
生き残りをかけてこの 1年最善を尽くします!! 

2012-01-02 11:05:49 | Weblog 

明けましておめでとうございます。 

昨年末は大晦日まで出社しましたが、元旦は休みました。朝からお酒を飲んで、家族とバ

ラエティー番組を見て、コタツで昼寝をして、少し散歩をして、なんとなく一日が過ぎま

した。 

 

そして今日 2日。プラスエム 2012年の始動。2012年はプラスエムにとってどのような年

になるか、どのような年にするか、しっかり絵を描きたいと思います。絵の通りになる必

要はない。それでも絵を描くことが責任者の務めと考えます。 

 

昨年をふり返ると、3月に発生した東日本大震災が未曾有の被害をもたらし、さらに福島

第 1原子力発電所の大事故が追い討ちをかけ、深刻な電力不足に見舞われました。私たち

が当然と思っていた、安全で便利な暮らしがいかにもろいものであるかということを思い

知らされました。 

 

国際社会も今年は厳しい状況が予想されます。ヨーロッパ財政危機は拡大の様相を見せて

おり、超円高の原因のひとつになっています。多くの企業にとって苦しい経営を余儀なく

されるでしょう。 

 

吹けば飛ぶようなプラスエムも例外ではありません。今年創立 12周年を迎えますが、石

にかじりついても会社を守っていかねばなりません。経営者の端くれとして強い決意をも

っています。 

 

私は、2年前の創立 10周年の記念シンポジウムのあいさつで、「プラスエムは人を大切に

します。さらに、人を大切にするために重要なのが「想像力」と考えます。「想像力」

は、「思いやり」に置き換えることもできます。…」とスピーチしました。 

 

お正月に読んだ本の中で、瀬戸内寂聴さんが同じことを言っていました。「利他」という

タイトルで、京セラ名誉会長の稲盛和夫さんとの対談です。寂聴さんは「想像力で相手の

つらさを理解し、思いやりをもって助けてあげる、それが愛」と、講話の中で必ず話すと

いいます。想像力とは思いやりであり、それが愛なのだと。 

 

勇気をもらいました。また、同じ本の中で稲盛和夫さんは、会社を経営する心構えとし

て、「善悪」を判断のよりどころとしていると言っています。お金儲けだけ、損得だけで

会社を経営している経営者がいかに多いことか、と警鐘を鳴らしています。 
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会社が生き残ることがすべて、生き残るためには何をしてもよい、死に物狂いでスタート

した創業のころ、私はそう考えていました。人殺しや詐欺、強盗、なにをやってもいい、

でも人殺しや詐欺をやって会社が繁栄するはずはありません。 

 

そう気付いたときから、プラスエムを支援してくださる方々を裏切ってはいけない、裏切

ったら会社は終わり、そのことを肝に銘じて今日まできました。この決意はこれからも変

わることはありません。 

 

この 1年も試練の年になります。しかし、支えてくれる従業員や支援してくださる方々と

ともに、生き残りをかけて最善を尽くします。今年もプラスエムをよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64｣その年、みのる少年は小学 6 年生でした！ 

2012-03-06 07:54:12 | Weblog 

「ALWAYS 三丁目の夕日'64｣という映画が話題になっています。1964 年、東京オリンピックの年

が時代背景。東京オリンピックの年といえば、私は小学 6 年生でした。10 月 10 日の開会式の日

は、授業は午前中だけ。先生から｢家に帰ってテレビを見るように！｣という話があったように記憶

しています。 

 

ぽかぽか天気の昼下がり、縁側に干した布団の上で、当時飼っていた猫が昼寝をしていた光景

が浮かびます。開会式では、広島原爆の日に生まれたという最終聖火ランナーが、胸をそらせて

異様に大きな呼吸をしながら点火した瞬間が印象に残りました。 

 

映画には当時の駄菓子屋が出てきて、店先には懐かしい駄菓子がたくさん並んでいるようです。

着色料や人口甘味料をたっぷり使った駄菓子やジュース。小学生の私もよく行きました。 

 

駄菓子には｢くじ｣付きのものが多く、束ねてある紐を引っ張ると先端が赤くなっていたり、付箋を舐

めると「当たり」とか、はずれの意味で「スカ」とかいう文字が浮き出てきたりします。「当たり」では

お菓子の容量が大きく、「スカ」｣では小さかったりしますので、子どもたちは一喜一憂します。 

 

恐るべきみのる少年は、ある日そのくじのからくりを見抜いてしまいました。当たりくじには、店の

人だけにわかるある目印があったのです。目印はどんなくじにも必ずありました。 

 

当たりくじの目印は、束ねてある紐では 5 ミリくらい引っ込んでいる、コヨリの束では先端に折り目
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が付いている、付箋のくじなら隅に小さな○印があるなど。子どもらしからぬ目で、くじの束をじっと

見つめて、百発百中あたりくじを引く恐るべき少年。 

 

学校うらの店では、友達の分まで引いてあげてのくじ荒らし。たちまち警戒の目で見られるように

なりました。｢あんまり見ないで引いておくれ｣といわれたかと思うと、次に行ったときには、店側の

対策としてついに目印をなくしてしまったのです。 

 

しかし、駄菓子屋はどこにもありますからちっとも困りません。恐るべきみのる少年のくじ荒らし遠

征は、自転車で行ける広範囲に及びました。はじめは半信半疑だった友達からも、深い尊敬の目

で見られるようになりました。 

 

「物事には表があれば裏もある｣こんな大人世界の法則を早くも知ってしまった小学生時代の私で

した。そのころのみのる少年に戻って、いつか「ALWAYS 三丁目の夕日'64｣を観に行こうと思って

います。 

 

「地域活性化」の取り組みをプラスエムのビジネスチャンスに！ 

2012-06-18 08:37:32 | Weblog 

｢文京の蕎麦処主人｣ということで、知人を自宅に招いて蕎麦打ちパーティーを開いてくださる北澤

宏一先生。一度だけ入れていただいたことがありました。理科サイエンス教育に関心の高い先生

方が集い、理科サイエンス教育を熱く語り合う楽しい会でした。 

 

そんな気さくな北澤宏一先生ですが、実は日本を代表する科学者のお一人。(以下、プロフィール)

福島原発事故独立検証委員会（民間事故調）委員長。東京大学理学部化学科卒業、工業化学専

攻修士修了、マサチューセッツ工科大学材料科学専攻博士修了。東京大学工学系研究科工業化

学専攻教授、新領域創成科学研究科物質系専攻教授などを経て、2007 年独立行政法人科学技

術振興機構理事長に就任、2011 年より同顧問。専門は、物理化学、固体物理、材料科学、磁気

科学、超伝導工学、エネルギー。 

 

その北澤先生の講演会に行きました。「福島原発事故と再生可能エネルギー利用の未来＜福島

原発事故独立検証委員会（民間事故調）委員長が語る> 」というテーマ。原発事故に関する調査

の中で感じた、民間事故調の委員長を務められた北澤先生ならではの、本には書けないような本

音が聞けると期待していました。 

 

しかし、持ち時間が半端だったこともあるのか、講演の内容は「再生可能エネルギー」をテーマに

した総論的な内容に終始していて、ちょっと期待は裏切られました。興味深かったのは、もうひと

つのテーマ｢地域主体の町の活性化と再生可能エネルギー｣の、実際の活用例を紹介した金丸弘
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美先生のお話。 

 

金丸弘美先生は、食環境ジャーナリスト・食総合プロデューサーという肩書きでしたが、話しぶり

や風体はあやしい中小企業の社長のよう(失礼)! 町の活性化と再生可能エネルギーの活用に関

して、ご自身の実績や行動の中からのお話なので、目からうろこ的にすばらしいお話しでした。し

かし、あまりに自信をもって話されるので却って眉唾物でした。 

 

ただ、金丸先生の目指す「地域活性化」とその事例は、プラスエムのビジネスチャンスとしての視

点からも大変参考になりました。金丸先生は、「田舎が疲弊している」というのはうそだといいま

す。山の中の小さな村でも地域の資源を活用して大いに栄えている例がたくさんあるといいます。 

 

要は｢企画力｣ということです。しかも、夢物語ではなく、ご自身がかかわった実例を次々に紹介し

ていただきました。『田舎力～ヒト・夢・カネが集まる５つの法則』（ＮＨＫ出版生活人新書）という先

生の著書。まず、この本を読まねば。 

 
プラスエムの田んぼで田植えが終わりました! 

2012-06-20 16:57:07 | Weblog 

プラスエムでは、日本の原風景｢棚田｣の景観を守る活動として、毎年棚田の米作りに協力してき

ました。2006 年～2008 年は、景勝地として有名な能登半島の先端にある｢白米千枚田｣。しかし

能登半島は遠すぎます。長く続けるためにはと 2009 年から長野県千曲市「おばすての棚田」に変

更しました。 

 

長野県のおばすては能登半島より近いとはいえ、車で 3 時間程度はかかります。しかし能登半島

の千枚田より気軽に訪れることが出来ます。今年 4 年目。プラスエムの田んぼの広さは 93 平方

メートル。 

 

収穫した米は持ち帰ることが出来ますが、無農薬栽培なので、手入れの度合いによって収穫量に

相当な差が出ます。平均 50 キロ程度とのことでしたが、手抜きをしたので一昨年は 2 割減くらい

でした。 

 

それを反省して、昨年はかなりがんばったので、2 割り増しくらいの収穫量がありました。さらにが

んばれば 70 キロくらい取れるという話を聞いたので、今年は畔の草刈り、田の草取りに本腰を入

れる計画を作りました。 

 

しかし、最初からつまずきました。大事な田植えの日(6 月 3 日)が、｢雨活アイデアコンテスト｣の表

彰式と重なってしまったのです。本業をおろそかには出来ませんので、残念ながら今年の田植え
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は地元の農家にお任せしました。 

 

その代わり、1 週間後の 6 月 9 日(土)に草刈作業を行ってきました。プロの農家のおじさんたちに

よる田植えで、わが田んぼの苗はみごとに線がそろっていました。機械で植えたので当たり前で

すが。 

 

10 月初旬の稲刈りまでの約 4 ヶ月間、畔の草刈り、田の草取りを月の一度のペースで手分けし

て行います。夏の盛りの作業は本格的に辛いです。でもその苦しみの向こうに収穫の喜びがあり

ます。希望者はご連絡ください。 

 

夏休みを前に、子どもたちからの作品募集が始まっています！ 

2012-06-21 11:11:33 | Weblog 

子どもたちの夏休みを前に、プラスエムが事務局運営を任された作品募集が次々と始まっていま

す。これら、主に小中学生を対象とした作品募集は、夏休みに入る前、小中学校の校内に案内ポ

スターを掲示してもらうことからスタートします。 

 

先生方からは、この時期、実にたくさんの募集案内が学校に送られてくるという実情をお聞きして

います。中には、子どもたちから作品を募集することにかこつけて、商品を売りつけようという下心

が見え見えのケースもあるといいます。 

 

そうした悪質な募集と区別するため、プラスエムが事務局運営を任された作品募集は、校長会や

教育委員会、先生方の教科研究会などの後援名義をいただくことにしています。安心してポスタ

ーを掲示していただくためです。 

 

プラスエムが事務局を運営する作品募集のひとつに｢住みよい地球 全国小学生作文コンクール｣

があります。全国の小学生から環境分野のうち｢住みよい地球｣をテーマにした作文を募集するも

のです。 

 

先生方のご要望を入れて、｢応募の手引き｣を編集しました。これは、応募を考えている子どもたち

が｢どんなことを書いたらいいだろう｣と悩んだときの虎の巻。書き出し文や展開方法を「作文の書

き方 7 つのコツ」にまとめました。 

 

その中に｢自分の本音を出す｣というのがあります。「楽しさ、悲しさ、うれしさなど自分の感情を素

直に表現することが大事」としました。ほかにも原稿用紙の使い方を指南したり、書きあがってか

らの注意点など手取り足取りの内容です。 
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プラスエムホームページからダウンロードできますので、ぜひご活用ください。締切りは 10 月 1

日。今年も感動的な作文がたくさん集まることを期待しています。 

 

東京・仙台・気仙沼で｢絵本読み聞かせ講師養成講座｣を開催 

2012-06-27 12:58:05 | Weblog 

ユネスコスクールとして承認されている学校は、世界 180 カ国で約 9,000 校。日本国内では 2012

年 4 月現在、397 校（幼稚園、小学校・中学校・高等学校など）ほどあります。日本のユネスコスク

ールでは、学校をあげての活動として国際交流事業のほか、主に持続発展教育(ESD:Education 

for Sustainable Development)に力を入れているところが多いようです。 

 

この ESD 教育を、市内ほとんどの学校で推進しているのが気仙沼市。S 教育長がその中心人

物。環境省が主導する環境教育がらみの事業にご協力いただくため、一昨年お目にかかり一方

ならぬご助力をいただきました。 

 

それ以来、気仙沼市と ESD 教育のファンになりました。気仙沼市は、昨年の東日本大震災で大き

な被害をこうむりました。S 教育長を含め、お目にかかった先生方や子どもたちの安否が気になっ

ていました。その気仙沼市を再度訪問します。 

 

この夏、NPO エコテクみらい研究所との共同企画｢絵本読み聞かせ講師養成講座｣を開催するこ

とになったのです。これは、子どもゆめ基金助成事業として、NPO エコテクみらい研究所が主催

し、プラスエムと文化放送が後援するもの。 

 

文化放送を会場とする東京会場以外、仙台市、気仙沼市で開催します。｢プロのアナウンサーが、

心に残る読み聞かせのコツを指導｣というのがウリ。東日本大震災被災地支援という側面もありま

す。 

 

気仙沼市での開催については、今回も S 教育長にご尽力いただきました。会場としてリアス･アー

ク美術館をご手配いただきました。リアス･アーク美術館は、宮城県が地域活性化対策事業の一

つとして開設した施設。 

 

気仙沼市での講師は、文化放送アナウンサー水谷加奈さん。たくさんのレギュラー番組を抱える

中、東京から出張していただくことになりました。気仙沼市教育委員会の後援もいただき、参加者

募集についても心配なくなりました。 

 

ちなみに、東京会場の講師は文化放送アナウンサー・気象予報士 鈴木純子さん。7 月 29 日

（日）13：30～15：30。どなたでも参加できますので、希望者はお早めにお申込みください。参加費
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無料、定員 40 名、申込締切り 7 月 13 日(金)。 

 

お申込みは、氏名・年齢・連絡先などを明記して FAX またはメールで、下記までお送りください。

NPO 法人エコテクみらい研究所(プラスエム)FAX：03-6222-4823 

 E メール：info@plus-m.co.jp 

 

気仙沼市での開催は 8 月 24 日(土)。S 教育長にお目にかかれる日が楽しみです。 

 
子どもゆめ基金助成事業「読み聞かせ指導者養成講座」が終了しました 

2012-08-29 16:05:41 | Weblog 

東京（港区）・仙台市・気仙沼市で開催した「読み聞かせ指導者養成講座」が終了しました。教育

関係者が多かったように思いますが、休日のプライベートな時間を犠牲にしての参加。参加者に

は心より敬意を表します。3 会場とも大盛況でした。 

 

物心つくころの子どもたちに、たくさんの絵本を読んであげるということは、教育的に大変望ましい

ことです。大人が読む絵本の中で、子どもたちは自分が主人公になって、勝手な世界に浸ります。 

 

自分が主人公になって作り上げた世界の記憶は、大人になった自分にも大きな影響を与えます。

私にもそうした世界があります。悔やまれるのは、自分の子どもたちに十分、読んであげられなか

ったこと。 

 

「読み聞かせ指導者養成講座」の企画は、そうした背景から生まれました。絵本を読んでもらえる

幸運な子どもたちを増やすには、読み手である指導者を養成することが効果的です。魅力ある講

座にするため、講師をラジオのアナウンサーにお願いしました。 

 

参加費無料とするため、「子どもゆめ基金」の助成を申請しました。申請したのは、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。幸運にも 100 万円の助成金を得ることが

出来、「読み聞かせ指導者養成講座」を実施することに成功したのです。 

 

3 会場の実施を通してたくさんの方と接することが出来、その中から次のことがわかりました。 

①絵本の読み聞かせを推進する活動は今後ますます重要となること 

②絵本のほか紙芝居も子どもは好きであること 

③東日本大震災のあと、子どもたちの防災（安全）教育の重要性が注目されています。絵本の読

み聞かせを「防災（安全）」のテーマでやるべきである 

 

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、代表取締役を務める株式会社
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プラスエム。前者は社会貢献活動で、後者は営利事業という棲み分けが当初の指針でしたが、棲

み分けが難しくなってきています。 

 

社会的課題を解決する活動をビジネスとして行う「ソーシャルビジネス」という概念が注目されてい

ます。プラスエムの事業はすでにその範疇に入っています。また、エコテクみらい研究所も、設立

当初の理念ですでに「単なるボランティアではなく、活動に必要な経費は自ら生み出す」ことを謳っ

ています。 

 

「ソーシャルビジネス」という概念のもと、プラスエムとエコテクみらい研究所がセットで、絵本の読

み聞かせを推進する活動など、社会に役立つ取り組みを、適正な利益を確保しつつ行っていくこ

とが出来ればと考えます。 

 

今日は、50 代最後の一日です! 

2012-10-31 16:00:35 | Weblog 

経営状況の把握では、半年 1 年先の売り上げ予測を日常見ています。中長期的には 1 年～5 年

先に注意を払っています。10 月末の今なら来年の 4 月くらいまでが常に視野に入っているという

ことです。秋が深まりゆく 10 月末にいて、プラスエムの会社経営では年末やお正月を通り越し

て、春のことを考えているということもいえます。 

 

そのせいもあるのか、季節のめぐりを非常に早く感じます。いつも持ち歩く手帳には年内のスケジ

ュールがどんどん埋まっていきます。12 月には日時を決めない忘年会の企画もいくつか入ってい

ます。 

 

そんな中、明日 11 月 1 日は私の 60 回目の誕生日。特別の意味があります。還暦を迎えます。

つまり今日は 50 代最後の一日ということ。 

 

人生 80 年と言いますから、60 歳は 4 分の 3 が終わったところ。季節でいえば初冬?もはや冬? 

それはいやだな! せめて晩秋くらいであって欲しいところです。60 歳を晩秋にするためには 100

歳まで生きればいい計算。どうかな？ 

 

60 歳になろうとしているのに相変わらず生臭いことを考え、心は雑念の塊です。会社をリタイヤし

たら、何ヶ月もかけて四国八十八箇所めぐりをやろうなどと殊勝な夢を持つには持っていますが、

実際出かけたらサボりにサボって、毎晩お酒を飲んで、適当にごまかして帰ってきそうです。 

 

「秋に聞く風鈴には趣がある」という人がいれば「秋の風鈴はさびしい」という人もいます。「現役バ

リバリでもう一花咲かせよう」という人がいれば、「余生を静かに過ごそう」という人もいます。60 歳
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からの人生をどう生きるか? 

 

会社の経営で半年先を見ているわけですから、人生設計では 10 年 20 年先を見て、私も少し考

えてみることにします。とりあえず明日からは映画が 1,000 円で観られます。 
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