
2011年、今年の目標は『人との出会い』を大切にすること 

2011-01-02 13:57:26 | Weblog 

2011年、明けましておめでとうございます。 

 

2006年 3月にオープンしてから、「プラスエム春夏秋冬」はまもなく 5年となります。う

れしいことや楽しいことは控えめに、辛いことや悲しいことは笑いに紛らわせて、そのと

きどきのことを綴ってきました。 

 

それを昨年 1月、創立 10周年の記念のひとつとして出版しました。全投稿の 3分の 1く

らいを収録しましたが、編集に悪戦苦闘。読み返してみると、誤植はある、意味の通じな

い文章あり、時間の経過とともに都合の悪い内容だったり、「僕」や「私」など、表記が

バラバラだったりします。 

 

そうした部分を削ったり修正したりして、ようやく 200頁ほどにまとめたものです。読ん

でくれそうな人を選んで差し上げましたが、まだ若干在庫があります。ご希望の方はお申

し出ください。読んでくれることを条件に無料で差し上げます。 

 

さて、2011 年の年頭に当たって思うことがあります。創立 11年目を迎えるプラスエム、

数年後に還暦を迎える長岡稔。ふたつに共通する目標を探していました。そして見つけた

のが「人との出会い」です。 

 

昨年暮れに読んだ、「老いの才覚（ベスト選書）」の中で、著者の曽野綾子さんは次のよ

うに言っています。「人生の豊かさは、どれだけこの世で『会ったか』によって図られ

る」。 

 

曽野綾子さんが言う、人と出会うということは、単にきれいな人と話したとか、地位の高

い人と同席する機会があったということではないのです。こういう人もいるのかと心から

触れ合うことです。 

 

心が震えるようなよい出会いはもちろんですが、2 度と会いたくないという不幸な出会い

も含めての「人との出会い」です。そういう意味で、思えばこれまでどれだけに人と会う

ことが出来たか？茶の湯で言う『一期一会』に通じるものがあります。 

 

ずいぶんもったいない出会いがたくさんありました。これからは、一つひとつの出会いを

大切にしていきたいと考えます。プラスエムと長岡稔に共通する目標「人との出会い」。 
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一人でも多くの人との出会いを楽しみに、また目標に日々を生きることに決めました。荒

川の土手で拝した初日の出でもそのこと誓いました。さあ、この 1年、どんな出会いが待

っているかワクワクします。 

 

 

プラスエムの 11回目の決算 

2011-02-01 12:42:30 | Weblog 

2月になりました。今月でプラスエム営業 11期目が終わります。つまり今月は決算月で

す。2010年 3月から 1年間の売り上げに対して経費がいくらかかったか。いくら儲かった

か、いくら損したかその結果が数字で出ます。 

 

実際に結果が出るのは、顧問税理士の鴨狩さんが資料をまとめて報告をしてくれる 3月末

ごろになります。しかし、プラスエムは小さい会社ですから、社長である私にはこの時期

になるとおおよその見当がつきます。 

 

プラスエムの歴史を紐解くと、信じられないことですが創業から営業 10期目の決算まで

で一度も赤字を出していません。その意味では超優良会社と言えるかもしれません。 

 

しかし、超優良会社というイメージからは程遠く、超すれすれの黒字だったりします。倒

産確実と思われたとき、たまたまうれしい仕事が入ってきて一発逆転ホームランだったり

したこともあります。 

 

その意味では運のいい会社です。今回の決算もぎりぎり滑り込みセーフということになり

そうです。 

 

神様仏様に何か祈るとき、私は「会社がつぶれませんように」と祈ることにしています。

「儲かりますように」「商売繁盛」などとは祈りません。会社がつぶれないことが、私の

唯一の願いだからです。つぶれないで、しかも儲かったとしたらそれは欲張りすぎ。 

 

つぶれないでいれば毎日会社にこられます。そうです、会社が唯一の生きがいである今、

会社がなくなることほど恐ろしいことはありません。行くところがなくなってしまいます

から。 

 

はやぶさに襲われないように、水面スレスレをよたよた飛んでいく渡り鳥のように、プラ

スエムも悪い人にだまされたりしないように、注意深くいつまでも飛び続けます。 
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母が亡くなって 1年 3ヶ月経ちました 

2011-02-02 17:25:11 | Weblog 

母が亡くなって 1年と 3ヶ月が過ぎました。母が生きていたときとまったく変わりなく

日々の生活が継続しています。でも、この 1年 3ヶ月の間に、私の中では大きな心境の変

化があったように思います。 

 

疎ましく思って、会ってもろくに話もしなかったそれまでの自分。突然、脳梗塞で倒れ

て、意識が戻らないまま病院のベッドに横たわっていた約半年間。もはや意識のない母を

見舞うたびに、罰当たりだった日々を詫びることもできないことに取り返しのつかない思

いでした。 

 

しかし、何度か見舞うたびに、意識は戻らないものの病院に行きさえすればいつでも会え

る、永遠にそこにいてくれるような気さえしたものでした。だから、スケジュールを調整

して、東京から 100キロ離れた病院を訪れることは、私の楽しみの一つにもなっていまし

た。 

 

そしてついに訪れた母の死。意識はなくても生きている母親に会えた日々のなんと幸せだ

ったことか。母をおくる儀式の 2日間は、まだその延長でした。 

 

「もうこの世に母は存在しない」という現実を思い知らされたのは、それからしばらく経

ってからでした。私のことを心配する母や、私の行動を嘆く母はもうこの世にいません。 

 

母が亡くなって 1年 3ヶ月。恥ずかしながら涙もろくなりました。生きているときより母

の存在を意識するようになりました。何か出来事のたびに母が知ったらなんと思うか意識

します。 

 

小学校 5年生のときそろばん塾に通っていました。そのそろばん塾は電車で 1駅の場所に

ありましたが、ある日おなかがすいて帰りの電車賃を買い食いで使ってしまいました。 

 

暗い夜道を線路伝いに歩いて帰りましたが、途中の鉄橋を渡っているとき電車がやってき

ました。星明りがあったようにも思いますが、薄暗い鉄橋を急いで渡り切るのは危険と判

断して、そのまま線路にぶら下がって電車をやり過ごしたことがありました。 

 

悪いことはたいてい母にばれたものですが、このことだけはずっとばれず、今でも私だけ
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の秘密です。こうしたことをふと思い出す時間は、私にとって決して不快なことではあり

ません。 

 

 
会社で一人雪見酒は空振り 

2011-02-13 13:21:03 | Weblog 

2月 11日からの 3連休は当たり前のように 3日とも出社しました。特に初日は天候が崩

れ、東京でも大雪の恐れがあるということで、ひそかに楽しみにしていました。一人、雪

見酒もいいなあ！ 

 

｢雪の降らぬ地に生活しているものに向かって、雪の災害を説き知らせることは至難なこ

とであろう｣とは、雪の専門家の著書の一節とか。 

 

雪が降ることを楽しみにしているとは、雪で苦労している地域の人にとって確かに罰当た

りなことではあります。私が生まれ育った群馬県西部でも、雪はめったに降りませんでし

たので、朝起きて雪が降り積もっているとうれしくて仕方ありませんでした。 

 

学校に行く前、縁側で姉と母が本物みたいな雪のウサギを作っていました。ウサギの目は

南天の実。大きな耳や尻尾など、南天の葉も材料でした。僕は兄と雪だるまを作って遊び

ましたが、土がやっと隠れる程度の雪では、どんどん大きくなると黒い土混じりの雪だる

まとなって、手が汚れてきたりします。 

 

屋根も畑も雪に覆われた銀世界。いつもとまったく違う通学途中の風景。学校でもみんな

いつもよりテンションが上がっていて、校庭の景色ばかり気になって授業にも身が入りま

せんでした。 

 

環境省のチャレンジ 25学校チャレンジャー宣言校募集と、環境教育優秀校表彰制度の締

め切間近か。特に優秀校表彰制度への応募資料が今日もたくさん届いています。資料の整

理や企画の提案書作りなど、休日とはいえ会社ではやらなけりゃならないことはたくさん

あります。 

 

会社では窓の外の景色が気になって仕方ありません。ところが、降りしきる雪には雨が混

じっているため一向に積もりません。道路の水溜りに解けていく地上の雪。そのうち、雨

のほうが多くなり、雨混じりの雪から雪混じりの雨になりました。 

 

これでは、楽しみにしていた雪見酒も台無し。予定を変更してスポーツクラブで一走り。
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汗を流してから帰ることにしました。3連休を利用して、娘の麻衣が赴任先の関市から帰

ってきます。ワインを買って帰ることにしました。 

 
 
「全国小学生食の学習コンテスト」の入賞者が決まりました！ 

2011-02-17 12:50:16 | Weblog 

プラスエムでは、毎年「全国小学生食の学習コンテスト」を実施しています。この取り組

みは、全国連合小学校長会・全国市町村教育委員会連合会・全国新聞教育研究協議会など

が後援するプラスエムの自主事業、つまりプラスエムがスポンサーです。 

 

2月 16日、その最終審査会が開かれ、金賞受賞者が決まりました。金賞に選ばれたのは、

小学校 5年生の「ぶどう作りを知って」というタイトルの作文。毎年山梨の親戚から送っ

ていただく、甘くておいしいデラウェア。 

 

この作文の作者は、おいしく食べていたデラウェアを育てるために、生産にかかわる人た

ちの大変な苦労があることを知り、食べ物を大切にしなければと気付きます。優れた作文

と高く評価されました。 

 

銀賞には、食べかけの真っ赤なりんごの絵に「食べ残しってなんだろう」と書いた 6年生

の作品。ほかにもスタミナ新聞というタイトルで、食べることをテーマにした記事を満載

したかべ新聞など、いずれも小学生の力作が入賞しました。 

 

コンテストの応募数は 3,500点を超えています。ささやかであっても、このような社会貢

献事業に関われることに誇りを感じます。食べることといえば、私は子どものころから人

一倍関心が高く、つまり食い意地の張った子どもでした。 

 

農家だった我が家は広い敷地にありました。母屋の周りにはさまざまな植物が植えられて

いましたが、実のなる木々も多くありました。柿・桃・梨・栗・プラム・ぶどう・イチジ

クなど。 

 

そのうち、特にぶどう・桃については、兄弟 3人で分けられるように、母親がこの枝の実

は稔、この枝は勝美というふうに決めて、兄弟喧嘩にならないようにしてくれました。 

 

果物ですから食べごろがありますが、この食べごろが待ち遠しくて、まだ硬いうちから

「まだかなあ」と何度も触っていました。そして、たいがい待ちきれず熟れないうちから

食べては、姉にそのことを告げ口されたりしました。 
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子ども用のイチゴ畑が、裏の畑の隅にあり、畑には兄弟 3人の仕切りがありました。イチ

ゴも同じことで、私だけまだ白いままで甘くならないうちから待ちきれずに食べていまし

た。 

 

ある日、となりの姉のエリアにあるイチゴが、境界ラインを超えて私のエリアにぶら下が

っていることに気づきました。おいしそうに色づいています。 

 

おいしそうに熟しているのになぜ食べないのか？姉の側のイチゴですから私には関係ない

のですが、早く食べないと鳥が食べてしまうかも。気になって仕方ありません。しかもそ

の赤い実は、境界線を越えて私のエリアにぶら下がっているのです。 

 

私はトラブルになることも恐れずに食べてしまいました。しかし、やっぱりトラブルにな

りました。姉は、「稔が私のイチゴを採って食べた」と、私をまるで泥棒のように母親に

言いつけました。 

 

そんなふうに、私は食い意地の張った子どもでしたが、最近逆に食べることには淡白にな

ってしまいました。代わりに飲み意地はしっかり張ったままの大人です。 

 

 

人と同じことをやらされるのが大嫌いでした！ 

2011-02-22 19:13:37 | Weblog 

環境省が進めるチャレンジ 25キャンペーン。その一環として、プラスエムが学校チャレ

ンジャー募集を展開してきました。これは小学校・中学校で「環境教育に熱心に取り組み

ます」と宣言してもらうもの。宣言すると「宣言証」を贈呈します。 

 

その宣言校が全国で 217校に達し、宣言した子どもたちはなんと 9万人を超えました。宣

言校は優良校表彰制度に自薦で応募することができます。2月 15日の締切日には 43校か

ら応募がありました。 

 

その一次選考会が、2月 22日プラスエムで開かれました。授業での環境活動もあります

が、先生の指導による課外活動の報告もたくさん見受けられました。 

 

自分から参加した子どもたちはよいとして、嫌々ながら、ある程度強制されての参加なら

辛いだろうなあ！私は小さいころから人に指示されて、人と同じことをやらされるのが大

嫌いでした。 
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だから、通知表のコメント欄には「協調性がない」と書かれました。中学生時代には、運

動会の行進の練習がつまらなくてよく逃亡しました。大勢での練習なので、ばれませんで

したが、逃亡しても行くところがありません。 

 

校庭脇の土手の裏側に寝そべって、行進練習を眺めていた記憶があります。見つかった

ら、ただではすまないわけで、そのリスクは相当なもののはずですが、それでも行進の練

習はいやでした。 

 

中学校での逃亡癖は、高校でも直りませんでした。高校では柔道の授業が嫌いでした。小

柄なおじいさん先生でしたが、この人が大変な柔道家だそうで、赤帯を締めていました。 

 

明治生まれのこの先生、明治天皇のことを「明治大帝」と呼んでいたことが記憶に残って

います。背筋をすっと伸ばして、年齢を感じさせない動きで、背負い投げで投げ飛ばされ

ます。 

 

ある寒い日でした。柔道着の下はもちろんパンツ 1枚のみ。当然素足。畳が冷たく、足が

かじかみます。そんな中、逃亡を決行しました。中学校時代の体育の先生もなかなか怖い

存在でしたが、この明治生まれの赤帯はその比ではありません。 

 

見つかったら命はない、入学したばかりの高校 1年生の自分にはそれくらいの覚悟がいり

ました。タイミングを見てのエスケープは成功しましたが、その逃亡は悲惨でした。確

か、何人か逃亡仲間がいました。 

 

柔道場を抜け出して、校舎脇の排水溝を伝って逃亡したわけですが、排水溝にはなんと氷

が張っていました。氷の張った排水溝を這いずり回るより、柔道をしていたほうが楽です

が、それでも命がけで逃げ回りました。 

 

事件になったという記憶はないので、逃げ切れたのでしょう。命がけの逃亡劇が成功した

ので、逃亡癖は今でも直りません。 

 

 
東日本巨大地震・原発事故、状況を見守るばかりです！ 

2011-03-16 10:52:52 | Weblog 

東日本巨大地震に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また、犠牲となられた

方々には心より哀悼の意を表します。 
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東日本巨大地震の信じられない被害に加え、茨城県沖でも大地震が起き、さらに、15日夜

の静岡東部震度 6強の大地震。日本の地下に何事かが起こりつつあるような不安感があり

ます。 

 

次第に明らかになる東日本巨大地震の壊滅的な被害に加え、福島第一原子力発電所の重大

事故が発生。事故は進行中でさらに重大な局面を迎える可能性があります。 

 

こんなときこそ落ち着いて冷静に対応したいもの。11日の大地震・巨大津波発生以来、プ

ラスエムの業務にも大きな影響が出ています。環境省のチャレンジ 25学校チャレンジャ

ー最優秀校の表彰が中止になりました。 

 

このような状況の中でやむをえないものと納得していただきましたが、受賞予定の中学校

では、楽しみにしていただけに残念そうでした。 

 

12日、13日に開催予定だったエネルギー教育フェアも中止。開催日前日に、大地震・巨

大津波が発生したわけで、関係者は参加者への連絡などに大わらわでした。 

 

ジュニアマリン賞の発表・表彰式は、2週間後の 29日実施予定ですが、先ほど主催者から

中止の連絡が入りました。東京への旅行を楽しみにしていた、広島県や富山県など全国各

地の子どもたちの落胆した顔が浮かびます。 

 

テレビでは、どの局でも地震・津波被害、原子力発電所事故を報道しています。他の話を

しているときにバックに津波被害の映像を流す局もあります。また、これまでの経緯を振

り返る中でも、悲惨な映像が繰り返し流されています。 

 

多くの人が恐ろしい経験をし今も不安を抱えている中で、悲惨な映像が及ぼす影響が懸念

されます。特に、子どもたちに与える影響が心配です。9・11テロ事件の後も、ある時期

からあとは悲惨な場面の映像の放映が自粛されたと記憶しています。 

 

テレビ局は、津波被害等の悲惨な映像の放送は、必要と思える場面以外自粛するべきで

す。どうしても、津波被害等の映像を使う必要がある場合には、事前に予告して、見たく

ない子どもたちに配慮すべきです。 
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19日読売新聞朝刊｢編集手帳｣の記事に想う 

2011-03-19 10:28:57 | Weblog 

東日本大震災は 18日、死者数が阪神大震災を超える 6911 人となり、戦後最悪の自然災害

となったとメディアが伝えています。行方不明者は依然 1万人を越えており、死者数はさ

らに大幅に増えることが予想されます。 

 

出勤しても、仕事が手につかない状態の 1 週間でした。さらに不安を増幅させるのは、依

然深刻な状況にある福島第一原子力発電所の事故。とりあえず安全な東京に住みながら、

決して他人事ではない緊張感の毎日です。 

 

電力不足による電車の間引き運転。通勤にもろに影響を受けています。初めての経験。コ

ンビニの商品棚が空いていることも不安をあおります。プラスエムの業務にも、なんとな

く不気味な影が忍び寄ってくるような心地がします。 

 

19日読売新聞朝刊の｢編集手帳｣から抜粋。『津波の廃墟で息子を捜す中年女性をテレビで

見た。｢捜す手がかりに息子さんの名前を｣と尋ねる記者に、｢帰ってくるのに名前なんて

…｣。かろうじて希望の側に立って保っている心の針が、名前を口にすると絶望の側に振

れてしまうのか。女性は口をつぐみ、顔を手で覆って泣いた』 

 

この取材映像を、私も出勤前に見ました。うんざりするほど多くの被災者の嘆きの映像の

中で、この映像にはひときわ胸を打たれました。会社に着いても、顔を手で覆って泣く母

親の姿が目に焼きついて離れませんでした。 

 

被災から 1週間、息子の生存をほとんど絶望と理解しはじめているものの、記者に名前を

告げて、あとで「どこどこの遺体安置所におられました」など告げられやしないか。息子

の生存を信じたい母親の切ない気持ちが痛いほど伝わってきました。 

 

このブログを書きながらも、涙がぼろぼろこぼれます。実は能天気にも卒業旅行と称して

バリ島旅行に行っていた愚息が、今朝成田に着きました。無事の帰国にホッとすると同時

に、2度と帰ってこない子どもを待つ親がたくさんいることに心が痛みます。 

 

昨日は多くの中学校で卒業式が行われました。休み明けには小学校で行われます。子ども

たちの旅立ちを祝福するとともに、勇気を持って困難に立ち向かってほしいと願うばかり

です。 
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被災前の美しい風景の特集「東北にふたたび日は昇る」 

2011-04-10 13:12:02 | Weblog 

テレビ・新聞等のうんざりする連日の報道で、瓦礫に埋まった被災地の姿に驚かなくなっ

た人も多いと思います。というより、そもそも大震災前の沿岸の町々の姿を知らない人も

たくさんいると思います。 

 

私は新鮮なお魚に目がないので、おいしいお酒と新鮮な魚介類を求めて、東北の各地の港

町を旅したことがあります。リアス式の複雑な海岸を結ぶ道路は、トンネルや崖の連続

で、次から次に小さな入り江が現れます。 

 

釜石市や気仙沼市などは、そうしたリアス式海岸の大きな入り江であり、魚市場には地元

で取れた魚が集まり、市場近くの飲食店では新鮮な魚介料理が堪能できました。のどかな

港の風景には、東北ならではの素朴な人情にあふれていました。 

 

テレビ・新聞・雑誌等で、次から次に映し出される悲惨な風景に、私もそれらの町々のも

ともとののどかな風景をすっかり忘れていました。 

 

「月刊文藝春秋」5月号が発売になりました。ほかのたくさんの雑誌のように、グラビア

にはこれでもかと悲惨な写真が並んでいるのかと思いきや、うれしいことに被災前ののど

かな風景を特集していました。特別グラビア「東北にふたたび日は昇る」。 

 

大人の雑誌「月刊文藝春秋」面目躍如。愛読者であることを誇りに思います。グラビアに

は、はじめに美しい気仙沼市の全景が載っています。対岸の大島から写したものか、きれ

いな町並みと活気あふれる漁港、手前の航路には漁船が見えます。 

 

漁港には、遠洋漁業の大型船が整然と並んでいます。港の水面はかすかに揺れて、あくま

でもおだやかです。 

 

次のページには、清流の鮎釣りで有名な気仙川の風景。美しい川面に釣り人が 2～3人い

ます。川岸には緑がいっぱい。豊かな自然に囲まれた気仙沼市の姿が映っています。 

 

こうしたのどかな人々の暮らしも風景も、3月 11日の大津波により一瞬にして失われてし

まいました。港で魚網の繕いをするおばあさん、そのようすをおとなしく座って眺めてい

る猫。平和な時間が一瞬で切り取られてしまいました。 

 

一日も早い復興で、このグラビアのようなのどかな風景がまた見られるように願ってやみ
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ません。そのために、一人ひとりができることを粛々とやっていくことが大事。私も自分

にできること、プラスエムとしてできることを地道にやります。 

 

 

 

被災地の子どもたちに勇気と希望を!サイエンス教室を実施します 

2011-04-25 07:36:59 | Weblog 

私が事務局長を務める特定非営利活動法人エコテクみらい研究所は、ほとんど活動ができ

ないまま第 3期が終わり、来月総会を開きます。忸怩たる思いですが、あくまで本業であ

るプラスエムの経営が優先なので仕方ありません。 

 

昨年度は、そのプラスエムの経営に余裕がなかったのです。しかしこのままではいけな

い！理事長を引き受けてくれた寺木先生(東洋大学文学部教育学科教授)にも申し訳ないと

の思いを深くしています。 

 

さて、未曾有の被害を出した東日本大震災。心ある人たちによりさまざまな支援の輪が広

がっています。プラスエムとしても被災地の子どもたちへの支援活動ができないか、ずっ

と思っています。 

 

たとえば、義捐金を送るとか絵本や文具を届けるとか。しかし、貧乏会社としては義捐金

や絵本・文具を贈るにしても、その金額や数量は限られます。金額や数量の問題ではない

とは思いますが、もっとプラスエムらしい支援があるはず。 

 

そして考えたのが、被災地の子どもたちに勇気と希望を持ってもらえるようなサイエンス

教室の実施。それを、ＮＰＯエコテクみらい研究所と共催で実施することにしました。イ

メージとしては、次のような感じ。 

 

①僕にもできた！(達成感、喜び、自信） 

②講師や仲間との会話(楽しい、一人じゃない、希望) 

③新エネルギーや新技術への期待！(夢、未来、勇気) 

 

参加した子どもたちが、最後にみんなで協力して何かをやるというイメージの教室。これ

を、被災地の科学館や学校などの協力を得ながら、ボランティアとして実施します。あわ

てることはありません。無理のないスケジュールで、無理のない規模で考えます。 

 

損保会社に勤務している長女の麻衣が昨日仙台入りしました。2週間程度被災地関連の業
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務の応援部隊の一員として派遣されたものです。休みの日には被災地に出かけ、仲間とボ

ランティア活動を行う予定とのこと。 

 

長女に負けてはいられません。苦しい会社経営の傍ら、地道な活動で微力を尽くす覚悟で

す。 

 

 

雨水の有効活用をテーマにした作品募集が始まりました！ 

2011-05-27 17:41:52 | Weblog 

最近カサを買いました。黒の紳士用ですが、手元にブルーのライン(と思った！)。ちょっ

とおしゃれかなと思いました。しかし、雨の日に新しいカサを開いてビックリ！カサの裏

側は一面の青空模様。 

 

今日、関東甲信越の梅雨入りが宣言されましたので、しばらく青空カサの出番が増えそ

う。梅雨にタイミングを合わせたわけではないのですが、プラスエムが運営事務局を担当

する「雨活（あめかつ）アイデアコンテスト」の作品募集が始まりました。 

 

このコンテストは、NPO法人雨水市民の会とライオン株式会社が主催し、全国の小学生・

中学生から雨水の有効利用に関するアイデアや実践を募集する、教育的にも大変意義ある

取り組み。全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国市町村教育委員会連合会、全国

小中学校環境教育研究会などが後援しています。 

 

このコンテストでは、「雨水をもっと身近に感じて、雨水を利用する意義を知ってもら

う」ことを目的に、“雨水の有効利用”について全国の小中学生から作文・感想文・ポス

ター・絵画・自由研究・レポート・スローガンを募集します。 

 

世界では安全な水を飲むことができない人がたくさんいます。雨水を上手に使うことによ

って、こうした人たちを救うことができるかもしれません。 

 

また、雨は大地と海と空の間を循環しながら生命を育んでいます。雨水はだれもが平等に

手にいれることができる水資源であり、私たちは生命と文化を育む雨を大切にし、防災目

的のためにももっと有効に活用しなくてはなりません。 

 

東日本大震災の被災地で、水道システムが破壊されたことから、自然の湧き水を利用して

いるという被災者の話がテレビで紹介されましたが、雨水の有効利用は防災の観点からも

重要です。 
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さあ、これから夏休みを挟んで、9月 20 日の締切日までに何点ぐらいの作品が集まるか楽

しみです。夏休みの課題として、子どもたちにぜひご案内ください。 

 

天気模様が心配ですが、明日は田植えに出発。田植えをするのは、プラスエムがオーナー

になっている長野県千曲市の棚田。従業員プラスアルファで、社員旅行をかねて 1泊 2日

の予定です。報告は後日。 

 

 
大雨の中、無事田植えが終了！ 

2011-05-29 16:30:33 | Weblog 

『晴れ男』の私の存在もむなしく、今年の田植えは大雨の中でした。今年から始まった

『あめかつアイデアコンテスト』のキャラクターは「あめぼう」。黄色の雨合羽(のよう

なもの)を頭からかぶっている男の子？女の子？ 

 

大雨になった 29日の姨捨（おばすて）の棚田には、大人に混じって、色とりどりの雨合

羽を着た「あめぼう」みたいな子どもの姿もたくさん見受けられました。 

 

毎年、ときどき写真をとりながらの余裕の作業ですが、雨の中ではカメラを取り出す気に

もなりません。いつもは指導と監督役の私も、今年は率先して田んぼに入りました。 

 

雨の中での『まじめな』作業で、100㎡ほどの田んぼはいつもの半分、1時間ほどで植え

終わりました。やればできる！ちゃんと植わっているかどうか少し心配な面もあります

が、とりあえず今年の田植えは無事終了しました。 

 

私たちの今年の作業としては今日が最初ですが、ここにいたるまで地元の農家の方々によ

るさまざまな準備作業があってのことです。私たちのこれからの作業は、草刈り・草取り

3回ののち、9月末の稲刈りとなります。 

 

丁寧にやってもやらなくても、収穫にそれほど差はないと考えていましたが、そうではな

いようです。昨年、たまたま草刈りで出会ったおじいさんの話にショックを受けました。

ほぼ同じ広さの田んぼで前年 70 キロ収穫したというのです。 

 

プラスエムでは一昨年 50キロ程度。昨年は 40キロ程度しか収穫できませんでした。草

刈・草取りで手を抜いた結果のようです。 
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今年は草刈り・草取りを徹底して、70キロとは言わないまでもせめて 60キロくらいは収

穫したいもの。暑い夏の作業がカギを握ります。 

 
 
被災地の子どもたちに勇気と希望を！郡山市で新エネルギー実験教室を開催 

2011-06-07 18:10:02 | Weblog 

東日本大震災で被害を受けた人たちの役に立ちたい！しかし、ボランティアとして被災地

に行っても、腰が痛くてガレキ処理の手伝いはできないし、炊き出しをする資金もない

し、被災者を喜ばせる芸もない。…でも何か役に立ちたい。 

 

こんな思いで悶々としていました。プラスエムとしてできることといえば、やはり子ども

たちを対象にした取り組み。たとえば、被災地の子どもたちに勇気と希望を持ってもらえ

るような。 

 

そうした取り組みがやっと実現します！私が事務局長を務める特定非営利活動法人エコテ

クみらい研究所と、プラスエムが主催して開催する『子ども夢ワークショップ：みんなで

工作「新エネルギーを考えよう～燃料電池～」』がそれ。 

 

新エネルギーについて考えながら、子どもたち自身が身近な材料で燃料電池を作ります。

協力してくれるのは、郡山市ふれあい科学館 SPACEPARK。7月 23日(土) 小学生とその保

護者 20組 40名が集まります。 

 

講師は、NPO法人エコテクみらい研究所理事長・東洋大学文学部教育学科教授寺木秀一先

生。ノーギャラという条件にもかかわらずお引き受けいただきました。ただし、被災地の

酒蔵を支援するために、被災地の銘酒で一献という計画が付いています。 

 

1回目の実験教室が成功したら、2回目、3回目と無理のない範囲で実施していく計画で

す。 

 

 

社会人 1年生となった息子に、若き日の自分を重ねる 

2011-06-23 16:44:39 | Weblog 

社会人 1年生となった息子の駿介が、町田市（東京都）勤務となり、町田市にある会社の

独身寮に引っ越して 2週間。メール・電話の 1 本もありません。とりあえずうまくやって

いると思い安心すると同時にちょっとさびしくもあります。 
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引越しの手伝いで、少しの荷物を積んだ車を運転しながら、助手席の息子にあれこれ話し

ました。社会人として大事なことを熱っぽく話したつもりですが、さてどれだけ受け止め

てくれたか？ 

 

群馬の田舎から上京した私の東京暮らしも、独身寮の 1室からのスタートでした。24時間

玄関は開けっ放し。管理人は不在で、食事も出なければ風呂も住人の誰かが沸かさなけれ

ば入れません。その代わり寮費はタダ。 

 

そんな独身寮生活を 10年ほど続けました。訳知りの人に、“北町の寅さん”と呼ばれて

いたのもそのころのこと。寅さん映画が絶好調のころで、寮が牛込北町にあったからで

す。 

 

寮は、会社から徒歩 5分ほどの位置にあり、特に私の部屋は飲みすぎた帰宅困難者の定宿

みたいになっていました。はじめは遠慮がちにドアをノックしていたものが、いつのまに

か鍵の隠し場所を知るようになり（ドアの上に隠していた）、朝起きると数人の先輩が寝

ていたりしました。 

 

失敗もありました。ある土曜日、朝起きるとシーツが血だらけ。よく見ると右ひざに大き

な怪我。ひどい二日酔いで痛みは感じないものの、ぱっくり割れた傷口に小さな絆創膏が

貼り付けてありました。 

 

記憶がないことから、もしやと心配になってスーツの内ポケットを探ると財布がありませ

ん。泥酔して迷惑をかけなかったか、前夜いっしょだった先輩に電話しましたが、ちゃん

と挨拶して別れたとのこと。 

 

財布にはカード類も入っていたので警察に届けて手続きをしましたが、タクシーの運転手

から電話が入って、ようやく一部始終が判明しました。 

 

先輩と別れて緊張感が途切れ、一人タクシーに乗り牛込北町で降りるとき、タクシー代を

支払ったあと座席に財布を落としてしまったのでした。ひざの傷は、泥酔状態のまま寮に

戻り、3階へ上がる途中階段で転んだもの。 

 

酔っていることもあり、かなり出血していたのでご丁寧に小さな絆創膏を張って、自分で

手当てしたつもりというわけでした。全く記憶にはありませんが。 

 

そうした失敗談も含め、息子には大人として認めた話をしました。さて、息子は私の失敗
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談をよそに、どんな人生を歩むことやら。かつての“北町の寅さん”としてはとても心配

です。 

 

 

被災地の子どもたち 80 人の作文集「つなみ」を読んで 

2011-07-04 07:56:02 | Weblog 

私が生まれ育った西群馬地域は“カミナリ銀座”とも言われ、夏の夕方には決まってカミ

ナリが鳴り、そのつど停電になったものでした。カミナリで停電になって激しい夕立のあ

と、辺りは暗くなってきても父や母はまだ帰ってこない。 

 

畑仕事に出ている父や母の帰りが遅いときは、停電の中でローソクに火をともし、薄暗い

家の中で兄や姉といっしょに、夕飯の準備をしながら父や母の帰りを持ちました。 

 

小学校低学年の頃のことか、心細いローソクの明かり、その頼りない灯りは暗くて不安な

時間と重なり、私の心の原風景とも言えます。 

 

文藝春秋 8月臨時増刊号「被災地の子どもたち 80人の作文集・つなみ」を読みました。

東日本大震災で被災した子どもたち 80人の作文を紹介したもの。 

 

家族と離れ離れになった避難先での不安な夜のことが多く書かれていました。私の停電の

夜の記憶とは比べるべくもありませんが、その不安な気持ちに思いを致し、子どもたちの

心の傷を痛ましく思いました。 

 

学校の教室に避難して一夜を明かした小学校 1年生の男の子。｢お母さんがいない。画用

紙 1枚で寝ました。寒かった。お父さんお母さんに会いたかった｣。ほかにも、家族や友

人の死と向き合って、呆然とする数日間の生々しい気持ちが、たくさんの子どもたちの鉛

筆で綴られています。 

 

震災当初の避難所には、薄暗いローソクや懐中電灯の明かりしかなく、食料や防寒具もあ

りません。｢食パン 1枚を 4人で分けて食べました。いつもお腹がすいていました(小学校

6年生女子)｣。 

 

避難所で待っていて、やっと 3日目に帰ってきたお母さんに抱きついた小学校 3年生の女

の子。2日間は何も食べられなかったといいます。「寒かった」とも書いてありました。

どんなにか心細かったことか、不安だったことか。しかしお母さんに会えたこの子は幸せ

でした。 
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｢…お母さんはまだ見つかりませんが、必ず見つけて 3人仲良く暮らしたいです(小学校 5

年生女子)｣。待てども帰ってこないお母さん。なのに、この子の作文は｢みんながんばり

ましょう｣と結ばれています。 

 

ほかにも、「私はお母さんがいなくて寂しかったけど、お母さんのいない人は私だけでは

ないから我慢しなければいけないと思いました(小学校 4年生女子)｣。 

 

子どもたちの笑顔ばかりのグラビア写真。人の親としてつらい作文集でした。 

 

 

ベランダから、オナガの子育てを応援しています！ 

2011-07-17 10:47:35 | Weblog 

足立区内の梅島ハイタウンの住人になって 30年が経ちました。しばらくの一人暮らしの

のち、結婚して 2人暮らしになり、やがて子どもが 2人生まれて 4 人の暮らしが始まりま

した。その子どもたちも社会人になり家を出て、この春から連れ合いとの 2人暮らしに戻

りました。 

 

ベランダ下に広がるベルモント公園は、梅島ハイタウンの造成と同時に完成したので、同

じく 30年の月日を経たということになります。公園の樹木のうち、ベランダ下のムクノ

キも 30歳となって、4階の我が家のベランダに届くまでになりました。 

 

そのムクノキの梢にオナガが巣を作り、子育てに励んでいます。気付いたときには 4羽の

雛はすでに大きくなっていて、食欲旺盛らしく、親鳥の忙しさといったらありません。 

 

オナガは、鳩をやや小ぶりにした程度の大きさで、頭は黒く、顔から肩が白く、翼と長い

尾は紫がかった薄いブルー。生まれ育った群馬の田舎でも、都心の公園でもいくらでも見

かけたはずですが、あらためて間近に見てその優美さに驚きました。 

 

尾が長いというだけの特徴で付けられた名前はいかにも短絡的な命名で、優美な姿にもっ

たいない気もします。でも、思いっきりダミ声で鳴くこの鳥は、声でも損をしているよう

です。4時半ごろの日の出と同時にそのダミ声で起こされます。 

 

風の強い日など、雛が巣から落ちやしないか心配になります。親鳥も近くの枝を渡りなが

ら心配そう。親鳥が近くに来ると、巣からはみ出すように 4羽の雛が大きく口を開けて餌

をねだる姿が見えます。 
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今週末、息子の駿介が帰ってきます。たまに帰省する子どもたち。帰ってくるときは楽し

みですが、翌日か翌々日には自分の生活に戻っていきます。そうした繰り返しの中で、も

う家族 4人の生活は終わったことを実感します。 

 

大きくなった雛鳥もまもなく巣立ちを迎えます。朝から忙しそうに餌を運ぶ親鳥に言って

やりたくなります。｢父ちゃん、母ちゃん、がんばれ！｣そして、｢雛が巣立ったあとは寂

しいぞ～｣とも言ってやりたくなります。 

 

オナガの子育てが見られなくなれば、我が家も再び寂しくなります。 

 

 

郡山市での実験教室が大成功!! 

2011-07-25 08:55:29 | Weblog 

暇もないしお金もない、ガレキの処理を手伝う体力もない。しかし、被災地の子どもたち

に夢や勇気を持ってもらえそうな取り組みなら、プラスエムの事業の延長でできるかもし

れない。 

 

このように考えて企画した「子ども夢ワークショップ」がようやく実現。7月 23日(土)郡

山市ふれあい科学館 SPACEPARKに、小学生とその保護者 35人が集まりました。 

 

教室オープン直後、講師の寺木秀一東洋大学文学部教育学科教授がお話を始めたとたん、

私の携帯からけたたましく「緊急地震警報」のアラームが鳴り出しました。間をおかず、

あちこちの保護者の携帯からもアラームが鳴り出し、直後に大きく揺れだしました。 

 

しかし、ここですかさず郡山市ふれあい科学館の鈴木さんが登場。｢みなさん、地震のよ

うですがご安心ください。みなさんが今いる「ビッグアイ｣は郡山市一番の安全な建物で

す。3月 11 日の大地震にもびくともしませんでした！｣ 

 

鈴木さんのにこやかな説明で、「ビッグアイ｣22階の会場は大きなゆれにもかかわらず、

安心感に包まれ、却って和やかな雰囲気になりました。 

 

実験教室では、手作りした燃料電池で電子メロディーを鳴らしたり、LEDランプを光らせ

たり。途中、苦労した場面はありましたが何とか実験は成功。 

 

燃料電池の大事な材料のひとつである炭素棒には鉛筆の芯を代用しましたが、鉛筆を燃や
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して芯を取り出すには苦労しました。実験が終わったあと、その芯を持って帰りたいとい

う希望があちこちからあがりました。 

 

苦労した甲斐があったとうれしくもありましたが、8月実施予定の仙台でも使い回そうと

思っていたので、一瞬困りました。しかし、鉛筆の芯はまた作り直すことにしました。 

 

教室にはテレビ局福島放送と、福島民報・福島民友の新聞 2社が取材に来てくれました。

プラスエムと NPOエコテクみらい研究所の実験教室は、福島ではちょっとした評判になっ

たかもしれません。さあ、次は仙台だ！ 

 

 

節電の夏が終わろうとしています！ 

2011-09-11 09:26:05 | Weblog 

幼稚園の旅行で横浜港に行きました。5歳くらいの私が横浜港の岸壁にいます。年代では

1957年（昭和 32年）ごろ。母親が｢でっかい船、ほれ見てみな！｣。しきりに言います

が、私は｢どこどこ？｣と、あたりを見渡すばかり。 

 

いくら捜しても“舟”など見当たりません。それなのに曖昧に頷いた私がいましたが、私

はついに“舟”の存在を確認できませんでした。目の前の黒い鉄の壁が、実は巨大な船だ

ったのだろうと思い当たったのはずっと後のことです。私は巨大な船ではなく“舟”を探

していたのでした。 

 

セピア色したこの思い出は、私の母親に対する貴重な原体験風景のひとつでもあります。

こんな思い出が懐かしく蘇ったのは呉港の造船所見学です。 

 

｢海と船と港の役割｣という、小学生のための社会科副教材を制作しています。主な舞台は

呉市（広島県）。呉市は呉鎮守府が置かれた旧日本海軍の根拠地でもあります。見学した

呉市の造船所には戦艦大和が竣工した建物が残されています。 

 

その造船所で見たのは、まさに幼い私の原体験風景である鉄の壁の組み立てが行われてい

ました。分厚い鉄板を切ったり曲げたり、それを組み立てて巨大な船が出来上がります。

スケールの大きなその過程をつぶさに見学しながら甘酸っぱい感慨に浸りました。 

 

久々ブログを更新しました。忙しくて時間がなかったかというか、むしろその逆。この夏

はダラダラしてしまい、気持ちまで緩んでしまいました。9月に入って気持ちに喝を入れ

る一環としての更新です。 
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ダラダラした夏ではありましたが、その間にもプラスエムではさまざまな動きがありまし

た。ブログの更新は 7月 25日の、郡山市での「子ども夢ワークショップ 2011・実験教

室」の報告以来。その後、実験教室は仙台でも実現しました。 

 

8月 27日に開催した仙台市での実験教室は、高森東児童館で行われた。ここでも、被災地

の子どもたちに夢や勇気を持ってもらう取り組みが実現できました。 

 

｢でんしオルゴールがいっぱつでなったので、てんさいといわれてうれしかった！｣｢ほん

とうのかぜでふうりょくはつでんをしたい！｣など、子どもたちのアンケートでたくさん

の感想をいただきました。3回目 4回目と今後も続けたいと思います。 

 

 

「人とは違う覚悟」があれば可能性は無限 

2011-11-26 15:50:07 | Weblog 

毎号楽しみにしている月刊文藝春秋に「この人の月間日記」というコーナーがあります。

12月号は、バレーボール日本代表セッター竹下佳江さんです。国内外ともバレーボールと

いえば長身選手と決まっていますが、その中で一人だけ特別小柄な竹下選手。 

 

バレーボールに特に興味のない私でも印象に残っていました。身長差というハンデを克服

して、チームの中心である正セッターの地位を維持するには、想像を絶する苦労と努力が

あったことと思います。 

 

その竹下選手が、苦しかった日々をふり返って日記の中で言っています。「今から思え

ば、ほかの選手とはバレーに対する覚悟が違っていたと思う」と。「ひたすら練習した。

朝 4時、5時に起きてコートに立った。…365日休みなしというくらい練習した」とも。 

 

スポーツに限らず、人はこの“覚悟”を持つことで限りなく可能性を広げることが出来る

のではないかと思います。及ばずながら、私もそんな“覚悟”を持ってプラスエムを創業

しました。今その記事を読んで、あらためて、そのころの“覚悟”を忘れないようにした

いと肝に銘じました。 

 

私はもともと怠け者だから、そういう覚悟を持った日々が長続きしないことを知っていま

す。だから、適当な時機を見て息抜きを忘れません。その息抜きは、ひなびた温泉、山歩

き、その両方だったりします。 
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今年も残すところあと 1か月余り、学校が冬休みに入るまでに進めなくてはならない案件

が目白押し。そんなところに行っている場合ではないでしょという感じではありました

が、新潟の山を歩いてきました。 

 

紅葉の時期を過ぎて、冬の装いが始まった山道に人影はありません。まばらな雪を踏みし

めて歩くブナの林では、日陰に入るといっそうの寒気が身にしみます。ボーナスの支給や

お歳暮の贈り先のことなど頭に浮かびます。 

 

東京に戻ると、年末まで一気に走ることになります。それくらいの期間なら“覚悟”を持

った日々が持続できそう。そして気の早い話ですが、年が明けると 12回目の創立記念日 1

月 18日が、すぐそこにやってきます。 

 

 

母が亡くなって 2年が経ちました 

2011-12-03 14:40:00 | Weblog 

沙綾、風陽、真汐、隼一郎、柚子葉、瑠香、朱音、守都、陽右、悠歌。雨水の有効活用を

テーマにしたコンテストが締め切られ、先日開催された最終審査会に並んだ入賞候補作品

の作者名の一部です。 

 

特別難しそうな名前だけを選んだわけでもありませんが、なんと呼んだらよいのだろうと

考えてしまう名前ばかりです。審査会場に、掲示した候補作品の一覧を指差しながら｢○

○さんの作品『みんなで分け合う雨水』は優秀賞に内定｣などと発表しますが、今後フル

ネームで紹介することはやめました。 

 

2日付の朝刊に、今年生まれの「赤ちゃんの名前トップ 10」が発表されていました。女の

子の 1位は結衣（ゆい）ちゃん。男の子は大翔（ひろと）君。女の子の 2位以下、葵(あ

おい)、結愛(ゆあ)、凛（りん）と続きます。男の子の 2位以下は、蓮（れん）、悠真(ゆ

うま)、颯太（そうた）。 

 

長女が生まれるときには、本を買ってきて字画を数えながら男なら○○、女の子なら○○

と、候補をたくさん書き並べました。そして結局、直前になって無難な命名に落ち着きま

した。長女の「麻衣」も、長男の「駿介」も、ともにその年のトップでした。命名時には

知りませんでしたが。 

 

わが子が一生付き合う名前を決めるというのは、親にとってこれ以上重い作業はありませ

ん。重いと同時に楽しい作業でもあります。最近の若いお母さんやお父さんもがんばって
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いるのだな。頼もしく思いました。 

 

母親がなくなって 2年が経ちました。実家に預けてある冬用のタイヤと交換するために帰

省し、ついでに墓参りをしてきました。急だったので、実家の周りに咲いている野菊を摘

んで供えてきました。 

 

思えば、花を摘むなんてほとんど経験しなかったこと。束にして顔を近づけると菊のよい

香りが。はじめてお墓参りをしたような新鮮な気持ちになりました。親が「稔」と命名し

てくれた季節をしのびながら、しおらしい気持ちになりました。 

 

 

2011年 12月 31日、今年も出勤です! 

2011-12-31 13:24:51 | Weblog 

2011年 12月 31日大晦日の今日、プラスエムが入っている群成舎ビルにはさすがに人影は

ありません。「大晦日まで出勤」は、創業以来続けています。しかし大して仕事はしませ

ん。だらだらと時間が過ぎていきます。 

 

やろうと思うことはたくさんあります。2月の決算に備え 2011年度の経理資料を作った

り、いままでの実績を分析して中長期の事業計画を作ったり。しかし遅々としてはかどり

ません。 

 

久しぶりに夕方に少し楽しみがあります。長男と長女が帰ってきます。家族 4人がそろう

はず。少しギクシャクしている長男とは、どう接したらよいか迷いますが、やはり大人の

対応しかないようです。 

 

こういうときに、出来の悪い息子だった自分を省みて、思い当たるいくつかの場面での親

の気持ちを考えたりします。 

 

あと数時間で 2011年が終わりますが、特別な感慨はありません。とても明るくスタート

した 1年でしたが、3月 11 日の東日本大震災以来、会社の業績も暗転。2011年は、東日

本大震災が起きた年として長く歴史に残ることと思います。 

 

大震災とは直接関係ないとはいいながら、時期を同じくしてそのころから業績は低迷。経

営的には苦しい 1年でした。それでも後半持ち直し、師走に入って、片目のままだった縁

起ダルマにもようやく両目が入りました。 
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また、ほんの申し訳程度ではありますが、東日本大震災の被災地の子どもたちの支援活動

として、郡山市と仙台市で理科実験教室を実施しました。経営的に苦しい中での CSR活

動。それなりに価値があったのではないかと自賛しています。 

 

年が明ければすぐに、創立 12回目の 1月 18日を迎えます。ささやかにお祝い会も企画し

よう！忘年会が出来なかった人との新年会も企画しなくては。せわしないことです。 

 

そして何より、2012年には還暦を迎えます。論語では「耳順（じじゅん）」というそうで

す。60歳にして耳順、「人の言うことを素直に聞ける」という意味なそうな。まだまだ欲

の中にあえいでいます。とてもそこまでは。とはいえ、努力はしてみよう! 
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