
プラスエムは 2月に新事務所に移転します！ 

2010-01-07 09:29:59 | Weblog 

年が改まって、2010 年の営業を開始していますが、年が改まったという実感がありませ

ん。昨年末からの事務作業の続きを正月 3が日から引きずっているからです。でも何はと

もあれ、心機一転創立 10周年の年を乗り切るべく従業員一同張り切っていますので、今

年もよろしくお願いします。 

 

年明け早々の課題は新事務所探し。実はプラスエムは、今年創立 10周年を機にさらなる

発展を目指して事務所移転をします。移転日は 2月末と決めていますが、肝心の物件がま

だ決まっていません。 

 

昨年末から精力的に、候補物件を見せてもらっていますが、いまだこれといった物件に出

会えません。気はあせりますが、こればかりはエイヤァとばかり決めるわけにはいきませ

ん。このエリアで、これくらいのスペース、これくらいの家賃という条件があります。 

 

不動産屋から薦められる物件に「○○長岡ビル」があります。長岡ビルは中央区の近辺に

たくさんあります。「長岡ビルのプラスエム」、もしプラスエムが入ったら「社長の持ち

ビルですか？」と言われるかも。 

 

そしたら明確には否定しないようにしよう！少なくとも親戚の持ちビルくらいには勝手に

思ってくれて、取引先の信用が増すかも。スタッフとこんな会話が交わされました。 

 

ところが、その長岡ビルのオーナーは事実私のごく近しい人でした。案内してくれた長岡

ビル管理会社の方によると、オーナーは長岡今朝吉さんという方。90歳になってなお矍鑠

として現役社長を続けておられるとか。 

 

長岡ビル管理会社の方にそれとなく聞いてみました。「社長は群馬県出身の方でしょ

う？」「群馬県は、郡部の方でしょう？」「その町は甘楽町って言うでしょう？」と。そ

してわかったことは、長岡ビルオーナーの長岡今朝吉さんは、私が生まれ育った「甘楽町

造石」という集落の出身者ということ。 

 

そういえば、昨年亡くなった母から、東京で大成功して「長岡組」と言う大会社を作った

人がいるという話を、小さいときからよく聞かされました。その長岡組が名前を変えて長

岡不動産となってたくさんのビル経営を手がけていたのでした。 

 

意外な発見をした事務所探し、ようやく目星が付いてきました。残念ながら「○○長岡ビ
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ル」ではありません。しかし、新しいプラスエムにふさわしい明るいビルです。決定し次

第、ご紹介します。さあ、引越し準備だ！ 

 

プラスエムが事務所移転、新しい事務所が内定しました！ 

2010-01-14 19:00:51 | Weblog 

12日朝、日中 33℃のシンガポールから帰国しました。朝 7時 10分の成田は気温 6℃。気

温差なんと 27℃。成田空港から会社に直行、始業の 9時には在席して、きちんと一日の業

務をこなしました。しかし、当然ながらちょっと疲れ気味の一日でした。 

 

シンガポールは会社の海外研修としての旅行。出発した 8日は、世間はまだまだ正月気

分。正月気分が抜けないうち、「オッ、プラスエムはまだ正月休みか？長い休みだな

ぁ！」電話が来たとしても、こんなふうに思わせるようにごまかしちゃおーと考えまし

た。 

 

私にとって、シンガポールには 35年ぶり。35年前のシンガポールでは、名物の野外レス

トランで食事した記憶がありますが、印象に残っている料理はコーモリの肉が入ったラー

メン。しゃぶった骨はテーブルの下に放り投げる習慣のようで、掃除役はうろついている

犬。ビックリしました。記憶に間違いがなければの話ですが。 

 

そんな強烈な情景が、脳裏にこびりついていますが、同行のスタッフに話をしても誰も信

じないでしょう。そういう光景を連想させるものは、35年後のシンガポールには何も残っ

ていないからです。 

 

帰国早々、新事務所が決まりそうです。所在地は中央区八丁堀。現事務所から徒歩 7分程

度。冷蔵庫の中にいるように冷え込んだ 14日、スタッフ全員で下見に行きました。3面窓

の明るい空間に、みんなとりあえず気に入ったよう。レイアウトを想定しながらワクワク

感を味わいました。 

 

プラスエム創業時の事務所は、千代田区東神田のワンルームマンション。次が中央区新川

2丁目、そして現在の中央区新川 1丁目。新事務所は中央区八丁堀 3丁目になる予定です

が、このことが何を意味しているか？ 

 

実は、引越しのたびに東京駅に接近しています。新事務所から東京駅まで、徒歩 10分程

度ですからいよいよ肉薄したといえます。今でも東京駅からタクシーでワンメーターの距

離ですが、これからは近すぎて、運転手さんに｢八丁堀 3丁目まで行ってください｣とは言
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いにくくなります。東京駅まで徒歩 10分。どこに移動するにも便利になります。 

 

「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」が本になります！ 

2010-01-29 07:32:19 | Weblog 

今日、1月 29日（金）の日本経済新聞朝刊 22面の右上に「エコプロこども新聞」の文

字。ビジネスマン御用達の日本経済新聞に似合わない子どもの書き文字です。童話のキャ

ラクターや葉っぱのイラストなどで上手にデザインしています。 

 

実は、第 2回「エコプロこども新聞大賞」最優秀作品の発表の紙面でした。この企画は、

昨年 12月に開催されたエコプロダクツ展で、見学に訪れた子どもたちに出展企業ブース

を取材して新聞作りに挑戦してもらったもの。 

 

挑戦したのは、小学生 33チーム 105人。対象となった 5つの企業ごとに最優秀賞が決定

し、その新聞が本物の日本経済新聞全国版の 1ページ（下欄は企業の広告）となりまし

た。今週 25 日（月曜）から毎日掲載されてきて、今日が最終日。 

 

「この新聞は私たちが作りました！」右下には、Vサインをするチームメンバー3 人の誇

らしげな写真。 

 

この一連の紙面を見た、参加小学校の先生や関係者からたくさんの反響をいただきまし

た。「カラーで載るなんて思ってもいませんでした！」「全国版ですか？」など、感動を

隠し切れない問合せ。この取り組みに関わった者としてうれしい 1週間でした。 

 

昨年 12月に開催されたエコプロダクツ展からまだ 1ヵ月半しか経っていないのですね。

年末年始をはさんで、この 1ヵ月半にプラスエムが体験し活動したてんこ盛りの内容を考

えると信じられない気持ちです。 

 

1月 18日におかげさまで創立 10周年を迎えましたが、記念のパネルディスカッションと

感謝の会を 2月 6日（土）に開催することにしました。その準備作業に追われる中で、シ

ンガポールでの社員研修にも行きました。事務所移転の手続きも進めました。 

 

中でも大仕事だったのは、「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」の単行本編集作業。原

稿を読めば読むほど修正箇所や誤字脱字が見つかります。年末年始の大部分をその作業に

あて、さらにシンガポール往復の飛行機の中の時間もそれに当てました。 

 

そしてようやく、本日午後印刷があがります。楽しみです。 
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A5判約 200ページ。スリーポイントデザイン中田氏がデザインした表紙カバーは、開け放

たれた窓の向こうに大きな空が広がっているもの。カバーをめくった表紙には全面の青

空。プラスエムの無限の可能性を暗示しています。青空に浮かぶ雲の微妙な位置にもこだ

わりました。 

 

旺文社時代からの大先輩であり人生の師でもある、元日本英語検定協会専務理事大釜様か

ら寄稿もいただきました。私にとって涙なくして読めません。だから 2回しか読んでいま

せん。 

 

「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」をぜひ手にしたいという方はお申し出ください。

在庫がある限り相談に応じます。 

 

「プラスエム春夏秋冬」を昨年亡くなった母に捧げました！ 

2010-02-01 17:44:19 | Weblog 

「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」が出来上がりました。出来上がったばかりの「プ

ラスエム春夏秋冬」を持って、群馬の実家に帰りました。昨年 10月に亡くなった母に捧

げるためです。母のことも書いたので、こそばゆそうに読んでいるかもしれません。 

 

先月 29日には、出来上がったばかりの本を、スタッフ一同がこわごわと手にしました。

なぜこわごわかというと、校正刷りをみんなで何度も読み返したものの、誤字脱字は意外

に本が出来上がってから気がつくものが多いと、私が散々脅かしたからです。 

 

誤字脱字は今のところ見つかっていません。みんなも見つけないように読んでいるのかも

しれません。パラパラ開いてみて、後ろからも開いてみて、表紙を眺めたり、目次を眺め

たり、正直うれしいです。 

 

自信がなかったので、「はじめに」で『お忙しい皆様に、はじめから読み通してください

とは申しません。そこで、ぜひ読んでいただきたい日の日記には目次に矢印をつけまし

た。矢印の頁だけでも読んでいただければうれしく思います』と書きましたが、全部読ん

でくださいと書けばよかった！など後悔しています。読んでみてけっこうおもしろい！

（自画自賛） 

 

今日から 2月。創立 10周年記念パネル・ディスカッションを実施する日はもうすぐだ

し、今月末には事務所移転もあります。そして何より、今月は決算月です。1年間の経営

の総決算。いくら儲かったか、いくら損したかがはっきりします。 
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何とか損は免れたようですが、社長としての関心はすでにその先、3月以降の経営に向い

ています。創立 10周年を迎えたものの、｢プラスエムは創立 10周年と同時につぶれた｣な

どと言われないようにしなければなりません。 

 

事務所移転については、先日無事正式契約が成立し、後は引越しするばかり。お世話にな

っている皆様へのご案内に掲載する略図を製作中。また、新事務所のレイアウトも近日中

に決定します。 

 

プラスエム創立 10周年記念パネル・ディスカッションと感謝の会を開催します！ 

2010-02-06 10:23:39 | Weblog 

本日、プラスエム創立 10周年記念パネル・ディスカッションと感謝の会を｢學士會舘｣に

おいて開催します。ささやかな会ですので、この 10年間お世話になった方々のうちでも

ごく親しい方にお声掛けしました。 

 

さて、古い資料を整理していたら、懐かしいものが出てきました。20年以上前に発行して

いた、お手製の｢家庭新聞｣の束です。趣味で、子どもたちが幼児だった時代のことをあれ

これ記事にして親戚などに配っていたものです。 

 

その創刊号、1988年 12月 31日号にこんな特集記事があります。｢駿介生まれる！今だか

ら話せる駿介誕生秘話、命名＜駿介＞、新入り駿介を大歓迎！｣などと見出しが躍ってい

ます。 

 

A4判 8ページのこの新聞は、当時珍しかった家庭用ワープロを駆使して編集したもの。回

を重ねるにしたがいページ数が増え、5年後には 32ページの堂々たる新聞になっていまし

た。 

 

その新聞が、当時、松下電器産業(現パナソニック)ワープロ事業部の幹部の方の目にとま

りました。そして、当時勤務していた旺文社が主催して｢全国中学生ワープロ新聞コンク

ール｣というイベント運営の形で、仕事として実を結ぶことになりました。 

 

家庭新聞とともに生まれた息子は、プラスエムが創業した 2000年にはまだ小学生でし

た。プラスエムの 10 年は、小学生だった息子が大学 3年生に成長するまでの 10年間でも

ありました。 

 

今日の感謝の会には、手伝いとして息子にも声をかけました。また、当時の松下電器産業
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(現パナソニック)ワープロ事業部長、塙様にもおいでいただけることになっています。ど

のような対面になるのか心配ではあります。 

 

プラスエムは今日をスタートラインに、20周年、30周年に向けて未来を作って行かねば

なりません。しかし今日一日くらい、この 10年を振り返り、あんなことがあった！こん

なこともあった！という思いに浸ることも許されるようにも思います。 

 

意外に好評！「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」 

2010-02-09 11:10:18 | Weblog 

この 10年間お世話になった方々のうちでもごく親しい方にお声掛けして、ささやかに開

催されたプラスエム創立 10周年記念パネル・ディスカッションと感謝の会。主催側の責

任者として晴れがましいひとときでした。 

 

パネル・ディスカッションは、「企業による教育支援活動のあり方と課題」というテーマ

で行われましたが、参加のお客様からたいへん参考になったと好評でした。 

 

感謝の会では、たくさんの方々にスピーチをお願いしました。祝賀会ではなく、ご支援い

ただいたお客様に「感謝」する会なので、「長岡やプラスエムをヨイショすることはダメ

です。10年間のかかわりの中でのエピソードなどご紹介いただけたらうれしいです」と注

文をつけさせていただきました。 

 

その結果、みなさまから懐かしい思い出や感動的なお話をたくさんご紹介いただくことが

できました。 

 

あんなことがあった、こんなこともあったとさまざまな場面が脳裏に浮かびますが、プラ

スエムは未来を作って行かなければなりません。「感謝のことば」の中で、私がその計画

を披露しました。 

 

プラスエムは、「子どもたちのために、がんばる先生を応援する」ことではぶれません

が、そのためのキーワードとして「つなぐ」を掲げました。学校・家庭・地域社会をつな

ぐことがプラスエムの役割と考えるからです。 

 

つなぐために重要なのが「人」。プラスエムは人との出会いを大切にします。人との出会

いを大切にするために、想像力と置き換えることも出来る「思いやり」を大切にします。

以って 21世紀を生きる子どもたちのために「がんばる先生を応援」しますとお話しまし

た。 
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おみやげとして、「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」をお持ち帰りいただきました。

個人的な日記ですから、皆様がどのような感想をもったか心配でしたが、後日たいへん好

評をいただきました。 

 

「おもしろかった！」「一気に読んでしまった！」「長岡さんの人柄がそのまま出てい

た」などの感想メールが続々と送られてきています。 

 

「社長のブログ・プラスエム春夏秋冬」はまだ若干在庫があります。ご希望の方はお問い

合わせください。 

 

 

プラスエムは新事務所での営業を開始しました！ 

2010-03-03 11:17:04 | Weblog 

2010年 3月 1日（月）、プラスエムは営業第 11期のスタートを八丁堀新事務所で迎えま

した。事務所移転の引越し作業に使用した段ボール箱が、あちこちに積み上がったままで

したが、それも午前中にはあらかた片付きました。 

 

新しい事務所は 3面が窓。晴れた日にはまわり中から光が射す感じ。カーっと明るい事務

所です。社長コーナーも明るく広くなりました。 

 

通勤の便もさらによくなりました。地下鉄日比谷線八丁堀駅 A3出口から徒歩 2分。ほ

か、銀座線京橋駅徒歩 5分、都営線宝町駅徒歩 4分、JR京葉線八丁堀駅徒歩 3分、有楽町

線新富町駅徒歩 6分。 

 

日比谷線では八丁堀駅前後の茅場町駅・築地駅からも徒歩 7～8分。さらに東京駅から歩

いても 10分程度で着いてしまいます。 

 

ビルの隣には「京華スクエア」があります。江戸時代には、八丁堀与力・同心屋敷があっ

たという中央区教育委員会の説明版が建っていますが、当時の面影はもありません。今の

建物は元京華小学校当時のまま。 

 

「京華スクエア」には、早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校やハイテクセンタ

ー中央交通事故相談所、京華コミュニティルーム・シルバー人材センターなどが入ってい

ます。 
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その「京華スクエア」4階建てビルは新事務所の南側になります。新事務所は 6階ですか

ら、見下ろす位置にあります。カーっと明るいのは、そうした位置関係にあるからです。

「京華スクエア」を建て替えない限り、新事務所のカーっとした明るさは確保されます。 

 

群成舎ビルはセキュリティがしっかりしています。不審者は入れませんが、プラスエムに

用事のある普通の人は普通に入れますので心配いりません。普通の人とはプラスエムに悪

意のない人のことです。 

 

プラスエムに悪意のない、普通の人は大歓迎です。お近くにおいでの折にはぜひお立ち寄

りください。 

 

 

息子とイスタンブールの旅を計画、前途は多難! 

2010-05-17 07:31:23 | Weblog 

長女の麻衣とあこがれのサマルカンドを旅したのは 3年前のこと。今度は、もしかしたら

長男の駿介とイスタンブールに行けるかもしれません。娘の麻衣との旅は、「社会人にな

る前に」というのが理由でした。同じ理由で息子に声をかけました。 

 

少年時代、大きくなったら行きたい国(都市・地域)がたくさんありました。小学校の図書

室で読んだ世界の歴史に出てくる地名。 

 

そのうちのいくつかには夢がかなって行くことができましたが、行きたい国(都市・地域)

はほかにもたくさんあります。そのひとつがイスタンブール。 

 

20代のころに観た映画の中で、ロシア革命により国外に逃れた貴族の一家が苦難の末にた

どり着くのがこのイスタンブール。貴族の娘は、粗末なアパートのベッドで、朝の祈りの

時間を伝えるアザーンを聞きます。 

 

そのシーンが、ずっと私の頭の中にこびりついていました。オリエント急行の終着駅。ボ

スポラス海峡は東洋と西洋の接点。東西文明の接点であり、紀元前からの歴史の宝庫でも

あります。 

 

その貴族の娘のように、異文化の中に放り出され、戸惑い歴史の波に飲み込まれていった

人々。イスタンブールには、そうした人々の体臭が感じられるようなイメージがありま

す。 
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さっそく｢地球の歩き方：イスタンブールとトルコの大地｣を買いました。本を広げて悩み

は深くなりました。イスタンブール以外にも錦林地域には行ってみたいところがたくさ

ん。カッパドキア、トロイ、ハットウシャシュ（ヒッタイトの遺跡）などなど。 

 

「研究するように！｣と、駿介に「地球の歩き方」を 2,3日貸しました。それを読んだ駿

介。｢行きたいところがいっぱいあるから別々に行こう!｣だって。私が 1週間程度しか日

程が取れないことを計算してのこと。 

 

さてどうなることやら。親子で行くイスタンブールの旅は 9月に予定しています。 

 

 

生きる力を大地から学ぶ!子どもたちの農業体験を市村自然塾に取材! 

2010-05-23 12:00:56 | Weblog 

山が間近に迫り、鳥が鳴き小川が流れ、夜は真っ暗闇につつまれ空には満天の星。そんな

自然にあふれていて、しかも都心から 1時間以内。そこに畑を開いて都会の子どもたちに

農業体験をさせる。 

 

｢夢のような｣夢が実現して実際に子どもたちが寝泊りして汗を流しています。市村自然塾

がそれ。小田急線新松田駅から車で 15分ほどの山の中にあります。22日土曜日、誘って

くれる人があって見学にいってきました。 

 

新緑のこの季節、山々は明るい緑や常緑樹の濃い緑などさまざまな緑につつまれて盛り上

がって見えます。このところ少々疲れ気味の私にとって、癒しの一日でもありました。 

 

市村自然塾は、リコーおよびリコー三愛グループ創始者市村清氏の生誕 100周年を記念し

て 2002 年に設立されたと聞きました。この手の施設によく見られる、設立者の銅像だの

くどくどしい説明書きなどが一切ないところに好感を持ちました。 

 

ただ一点、設立者がこだわったのは、冒頭に書いたように子どもたちに自然のありがたさ

を感じさせることの出来る立地条件のみ。 

 

今でこそ生まれも育ちも都会人のような顔をして大都会で暮らしていますが、もともと私

は群馬の農家で育った人間。土のにおいや直火のにおいに幼い日の原体験があります。 

 

好天に恵まれたこの日、到着したときにはすでに子どもたちは炎天下の畑でサツマイモの

植え付けなど農作業に汗を流していました。3月から 11月まで、小学校 4年生から中学校
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2年生までの男子 28 人、女子 28 人が交互に週末 2泊 3日をすごします。 

 

3月から 11 月まで、週末 2泊 3日の農作業を 18回行います。その間に 20種以上の野菜を

植えつけ管理しそして収穫します。今週は女子の第 5ステージ(18回のうちの 5回目)。 

 

見学では、教育新聞の記者として記事を書く役目も負っていましたので、3人の子どもた

ち(小学校 5～6年生)にインタビュー。小学生が単身で参加しているわけで、きっとホー

ムシックや不便な生活がいやになることもあるだろうと思い、そうした本音を聞いてみよ

うと思いました。 

 

しかし返ってきた答えは、｢みんなといっしょの生活が楽しい｣｢達成感がある｣など前向き

なものばかり。いいなあ！結論としての感想。わが子にも参加させたかった!もう手遅れ

ですが。 

 

昼食のとき、ひと言挨拶をということだったので、｢みんなは今、貴重な体験をしている

わけでとても幸せ者です!お世話してくださる人たちへの感謝の気持ちを忘れないでくだ

さい｣と話しました。 

 

しかし、市村自然塾では、ふだんから「おかげさま」という気持ちをとても大切なことと

して指導しています。私のあいさつは子どもたちにとって当たり前のことだったかもしれ

ません。 

 

私が書いた市村自然塾取材記事は教育新聞 6月中旬発行号に掲載される予定です。 

 

姨捨棚田(プラスエムオーナー田んぼ)の田植えに総勢 12人!! 

2010-06-01 17:21:41 | Weblog 

田植えは雨でも延期にはなりません、でも、雨の中で田植えをするのはいやだなあ!ゲス

トの皆さんもきっと雨の中での田植えは想定していないはず。そして嫌がると思います。 

 

しかし、そんな心配をよそに、姨捨棚田の田植えは今年も絶好の田植え日和に恵まれまし

た。絶好の田植え日和とは、暑くもなく寒くもなく、強い日差しをさえぎる雲があって、

しかも雨が降らないこと。 

 

さえぎるもののない田んぼでのこと、この季節の強い日差しをもろに浴びては、これまた

楽しくないからです。昨年に引き続いて 2回目の田植えに行ってきました。 
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出掛けに、私の車のフロントガラスに、放置車輌確認標章(駐車違反)を貼られてしまいま

した。出鼻をくじかれるとはこのこと。 

 

会社の前のパーキングメーター。土日は無料開放とばかり勘違いしていました。早朝に駐

車したときは作動していなかったので、すっかり勘違い。無料開放は日曜日だけでした。

とりあえず違反シールを剥がして、何もなかったことにして出発しました。 

 

今年のメンバーは総勢 12人。でも総監督の私をはじめ、助監督とカメラマンが 2名ずつ

と、作業の役に立たない人が半分くらい。そのため作業には困難が予想されましたが、意

外や意外、昨年よりも順調に進み 1時間足らずで終了しました。 

 

終わってみると、まわりの田んぼと比べてみてわが田んぼの苗はどこか頼りなさそう。水

面に出ている葉が右に左に風にゆれています。 

 

頼りなさそうな苗ですが、2週間も経つと立派に伸びて、田んぼの水面を青々とした緑が

覆うことになります。同時にあぜ道の雑草も伸びて、やがて草刈り作業が待っています。 

 

今年こそカカシを立てます。9月の稲刈りが楽しみです。 

 

 

11時半、ランチタイムは重要な時間!! 八丁堀界わいのランチ情報 

2010-06-04 08:22:40 | Weblog 

町奉行与力・同心の町八丁堀。オフィス街でもあり、ランチタイムにはどの飲食店も大賑

わいとなります。飲食店だけでは収容しきれず臨時のお弁当売りも多数出るほか、飲食店

以外の軒先にもお弁当が。 

 

4：30起床、5：10朝食、会社到着 5：40。一年を通して朝が早い私にとって、11時半の

昼食時間は不変。プラスエムでは、社長のランチタイム 11：30は侵すべからざる時間で

す。 

 

11時半になると、待ちきれないように、今日のランチを求めて八丁堀界わいに繰り出しま

す。うなぎの「宇奈とと」はプラスエム所在地の目印にもなっていますが、看板や幟の写

真がとても不味そうなので入ったことはありません。 

 

人気のお店には行列ができますが、並ぶのが嫌いな私は行列ができるおいしいお店と空い

ているお店があったら迷わず空いているお店に入ります。しかし、11時半なら相当おいし
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いお店にもまだ行列は出来ていません。 

 

2軒例外があります。徒歩 4分ほどの亀島橋脇にあるパスタの「マイヨール」。ここは 11

時半にはすでに行列が出来ています。1回だけ入りました。メニューから選んだのは、あ

さりとしめじのガーリック味。確かにおいしかったけど、11時半から並んで食べるほどで

はありませんでした。 

 

もう 1軒の例外は、旧新川事務所の近くにある「牛幸」。11時半過ぎから行列が出来てい

るのをよく見かけますが、ある日 11時半過ぎに食べに行ったら列がありません。しかし

入ろうとすると「満員です」とのこと。 

 

「いったい何時から開くのですか?」と聞くと、11時半からとのこと。何と 11時半のオー

プンとともに満員になるお店でした。お肉料理のお店で、ランチはハンバーグが人気。し

かし、量が多いだけでお味はそれほどでもありませんでした。 

 

11時半にはまだ行列がありませんが、12時近くになると行列が出来るお店ならほかにい

くつもあります。その一つが長崎チャンポンのお店。チャンポン麺を注文してビックリ!

どんぶりの上に山のような野菜炒め。 

 

結局、上に乗った野菜炒めだけで満腹。どんぶりの下にある麺には到達しませんでした

が、野菜炒めを食べているうち外には行列が出来ていました。 

 

八丁堀界わいには、かつおのタタキ定食、サバ塩焼き定食、ラーメン、おそば、中華料

理、牛丼、親子丼なんでも食べられるお店が点在しています。11時半が待ち遠しい！ 

 

 

最近、人前で字を書くことが怖くなりました! 

2010-07-01 10:56:35 | Weblog 

パソコンで仕事をするようになって漢字が書けなくなりました。手帳にメモするとき、漢

字が出てこなくてイライラします。その頻度が高くなりました。手帳にメモするときなら

イライラで済みますが、人前でのメモなら恥をかきます。 

 

先日、市村自然塾で農業体験をする子どもたちを取材しました。直接小学生に話を聞きま

したが、最後に名前を聞いて、さあ困りました。「お名前は?」「○○りかです。るりい

ろ（瑠璃色）の“り”と“夏”で、りか（璃夏）と読みます」と。 
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手帳には「るり、なつ」とメモしました。あとで調べればわかるだろうということで。瑠

璃色の璃なら書けない人のほうが多いかもしれないからそれほど恥ずかしくありません

が、これが誰でも書けるような漢字ならけっこう恥ずかしい。 

 

そうした恥ずかしい経験を何回か繰り返して、その場で字を書くことがすっかり苦手にな

りました。その分、人前でもすらすら書ける人を尊敬します。 

 

プラスエムは群成舎ビル 6階。「群成舎」を口頭で説明すると「群馬の群、成功の成、校

舎の舎」ということになりますが、ほとんどの人が私の前で書き取ります。 

 

目の前で書き取ってもらう場面として、領収書の宛名があります。お店のレジでお金を支

払った後、領収書をお願いすると「宛名は?」と聞かれます。「前株で、カタカナでプラ

スエムとしてください」。 

 

プラスマイナスのプラスとエム、カタカナ 5文字ですと説明してもなお、「プラス M」と

書かれたり「プラスエヌ」となったり、「プライムエム」になったりします。 

 

極めつけは、盛岡駅のキオスクでのこと。「まえかぶで～、カタカナでプラスエムとして

ください」とお願いしたら、なんと領収書の宛名欄に「まえかぶで…」と書き始めてしま

いました。 

 

難しい漢字でなくても、人前で字を書くことは大変なことです。恥ずかしい経験を繰り返

した結果、とりあえずできるだけ人前で字を書くことは避けたいと考えています。 

 

 

ひと足早い夏休み、山の空気に触れてきました! 

2010-07-24 08:40:34 | Weblog 

猛暑が続きます。思えば夏らしい夏を仕事以外で体感するのは数年振り。都会の猛暑から

逃れることだけが目的ではありませんでしたが、久しぶりに山に登りました。 

 

群馬県側から新潟県に向けて流れる清津川。深い渓谷を流れる急流。その渓谷を群馬県側

から下る途中に、私の好きなポイントがあります。急流のほとりのわずかなガレ場。 

 

杉林やブナ林を 2時間程度歩いてようやくたどり着きます。数年ぶりのガレ場はすっかり

姿を変えていました。ときどき起きるであろう鉄砲水が、直径 1メートル以上あるブナの

枯れ大木を見上げるほどの斜面に置き去りにしていたりします。 
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急流の音に混じって、ウグイスやかっこう、さまざまな鳥の声。せみも鳴いています。と

きどき聞こえるヒグラシもグッと迫る鳴き声を聞かせてくれます。 

 

汗でぐっしょりのシャツやソックスなどを石の上に広げて、焚き火のための枯れ枝を捜し

ます。一見燃やせるものは何もないように見えますが、鉄砲水は意外なところにさまざま

な燃料を置いていってくれます。 

 

石の間に挟まった小枝を根気よく集めると、たちまち一抱えにもなります。湿った枝もい

っしょに乾かしながら燃やします。懐かしい直火のにおい。まわりの深い緑、高い空、脇

を流れる急流、そして焚き火の煙。 

 

日常の世界とは違う時間が流れます。わずかなその時間に身を浸すことが目的でした。そ

の時間はほんとうにわずか。昼を過ぎて出てきた入道雲を見上げながら早々に帰り支度を

始めました。 

 

ブナの森は貴婦人にたとえられます。優美な肌の大木が颯爽と立ち並ぶ森は、艶めかしく

気高い貴婦人を思わせます。そういう道を通り抜けて現実の世界に戻っていきました。あ

と 3年くらいがんばれそうな勇気をもらって。 

 

下界の前橋市ではその日、最高気温 39度を記録したとのことでした。 

 

 

息子といっしょ、イスタンブールの旅まであと 1ヶ月余り 

2010-07-29 12:41:49 | Weblog 

塩野七重の｢コンスタンチノープルの陥落｣を読みました。ビザンチン帝国の首都だったコ

ンスタンチノープル(イスタンブール)を、オスマントルコの王メフメト 2世が奪還する物

語。コンスタンチノープルの陥落は 1453 年のこと。以後コンスタンチノープルはイスタ

ンブールと呼ばれることになりました。 

 

9月 6日出発の、イスタンブールの旅に向けて準備を進めています。｢コンスタンチノープ

ルの陥落｣を読んだのもその一環。イスタンブールの名所旧跡がこの本のなかに頻繁に出

てきます。 

 

当時、世界一堅固な城壁と言われた 3重構造の大城壁もその一部が現存しています。犠牲

を厭わず大群で攻め寄せるトルコ軍、それを迎え撃つキリスト教陣営連合軍。時間があっ
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たら、その舞台となった水陸の古戦場にも足を運びたいと思います。 

 

同行の駿介とはなかなか意思の疎通が図れません。プラスエムを長く離れられない身とし

て、旅行はどうしても駆け足のスケジュールとなります。駿介にしてみれば、資料を調べ

るほどにあそこにもここにも行きたいと欲が出ます。 

 

挙句の果てに、｢別行動にしよう！｣などと言い出す始末。前途多難です。イスタンブール

に到着する 9月 6日はイスラムの断食月ラマダーンの最中。私としてはお酒にありつける

かどうかが大きな関心事です。 

 

ラマダーンは 8日に終わりますが、その後の 3日間シュケルバイラムというお祭りがあり

ます。だれとでも頬を重ねて「イーバイラルラム」と挨拶をするのだそうです。｢ラマダ

ーンが終わってよかったね｣というような挨拶ということですが、上手にできるかちょっ

と心配。 

 

まだまだ先と思っていたイスタンブールの旅まで 1ヶ月と少し。関係者やスタッフに迷惑

をかけることのないよう、不在中の仕事にも万全を期します。 

 

 

 

 

子どものころの「夏休みの宿題で人生が決まる」!? 

2010-08-11 16:59:49 | Weblog 

月刊文藝春秋９月号に｢60人大アンケート、夏休みの宿題で人生が決まる｣という特集記事

があり、興味深く読みました。社会人になって「期限ぎりぎりにならないと仕事を始めら

れない人」、「抱えている仕事はどんどん片付けないと不安という人｣、この違いはどこ

に源を発するか?それは｢夏休みの宿題にある｣というわけ。 

 

誰しも身に覚えのある子どものころの｢夏休みの宿題｣。特集では、①7月中に終わらせて

しまう先行逃げ切り型、②毎日少しずつやる｢コツコツ積み立て型｣、③最後の数日で一気

に終わらせる｢まくり型｣、④その他複合型に分けて、著名人 60人に回答してもらってい

ます。 

 

私は紛れもない先行逃げ切り型でした。宿題が配布されたその日の夜から作業を始め、極

端な話、終業式の日（夏休みが始まる日）には半分くらい終わっていたという記憶もあり

ます。 
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この性格は 50歳代後半にいたってもまったく変わりません。難しい企画立案の課題で

も、締め切りに関わりなくその日のうちにできる範囲で骨子を組み立ててしまいます。あ

とは時間を要する資料探しや情報探しを残すだけ。 

 

「先行逃げ切り型」の特性について編集部では、「現代のビジネスにおいては、起業する

にしろ新しいプロジェクトを始めるにしても周到な準備が欠かせない。先行逃げ切り型

は、市場の動向の先を読み、慎重にリスクを想定した上で…」とビジネスマンに欠かせな

い特質を持っているかのように分析します。 

 

しかし、本当のことを言うと自分の場合「先行逃げ切り型」というより、イソップ寓話に

出てくる「ウサギと亀」のウサギに似ていなくもありません。先行逃げ切りで逃げ切って

しまえばよいのに、宿題のめんどうな部分 5％くらいは残していて、それが結局最後に命

取りになる、こんなパターンが多かったのです。 

 

夏休みは朝から晩まで裏の川で遊ぶことが日課でした。この忙しく休みなしの日課を確保

するために「宿題なんかやっている暇はない！」ということが先行逃げ切り、夏休み開始

早々に宿題を片付けてしまう理由でした。 

 

｢存分に遊ぶためにやるべきことは早くやってしまう、というのが現在に至るまで僕の流

儀です｣(田原総一朗)、｢7月中にはすべて終了｣（内舘牧子)、｢最初の 1週間でほぼ終了｣

（川崎徹）、｢だいたい 7月中には終了していたから、8月は遊びまくり、ほとんど勉強し

た経験がない」（鳩山邦夫）などが、ほんとかうそか私と似た答え。 

 

 

子どもたちが宿題をやってきてくれたか気になります 

2010-08-26 08:32:18 | Weblog 

都内の一部の小学校で、1週間ほど前倒しして 2学期が始まりました。足りない授業時間

数を確保するためです。子ども時代の自分ならさぞかし不満だったことでしょう。 

 

長い夏休みの終わりころというのは、ヒグラシの鳴き声とともに何かもの悲しい気持ちに

なった記憶があります。まだまだ遊び足りないものの、学校が始まると近所の子どもたち

の社交場でもあった裏の川には人影がなくなります。この段階で仕上がっていない宿題に

も気が重くなったものです。 

 

プラスエムでは、子どもたちのその宿題を期待した作品募集をたくさん運営しています。
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｢住みよい地球｣をテーマにした作文コンクール、「紙のリサイクル」をテーマにポスタ

ー・スローガン・作文を募集するもの、インターネットを使って調べた作品を募集するも

の。 

 

それから、「海や船」をテーマにした自由研究を募集するもの、「エコ」をテーマに絵日

記を募集するものなどです。そういうわけで、子どもたちがちゃんと宿題をやってきてく

れたか気になります。 

 

来年 4月から全面実施される新学習指導要領の中では、ゆとり教育の反省から授業時間数

が増えます。しかし、国語や社会科のような正式な教科以外、子どもたちに学んでほしい

ことはたくさんありますので、まだまだ時間が足りません。 

 

環境教育・食育・エネルギー教育・キャリア教育・消費者教育などは正式な教科ではあり

ませんが大変重要な学習です。ほかにも国際理解や福祉、ものづくり、ESD教育（持続可

能な発展的学習）など数多くあります。 

 

プラスエムが関わる仕事の多くは、その正式な教科以外の学習に関するものです。限られ

た授業時間の中にいかにして目指す学習を取り入れてもらい、クライアントの期待に応え

るかが勝負。 

 

企業の取り組みに関連した学習を都合よく学校で受け入れてもらうことはかんたんなこと

ではありません。そこに、プラスエムが持つ先生方とのネットワークやノウハウを活かし

ます。 

 

しかし、企業の取り組みであっても、絶対にしてはいけないこと、またしなくてはいけな

いこと、そういうことをきちんと把握して調整すればたいがいのことができます。できる

ようにするのが教育コーディネーターであるプラスエムの役割と考えています。 

 
 
イスタンブールで、東洋から西洋にひと走りしてきます! 

2010-08-28 10:18:47 | Weblog 

連日の猛暑ですが、出勤経路である自宅近くのベルモント公園の片隅にコスモスが一輪、

風に揺れていました。残暑が厳しいとはいえ、秋が少しずつ近づいていることに安心しま

した。 

 

まだまだ先のことと思っていましたが、約 1週間後の 9月 6日にイスタンブールに向けて
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出発します。息子の駿介との 2人旅。たった 8日間ですが、私にとっていい年をしてのバ

ックパッカーを気取った旅です。 

 

バイトに忙しい息子とは顔を合わせることもまれで、打合せもろくにする暇がありませ

ん。どこに行って何をするかほとんど話し合っていませんが、実は打合せを避けていると

いう面もあります。 

 

というのも、あそこに行きたいここに行きたいで息子と意見が対立したら、「じゃあ、別

行動にしよう!」と言われることをどこかで恐れているからです。そんなこともあって、

打合せは飛行機の中でということになっていますが、そのあたりけっこう不安。 

 

2年前に娘の麻衣と訪れたサマルカンドがシルクロードの｢真珠｣なら、コンスタンチノー

プルと呼ばれていたイスタンブールはシルクロードの「終着駅」。見たいもの行きたい所

がてんこ盛り。 

 

そんな中、イスタンブールでチャレンジしたいことがあります。西洋と東洋を分けるボス

ポラス海峡。そこに架かるボスポラス大橋をジョギングで渡ること。私にとって一番の楽

しみです。 

 

8月に入ってかなりの円高が進みましたので、早々に必要なドルを買ってしまいました。

ところが、円高はさらに進み現在 1ドル 85円前後。すでに差損が出ています。世の中う

まくいかないもの。 

 

8日間留守をするプラスエムには何の不安もありません。スタッフがしっかり守ってくれ

ることになっているからです。時差７時間、サマータイムでマイナス 1時間なので、イス

タンブールの夕方 6時がプラスエムの昼 12時。お酒を飲んで酔っ払ってしまう前に電話

をしようと思います。 

 

ちなみに、私が会社を 8日間も留守にするのは創業以来初めて。 

 

 

パスポートがない!! トラブル続きのトルコの旅 

2010-09-18 16:00:40 | Weblog 

イスタンブールに行ってきました。旅はトラブル続きでした。一番の目的だったボスポラ

ス海峡を東洋から西洋に走って渡る夢も果たせませんでした。ボスポラス大橋は自動車専

用橋。そもそも歩道はなかったのです。 
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マルマラ海に臨むトプカプ宮殿の城壁沿いを走ることで自分をごまかしました。6：55頃

マルマラ海から昇る朝日の感動は、自分をごまかすのに十分でした。 

 

途中、パスポートを紛失しました。ローマ帝国時代からの温泉保養地、パムッカレにある

ヒエラポリス遺跡を見学中そのことに気付きました。 

 

何気なくザックを探っていて、それに気付き｢駿、お父さんのポスポートがない!お前知ら

ないか?｣息子の駿介も自分のバッグをさぐって、｢自分のしかない!｣そして、迷惑顔で｢し

っかりしろよ!昼間から酒ばかり飲んでるからだよ｣と。 

 

見学を終えてパムッカレ村に戻り、預けていた荷物を確認しましたがやはりありません。

しかしここで重要な事実が発覚しました。駿介が持っていたのは私のパスポートでした。 

 

ここで、だいたい状況が判明しました。昨夜宿泊したホテルにチェックインした際、フロ

ントに置き忘れてきたのです。つまり、チェックインの手続きをした駿介は自分のパスポ

ートだけを提示したつもりでしたが、となりで私も提示を要求されたのです。 

 

手続きが終わりフロントのデスク上に返却されたパスポートを、駿介は自分の物(実は私

のものだった)だけ回収し、私は手続きをした駿介が当然 2人分回収したものと思い込ん

だのです。 

 

さっそく、昨夜宿泊したカラハユットのグランドマルデンホテルに駿介が電話してみたと

ころ、幸いありました。九死に一生を得た思いで、タクシーで回収し一件落着となりまし

たが、何かすっきりしません。 

 

チェックインの際フロントに置き忘れていたわけで、ならばフロント係はなぜ知らせてく

れなかったのか、チェックアウトの際返すことは出来なかったのか、気の利かなそうなフ

ロント係の顔を思い浮かべて腹が立ってきました。 

 

そのあと、今度は携帯電話が見つからなくなりました。荷物をひっくり返し、必死になっ

て探しながら考えました。パスポートの件もあるし携帯電話がないといったら駿介がなん

と言うか。 

 

また、「昼間から酒ばかり飲んでるからだ」と言われるに決まっています。ランチのとき

ビールを少し飲むだけなのに、それを見ていた駿介は苦々しく思っていたのでしょう。 
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いくら探しても見つかるはずはありません。携帯電話は穿いている短パンのお尻のポケッ

トに入っていました。 

 

 
イスタンブールの旅（失敗編２） 

2010-10-10 10:31:24 | Weblog 

帰ってから、テレビの旅番組でトルコを紹介した映像を 2回ほど観ました。イスタンブー

ルの街角やカッパドキアなど心当たりの映像が紹介されると、思わず「ああ、あそこに行

った!」「あれはガラタ塔だ!」などと叫びたい気持ちになります。 

 

同時に、「あそこに行けばよかった!」「あそこには行ったけど、あれは見てこなかっ

た」、「あんなおいしそうな料理があったのか！」など、くやしくなったりもします。出

かける前に観ておけばよかったと思う映像もあります。 

 

そのひとつが、軍事博物館。世界有数の規模で、オスマン帝国時代の武具など 5万点が収

蔵されているということ。その見ごたえは、トプカプ宮殿の宝物庫の豪華絢爛さから想像

するに余りあります。 

 

行けなかった事情は、同行の駿介にも責任があります。タクシーの運転手への説明が不完

全だったと思われ、連れて行かれたのは実は海事博物館でした。タクシーの運転手は「軍

事博物館に行きたい」という駿介の説明から、行き先を海事博物館と勘違いしたのでし

た。 

 

海事博物館には、オスマン帝国時代を中心に海軍関連の資料や写真が豊富に展示されてい

ました。その中に、エルトゥールル号の遭難をテーマにした一室がありました。 

 

エルトゥールル号の遭難とは、オスマン海軍の軍艦エルトゥールル号が、明治 22年日本

を親善訪問した帰路、和歌山沖で台風に遭遇して遭難した事件のこと。 

 

このとき、地元の漁民たちが不眠不休で救助に当たり、また明治天皇以下全国から多額の

義捐金が送られるなど、国を挙げての手厚い対応が取られました。このこともあり、トル

コは今でも日本びいきの国のひとつです。 

 

エルトゥールル号遭難の部屋には、東郷平八郎はじめ明治の顕官とトルコ海軍提督の記念

写真などが展示されていました。説明文が読めなかったので、何の写真かは不明ですが。 
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駿介が間違ったおかげで海事博物館を見学することが出来たわけですが、肝心の軍事博物

館は見逃しました。ちょっと考えればわかりそうなものですが、そのときはエルトゥール

ル号の遭難の資料に接し、感動が先でした。 

 

 

数々の出会い、教育新聞創刊 35 周年感謝の集い 

2010-11-28 08:40:20 | Weblog 

教育新聞創刊 35周年感謝の集いに招かれました。プラスエムにとって教育新聞は、親の

いない子どもにとっての「めんどう見のいい伯父さん｣のような存在でした。今プラスエ

ムが存在しているのは間違いなく教育新聞のおかげ。 

 

18：00開会に遅刻しそうだったので、文字通り走って駆けつけました。なかなか汗が引か

なくて困りました。そんななか会が始まりましたが、司会進行は、前夜もいっしょだった

齋藤編集局長。ちょっと緊張気味でした。 

 

来賓はそうそうたる方々。高木文部科学大臣は欠席でしたが、事務次官が祝辞を代読しま

した。ほか、なじみの先生方ばかり。全国連合小学校長会向山会長や元文部大臣の有馬朗

人先生も祝辞を述べました。 

 

有馬先生は今年文化勲章を受けられ、ますますお元気。ひとことご挨拶したいと思い、人

波を掻き分けましたが、400 人であふれかえった会場では思うように前に進めません。 

 

まず、日本海事広報協会の吉田前理事長と目が合いました。ご無沙汰をお詫びしながら、

懐かしい話に花が咲き、いっしょにおられた社団法人燈光会山田会長を紹介していただき

ました。燈光会というお名前から｢燈台｣の関係団体でしょうか。 

 

さらに進むと、元勤務の旺文社の担当者に出会いました。ここでもご無沙汰を詫びなが

ら、かつての同僚の懐かしい話を聞くことができました。有馬先生とはあと 10メートル

という位置で、今度は後ろから肩をたたかれました。 

 

私の肩をたたいたのは、数日前学校を訪問してお目にかかったばかりの、江東区立八名川

小学校手島校長でした。手島校長は ESD(持続可能な発展的学習)教育の先駆者で私とは 10

年のお付き合いの方。 

 

手島校長が今年春まで勤務していた江東区立東雲小学校は、ユネスコスクールとしての活
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動が全国的に高い評価を受け、NPO法人日本持続発展教育推進フォーラムの「持続発展教

育（ESD）大賞」を受賞したばかり。 

 

パーティーの司会進行、教育新聞齋藤編集局長も手島校長も言うなれば私のお仲間。手島

校長からは、ESD教育の元締め、ユネスコアジア文化センター島津事務局長をご紹介いた

だきました。 

 

プラスエムが進めている｢チャレンジ 25学校チャレンジャー｣の話をしたところ、すっか

り意気投合。手島校長、島津事務局長の 3人でワイン 3杯分の熱い話を交わしましたが、

そのころには、もう有馬先生のお姿は見えなくなっていました。 

 

しかし、得がたい方々との出会いに満足。しかも、ここで教育新聞前社長の望月さんも話

に加わり、｢チャレンジ 25学校チャレンジャー｣推進のために、東京学芸大学名誉教授佐

島群巳先生にもご挨拶できました。 

 

佐島先生は環境教育の大御所的な存在。5 年ほど前、望月社長の紹介でお目にかかったこ

とがあります。今年 81歳とのことですが、ますますお元気。近日中に大学にお伺いする

約束をさせていただきました。 

 

結局、料理はまったく口に出来ませんでした。貴重な出会いの数々に、背中に汗をかき通

し。おなかは空きましたが、ほんとうに行ってよかったと思えるパーティーでした。 

 

なつかしい 1993年わが家の年賀状を発見しました! 

2010-12-30 13:32:37 | Weblog 

2010年もあと１日で終わろうとしています。大晦日の、静かな事務所で一人残務をこなし

ています。会社創業以来変わらない年末です。今年は 1月 18日に創業 10周年を迎え、2

月に感謝の会と記念のシンポジウムを開くことができました。 

 

八丁堀に事務所の移転も果たしました。まさに順風満帆と人様には思えるかもしれません

が、実は創業以来の経営危機の年でもありました。経営者の私に「靴をはいたまま眠る」

覚悟がなかったら、今年だけでも 2回くらい倒産していたかもしれません。 

 

幸運も重なって、何とか年を越すことができます。そして年末にこの 1年を振り返ると、

よいことも悪いことも足して平均すると「まあまあよい年だった」と思うことができま

す。幸せなことです。 
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年末に書類を整理していて、古い年賀状の書き損じを見つけました。1993年のわが家の年

賀状。「あけましておめでとうございます。昨年 11月 29日、つくばマラソンに挑戦、自

己最高の 3時間 55分で完走しました。オリンピックで活躍した谷口選手や森下選手の倍

ほどかかったわけですが、ゴールの感激はいっしょです。」 

 

「約 4時間の長丁場、疲労困憊でゴールした私に、長男の駿介からひと言『父ちゃん遅か

ったぞ!』。勝手に優勝を期待していた長女の麻衣からは『かっこよかったから許してあ

げる（優勝できなかったけど）』と過分な言葉」。 

 

「妻は何も言いませんでしたが、そのようすから、今年 1年のジョギングライフに心から

応援してもらえそうな感触が得られました。さて、男 40歳、本厄の年頭に当たり、まさ

に 42キロのスタートラインに立つ思いで気を引き締めているところです。今年もよろし

く…」 

という内容です。 

 

麻衣 7歳、駿介 4歳。あれから 20年近く経つわけです。走ることに夢中になっていたこ

ろや、家族 4人がいつもいっしょに過ごしていた時間を懐かしく思い起こしました。 

 

年が明けて 4月には、息子の駿介は社会人になります。これで 2人の子どもが扶養家族で

はなくなります。生活は楽になるかもしれませんが、私にとって、会社経営以外で夢中に

なれる新しい目標が必要になるのかもしれません。 

 

2011年は私にとって節目の年になる予感がします。 
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