトを進めている
中、住民の関心が得られなければ虚しいことになります。今日の出張で
「食育専門部会」を取り仕切ることになりますが正直力が抜けました。

2008-10-26 09:45:17

マラソンシューズ、とても恥ずかしい話　　

会社経営を続けていくことで一番大事なことは「体力」と「健康」。その
ためにジョギングを続けていますが、30年ほど続けているジョギングが
だんだん先細りになっています。

フルマラソンに挑戦していたころは月に250キロ～300キロ程度は走っ
ていましたが、今では月間のキロ数を見積もる気にもなりません。時間が
取れないこともありますが、体力の衰えなのか気力がわかなくなりまし
た。

かつては帰宅が深夜になっても、せめてたった10分でもと近所の公園に
飛び出したもの。雨が降っても平気で走っていました。ところが、今日こ
そは走ろうと夕方までそのつもりでいたものが、帰りの電車で気が萎えて
しまいパス。こんなことがよくあります。

走り方もだんだん横着になってきました。外を走ることはほとんどなく、
もっぱらスポーツジム内のランニングマシーン専門。最近のランニングマ
シーンはどんどん進化しています。

一番気に入っているのが1台1台にテレビ画面が付いていること。走って
いる間中気に入った番組を楽しむことが出来るわけです。

ランニングマシーンで走るようになって、マラソンシューズにこだわりが
なくなりました。路上を走ったりグラウンドを走ったりしていたときは、
レース用からジョギング用までそれなりにお金をかけて履き分けていまし
た。安物買いの私が、唯一お金をかけたのがマラソンシューズ。それには
わけがあります。
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30代半ばのころウイーンマラソンに挑戦しました。参加10人ほどのツ
アーでした。深夜ウイーン空港に着いて、なんとメンバーの半数ほどの荷
物が行方不明になってしまいました。中継地での積み替えでトラブルが起
きたようでした。

私を含め、手荷物のみの人は着替えもなく一晩を過ごしました。翌朝、近
くのシェーンブルン宮殿前で軽いジョギングに汗を流すことになっていま
したが、マラソンシューズを機内預けにしていたのは私一人。さすがウ
イーンマラソンに挑戦するほどの人たちは、大事なシューズを手荷物とし
ていました。

この恥ずかしい出来事でジョギングを趣味とするものとして、私はマラソ
ンシューズの大切さを思い知りました。しかしランニングマシーンで走る
ようになると、いつも同じ状態で走れるわけで、あまり汚れることもなく
自然とこだわりもなくなってしまいました。

余談ながら、マラソンシューズについてもっと恥ずかしい思い出がありま
す。信じられない話です。それは、両足に左足用の靴を履いて走ったこ
と。シューズはふつう見た目にはつま先が内側を向きます。ですから両足
に左足用の靴を履くと、左右ともつま先が右を向いているという状態にな
り、もちろん右足は痛くなります。

なぜこんなことになったかというと、出張先でたまたま空き時間があり、
その時間を利用して一走りしようと考えたことが事の始まり。一走りしよ
うと考えたのにシューズを忘れました。前橋駅前のイトーヨーカドーで使
い捨てのつもりで安い靴を買いました。

出口付近の露天のワゴンにジョギングシューズが山積みになっていまし
た。ふつう左右が紐でくくられているものですが、そこではまったくバラ
バラに積まれていました。サイズだけを確認して購入し、ホテルにチェッ
クインして着替えを始めて気づきました。

しかし取替えにいっている時間はありません。履いてみたら右足にも入っ
たのでそのまま外に飛び出しました。なんとか走れるものです。しかし信
号待ちで立ち止まっている時、周りの人の視線がなんとなく私の右足に集
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中しているようで恥ずかしい思いをしました。

2008-11-09 08:25:56

話題の映画「レッドクリフ」を鑑賞

映画「レッドクリフ」は、100億円を投じて作り上げた歴史アクション
大作。なかなかな人気とか。公開されたばかりとはいえ確かに館内は混み
合っていました。

『レッドクリフ』の原作は中国の歴史書「三国志演義」。その大きな山場
である「赤壁の戦い」を描いたストーリー。大自然も出演者数も中国なら
ではの、とてつもない壮大な映像が観られる映画らしいと、ひそかに楽し
みにしていました。

「三国志演義」を歴史小説にした吉川英治の「三国志」は長編ですが、私
を本好きにしてくれた1冊です。「三国志」は吉川英治のあとにも何人か
の作家が書き上げましたが、劉備、張飛、関羽など多数の英雄豪傑が縦横
無尽に活躍する血沸き肉踊る物語ですから、誰が書いても人気を呼びま
す。漫画でも読めるので日本人なら知らない人のほうが少ないかもしれま
せん。

しかし、私は映画を観て詐欺にあったような気持ちでした。『レッドクリ
フ』というタイトルの映画なので当然山場は「赤壁の戦い」であり、揚子
江に浮かぶ何千何万という軍船が最後には燃え盛るという、壮大なスペク
タル映像を期待していました。

ところがこの映画は『レッドクリフPartⅠ』だったのです。つまりPart
Ⅱがあり、揚子江に浮かぶ何千何万という軍船が燃え盛る「赤壁の戦い」
の壮大なスペクタル映像は、来年4月に公開されるPartⅡの中。

後でよく見ると確かにチケットにも看板にも『レッドクリフ』という文
字の近くに小さくPartⅠと入っていました。明らかに私の勘違い。しか
し、肩透かしを食らったような物足りない気持ちは消えません。それに、
勘違いしたから言うわけではありませんが内容にも不満でした。
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何十年も文字の中で想像していた英雄豪傑は神々のごとく人間離れしてい
ましたが、映画の中ではただの『人』。その人たちが、中国映画特有のカ
ンフーまがいの特撮活劇を展開するので、壮大なチャンバラ映画になって
しまいました。

詐欺にあったような気持ちで、PartⅡなど意地でも観るものかと思って
いますが、今日になって「まあ、気分を直して観てやってもいいか」とい
う気持ちになりつつあります。

 2008-12-10 07:52:05

エコプロダクツ展見学は、働く大人との遭遇の場

私が生まれたのは群馬県西部の甘楽町という農家が中心の田舎町。大人の
仕事といえば農作業が一般的で、両親もそうですが土にまみれて働く大人
を見て育ちました。思えば教員も警察官も役場の職員もいたわけですが、
そうした職業は子どもの目に大人の仕事として認識できませんでした。

そんな小学生のころ、電車で2駅の距離にある富岡市の片倉製糸工場を見
学に行ったことがありました。4年生か5年生の社会科見学だったと思い
ます。大人の仕事といえば、畑や田んぼでの農作業と思い込んでいた自分
にはショックでした。

その年頃の私には、畑や田んぼ以外で働いている大人がいるという事実が
信じられないことでした。大人とは父や母であり、友だちの○○ちゃんの
父ちゃんや母ちゃんなわけで、その人たちと工場で働いている人はまった
く別の世界の人に思えました。私にとって外の世界とのはじめての遭遇で
した。

いよいよ明日からエコプロダクツ展が開幕します。開催3日間に約
21,000人の子どもたちが社会科見学に訪れます。エコプロダクツ展が
開催されて今年で10年。10年前に見学にきた子どもが、仮に小学6年生
だったとすれば、来春大学を卒業して社会人になります。

少なくとも過去5年間に延べ6万人以上の子どもたちが見学したことにな
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ります。たくさんの子どもたちのうちには、エコプロダクツ展での大人と
の接触で強烈な思い出を作り、その体験がその子の一生を左右するという
事例も数多く生まれるでしょう。

各出展者は自分の企業や団体の環境に対するサービスや技術をアピールす
るわけですが、環境を守る仕事に携わっていることに誇りを持って子ども
たちに接していただきたいと思います。

環境教育は学校の中だけでは完結しません。家庭はもちろん、地域社会を
はじめ企業などが寄って集って協力することが不可欠です。環境のことは
知識を得ただけではダメ。子どもたちが日常の生活の中で当たり前に実践
できなければ意味がありません。

その意味で、エコプロダクツ展は最良の環境教育の場。そして、子どもた
ち受け入れの全責任を担う「子ども事務局」の役割に、責任者として身の
引き締まる思いです。3日後には、もしかしたら多少体重が減っているか
もしれません。それも楽しみです。

2008-12-30 10:36:43

雪山で模索！激動の2009年を生き残るための秘策   

2008年の終わりに、山に登りました。28日のこと。典型的な冬型気圧
配置となった28日、群馬県北部は大雪になりました。私が登ったのは上
州三峰山。関越自動車道沼田ICを過ぎて、月夜野IC付近にさしかかると、
右の方向に特徴ある三角形の尖った山と台形の山が見えてきます。それが
上州三峰山。関東100名山のひとつ。

山に登ったというより山歩きを楽しんだというのが真相。それもたまたま
大雪になったこともあり、雪山の雰囲気もしっかり楽しむことが出来まし
た。すねあたりまでの新雪の中を黙々と歩きました。10年ぶりの登山。

「米国を震源とする金融危機は世界のすべての市場に甚大な影響を及ぼ
し、急速な景気冷え込みは、雇用問題の深刻化をともないながら年を越
す」と、12月30日日本経済新聞社説にあるように、100年に一度とい
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われる不況は、プラスエムの経営にも確実にのしかかります。

2008年最後の数日、今年の仕事を振り返るとともに、過酷になるであろ
う来年の経営を考える時間が欲しかった。その前に私の今までの生き様
や、特にプラスエムを立ち上げてからの日々を冷静に見つめ、以ってプラ
スエムの行く末を考える時間が欲しかった。

プラスエムを立ち上げた後の毎日は、眠るときも靴を履いたままという覚
悟を失わず、心は常に戦場にありました。が、今から始まる激戦は覚悟だ
けでは如何ともしようのないほど厳しいものと思います。

もう一度プラスエムを立ち上げるほどのエネルギーが必要と思いますが、
今は一人ではありません。心強いスタッフとともに悔いのない闘いに備え
ます。

たった1泊ですが、川古温泉浜屋旅館に宿泊しました。一人でものを考え
るのにこれほど適した温泉はありません。私の癒しの温泉です。思い立っ
たとき「今日部屋は空いていますか？」と電話を入れて空いていなかった
ことはほとんどありません。

この日も上州三峰山に登った後この温泉に直行しました。1年前とちっと
も変わっていません。脱衣室から露天風呂への網戸には相変わらず「蛇や
カエルが入るので必ず閉めてください」の張り紙が貼ってあります。

この張り紙がある限り露天風呂はいつもすいていて、私の癒しの空間が保
証され続けます。

プラスエムは2009年もぶれずに「学校と社会のジョイント役」を続け
ます。ピンチはチャンス。10年ぶりの登山と温泉で考えたことはそのこ
と。スタッフを信じ、プラスエムを取り巻くたくさんの人たちに支えられ
ながら、自信と誇りを持って立ち向かいます。

結局、2009年を生き残るための秘策は見つかりませんでしたが、『本気
でやれば何でもおもしろい！』これに尽きます。おもしろければ何でも出
来ます！ 何でも出来ればうまくいかないはずがありません。勇気だけは
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しっかりもらって帰りました。


