
プラスエムは創立 13 周年を迎えました! 

2013-01-18 09:40:07 | Weblog 

朝、最寄り駅 5：55 分発の電車に乗るため、いつものように家を出ました。冬の夜明け前は月と星

がとてもきれい。駅に向かう通勤経路でもあるベルモント公園で見上げる空、特によく晴れた明け

方には 30 個以上の星が数えられます。 

 

星を 30 個以上数えた夜空の東の裾が、かすかな朝焼けで赤味を射していました。着実に日が伸

びていることを感じます。少しうれしい気分。今日はプラスエム創立 13 周年記念日です。 

 

13 という半端な周年ではありますが、教育熱心な先生方をお招きして、プラスエムらしく｢教育情

報交換会｣を企画しました。環境教育や理科・エネルギー教育がテーマの中心になりますが、先生

方同士の交流の場にしていただくという趣向です。 

 

今重要なのは情報です。ネットインフラが整うことで、学校でも教室においてプロジェクタや電子黒

板を活用したいわゆる「ICT 機器を使った授業」がどんどん増えています。そうした状況に先生も

ついていかなくてはなりませんが、プラスエムも同じです。 

 

私はいまだに携帯電話を活用しています。電車の中などでポケットから取り出すとき、人の視線に

恥ずかしさを感じることがあります。年末にはタブレット PC とスマートフォンのカタログをもらってき

ましたが、購入を一日伸ばしにしています。 

 

携帯電話より、タブレット PC やスマートフォンの方が便利であろうことは想像できますが、ある程

度使いこなすまでの数日間のことを考えると、購入の意欲が鈍ってしまうのです。とはいえ、会社

のスタッフも、仕事で関わる人たちも携帯電話を持つ人たちは稀。 

 

ある調査によると、自分専用の携帯電話の所持率は高校生 94.7%。中学生 23.1%、小学生 16.9%、

そのうちスマートフォンを持っている生徒は中学生の約 3 割、高校生の約半数という結果が出て

います。いよいよ待ったなし。創立 13 周年を迎えたことを機に、タブレット PC かスマートフォンに

買い換えることにします。 

 

おかげさまで昨年 11 月に還暦を迎えました。子どものころ目に映ったお爺さん。ふだん仕事で接

する子どもたちの目にも、私の姿はそのように映っているのでしょうか?少年のままの自分のつも

りなんですけどねえ。 

 

創立 13 周年を迎えましたが、子どもたちの未来のために、がんばる先生を応援する事業は、ま
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すます社会のニーズが高まっています。いままでお世話になった恩返しのつもりで、還暦を過ぎ

て、古希・米寿となっても社会に役立つプラスエムの事業を展開していきます。 

 
 
意を決し、スマートフォンに 

2013-02-22 10:48:59 | Weblog 

スマートフォンに買い換えて約 1 ヶ月。意を決しての買い替え。携帯電話は仕事の必需品。スマー

トフォンに買い換えたことで、もし電話に出られなかったりメールの返事が送れなかったら…心配

が尽きず、なかなか決心がつかなかったものです。 

 

決断するには、意を決するほどの覚悟がいりました。しかし、意を決するほどのこともありませんで

した。使いこなすとまでは行きませんが、携帯電話程度にはすぐに活用できて、まず一安心。 

 

ただ、端末機器（受話器）購入の分割払い分を含めて月々の支払いが 8,000 円程度になるとの説

明でしたが、月々8,000 円とは相当な額です。今や中高校生を含む国民の大半が所有するもの。

国民の大半が、一企業のサービスに月々8,000 円支払うということを考えると空恐ろしくもなりま

す。電気・水道・ガスなど、ライフラインの一つになっているということです。 

 

さて、久しぶりに息子と食事の約束をしました。連絡はすべてスマホのメールですが、息子の勤務

先がある町田駅 19：00 という約束でした。駅に着く 30 分ほど前、｢予定通りに着く。どこで待って

いるか知らせろ!｣と私。たった 3 文字“柿島屋”と息子。 

 

柿島屋？ 初めて聞く名ですが、町田では有名な駅前のお店なのかと思い、｢どの出口か？｣と

私。町田駅には改札口がたくさんあるからです。返信メールには｢東｣と 1 文字。そこで東口に出ま

したが、｢柿島屋｣などという看板は見当たりません。 

 

不親切な息子に怒り心頭。しかしぐっと堪えて、そこでスマホを開き、｢柿島屋｣を検索。なるほど有

名なお店のようで、怒りながらも無事柿島屋に行き着くことが出来ました。 

 

柿島屋への道々、どのように恨み言を言おうかと考えながら歩いていましたが、もしかしたら、こう

した待ち合わせ方法は彼らの間では普通なのかも？とも思いました。それに、店の前で待ってい

てくれたこともあって、熱いお酒を口にするころには、怒りはすっかり忘れていました。 
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実り多かった創立 13 周年記念教育情報交換会 

2013-02-25 18:05:52 | Weblog 

「干支はなんで 12 年周期なのか、おそらく人生のリズムが 12 年単位で動くことが多いことから生

まれたのではないか？」こんな話をする人がいました。その人は｢自分の人生を振り返っても、12

年単位のサイクルがあるような気がする。12 年ごとに何かが変わり、新しい世界に入っていく。そ

んなことを繰り返している｣とも言いました。 

 

プラスエムは、おかげさまで 1 月 18 日に創立 13 周年を迎え、それを記念して教育情報交換会を

実施しました。教育情報交換会には、専門教科の異なる小学校や中学校の先生方、校長先生、

校長先生ご経験者などをご招待させていただきました。 

 

専門教科や校種の異なる先生方が一堂に会する機会はなかなかないとのことで、おいでいただ

いた先生方には大変喜んでいただきました。このような会を開きたいと常々考えていたので、喜ん

でいただいたことはねらい通りでしたが、13 周年という半端な周年行事を心苦しく思っていまし

た。 

 

ところが、乾杯の音頭をとっていただいた東洋大学文学部教育学科教授寺木秀一先生が、ご挨

拶の中で、｢創立 13 周年とは、創立して 12 年 1 サイクルが過ぎたということであり、これから新た

なスタートをする…｣とお話くださいました。 

 

思えば、私が会社を立ち上げたのも 48 歳、12 年周期の節目の年。なるほど、そういうことだった

のかと深く納得しました。その、創立 13 周年記念教育情報交換会は、大変意義深い会になりまし

た。 

 

「子どものそばにいて、子どもの声が聞こえる、子どものことを考える、それが楽しくて続けてきた」

とは、40 年に渡り教員生活を続けられて、この春退任する小学校の H 校長先生の弁。全国小学

校理科研究協議会会長を経験され、理科教育の振興に力を尽くされた先生は、理科設備整備費

の予算獲得の大変さ、理科教育予算の少なさを訴えていました。そして、校長職を離れてもなお

理科教育の成果をあげられるような土壌づくりに励んでいきたいと、心強い話をされました。 

 

小学校の環境教育、主に ESD 教育の第 1 人者とも言える小学校の T 校長先生は、次のように

話しました。「8 年前までは、環境教育、地球温暖化、持続可能な社会などあまり話題にもならな

かった。それが、洞爺湖サミット以来、当時の福田康夫総理大臣が持続可能な社会と言い出し、

ようやく世の中に周知されてきたと思っている。自分の息子、娘が安心して暮らせる世の中を考え

たのが始まりで、誰もやっていなかったことをやったらいつの間にか ESD 教育の中心になってい

た。ESD 教育を核にした学校づくりでは、子どものみならず先生がどんどん育ち、自然といい学校
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ができてくる。学校教育は“生きる力”の教育に直結しなければならない。今の教育が知識の理解

と共に“生きる力”につながってほしい。」 

 

また、長年中学校の理科教育・環境教育に取り組んでこられた A 先生は、教頭という立場から

「今の学校はまだまだ総合学習もままならないほど余裕のない状況にある。しかしそうした中で

も、教員の工夫により独自のエネルギー教育や環境教育を取り入れていかなければならないと周

りの先生に発破をかけている」と話しました。 

 

そして、「そのためには、出前授業等多くの企業の協力を活用することも重要。そうした場面では

プラスエムのような教育コーディネーターの存在がとてもありがたい」と、プラスエムの役割にも言

及してくれました。 

 

さらに、プラスエムのある中央区内の小学校 K 校長は、「たまたま、中央区は予算が豊かな区で、

区内 3 校が情報教育フロンティア校として電子黒板を全クラスに設置、児童一人ひとりにタブレッ

トＰＣを貸与し、各教室でスイッチひとつすぐ使える環境にある。こうしたインフラをいかに活用する

かという場面では、学校の中だけでなく、プログラムの開発等、企業の協力を得てはじめてできた

こと」と話して、学校外の協力を得ることの重要さを強調していました。 

 

私は、「今回は先生方同士の交流の場ということで設定させていただきましたが、先生方のお話を

伺っていますと、先生方と企業の担当者の交流会の必要性を強く感じました。学校や子どもたち

の教育に関心を持つ企業も多数あります。両者のジョイント役こそプラスエムの役割です。先生方

を応援する会社として、末永く努力していきたいと思います」と締めくくりました。 

 
観光？教育視察？イスラエルとヨルダンに行ってきました！ 

2013-04-24 07:54:48 | Weblog 

先日、イスラエルとヨルダンに行ってきました。出かける前、身近な人に話すと、イスラエル？ヨル

ダン？とりあえず不思議そうな顔で、｢何しに行くの？｣｢危ないのでは？｣という反応。少なくとも、

うらやましがられることはありませんでした。 

 

最近行ったところといえば、5 年前長女の麻衣と行ったサマルカンド(ウズベキスタン)、3 年前長男

と行ったイスタンブール(トルコ)。イスタンブールは多少うらやましがられますが、サマルカンドには

たいていの人が首をかしげるのかもしれません。 

 

しかし、別に奇をてらっているわけではなく、私には大変魅力あふれる憧れの地です。共通するの

は非常に古い歴史を持つ町ということ。いずれも壮大な歴史の舞台であり、夢とロマンにあふれて

います。 
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イスラエルでは、やはりなんと言っても 5,000 年の歴史を持つエルサレムを訪れることが目的でし

た。20 代の頃一度訪ねたことがあり、35 年ぶりです。また、ヨルダンでは 4,000 年前のナバテア

人の都ペトラ遺跡と、映画「アラビアのロレンス」を撮影したワディー・ラムがねらい。 

 

ふつうの観光旅行です。ユーラシア旅行社という会社が企画した｢ヨルダン・イスラエル 12 日間｣

に参加。しかし、その中で、私の旅の目的は「イスラエルとヨルダンの子どもたちの教育事情視

察」。しっかり視察して、得るところも多くありました。 

 

イスラエルは、35 年前も現在も中東紛争の震源地であり続けています。国家全体が常に安全保

障面で緊張状態を保っています。国家予算の半分が軍事費という厳しい条件の中でも、教育費は

高水準を維持しています。国家戦力の維持に教育が不可欠であることを知っているからです。 

 

紀元前 3,000 年の昔からメソポタミアとエジプトの文明を結ぶ回廊の要衝にあるメギド遺跡を訪れ

たとき、小学生の遠足と出会いました。低学年生 50 人程度の集団でしたが、周りを囲むように教

員・保護者が付き添い、銃を持った警備員も同行していました。 

 

この国では、子どもたちの校外学習での警備員の同行は法律で義務付けられているとのこと。自

由に楽しそうに見学する子どもたちの周りで、大人たちには常に緊張感がありました。 

 

イスラエルでは、ユダヤ民族としての誇りを持たせる教育も徹底しています。1900 年前、ローマの

大軍に抵抗して全員玉砕した悲劇の遺跡マサダでは、イスラエル軍に入隊した兵士の国家への

忠誠宣誓式をこの場所で行うそうです。 

 

マサダは、死海のほとり、岩砂漠に屹立する断崖絶壁の上にあり、まさに難攻不落の要害。今回

初めて訪れましたが、攻める 2 万のローマ軍の砦跡が、絶壁を取り囲むように点在しているの

が、はるか眼下によく確認できました。 

 

ユダヤ軍の生き残りは約 900 名。最後には一人残らず自決することで抵抗がやみ、ユダヤ民族

はパレスチナの地を追い出されます。その後、現在のイスラエル建国まで、約 2000 年に渡る国家

を持たない流浪の民となりました。西暦 74 年、イエスが十字架にかけられて約 40 年後のことでし

た。(続く) 

 
イスラエル・ヨルダンの旅(報告 2) 

2013-04-25 17:39:13 | Weblog 
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ちょうどエルサレム滞在中の 4 月 9 日は、ホロコースト 60 周年記念の日。この国家的記念行事

は、悲惨な歴史を後世に伝えるヤド・ヴァシェムで行われましたが、そのようすはテレビ中継され

ていました。夕食を終えて部屋に戻って、たまたま点けたテレビで最後まで観てしまいました。言

葉はわかりませんでしたが。 

 

翌日、そのヤド・ヴァシェムを見学しました。モダンな建物の中では、ユダヤ人の苦難の歴史が年

代順に映像とおびただしい写真で紹介されていました。2 時間程度の見学でしたが、展示の重さ

にぐったり疲れました。目立ったのは、自動小銃を何気なく肩にした、まだ 10 代と思われる若い兵

士のグループ。この国における青少年教育の強い意思を見た思いでした。 

 

18 歳から 2,3 年の兵役を終えた若者の多くは、数ヶ月から 1 年程度の海外旅行を体験するという

話ですが、この習慣はイスラエルの若者たちにとって得がたい経験となるはず。過酷な境遇で生

きてきた民族が生き残るための知恵のひとつと思います。 

 

テルと呼ばれる高台にあるエルサレムの旧市街。金色に輝くドーム型の屋根を持つのが岩のドー

ム。メッカ・メジナに次ぐイスラムの聖地です。バスの窓から、はるかにこのドームが見えたとき、懐

かしいエルサレムに再びやってこられた感激で胸が熱くなりました。 

 

現在、観光客は岩のドーム内部には入れません。35 年前には入れました。岩のドームは名前の

通り大きな岩盤の上に立っています。岩そのものが神聖であり、ムスリムは額ずきます。ですが、

ムハンマドが昇天したといわれる一角に、くっきりと足跡が残っていることに苦笑したことを覚えて

います。 

 

でも、イエスが復活後 40 日目に昇天したといわれるオリーブ山の昇天教会にも同じように、岩に

足型のへこみがありました。昇天する際に足型が出来てしまうとはどうしても理解できませんが、

世界中から集まる巡礼者はありがたがって岩に接吻します。 

 

思えば、イスタンブールのトプカプ宮殿には、モーセが海を割ったとき使ったとされる杖が展示して

ありました。足型もありました。トプカプ宮殿の宝物のひとつとして展示されていますが、本物と思

う人もいるのでしょうか。 

 

本物といえば、有名なレオナルド・ダヴィンチの最後の晩餐も、当時の食事風景ではあり得ない構

図だそうです。最後の晩餐の部屋と言われる空間にも行きましたが、当時の食事は床に寝そべっ

て食べるのが一般的だったとか。テーブルの周りにイエスと弟子たちが寝そべって食べている図

では、ミラノの大聖堂を飾る壁画としてふさわしくないかもしれませんが。(続く) 
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イスラエル・ヨルダンの旅(報告 3) 

2013-04-26 18:03:39 | Weblog 

今回も何冊かの本を持って出発しました。特に往復の長時間フライトは苦痛です。できるだけ苦痛

を和らげるには読書がいちばん。今回選んだのは次の 5 冊です。 

 

○ユダヤ戦記③：フラヴィウス・ヨセフス（ちくま学芸文庫） 

○物語イスラエルの歴史：高橋正男（中公新書） 

○聖書考古学：長谷川修一（中公新書） 

○シリア東西文明の十字路：フィリップス・K・ヒッティ（中公文庫） 

○日本人とユダヤ人：山本七平（角川 ONE テーマ 21） 

 

旅には限られた本しか持って行けません。そこで私の選択方法は、4 分の 1 程度あらかじめ読ん

でみて、「楽しく読めてしかもあまり短時間で読み終えない」条件をクリアした本と決めています。

「日本人とユダヤ人」は昔読んだことがありましたが、読み直すことにしました。 

 

「地球の歩き方」などの旅観光ガイドもそれなりに役立ちますが、目的地の歴史やそれにまつわる

事件・ドラマを掘り下げて知るほうがずっと興味深い旅になります。 

 

私が初めてイスラエルを訪れた 35 年前、ヨルダンは敵国でしたが今は友好国です。今回、イスラ

エルへの入国は陸路ヨルダンからでしたが、国境越えは拍子抜けするほどかんたんでした。35 年

前のイスラエルからの出入国、特に出国は今考えても悪夢としか言いようがありませんでした。 

 

当時ロッド空港と呼ばれていたテルアビブ空港へは、フライトの 3 時間前に到着することが義務付

けられていました。私の出国手続きには 3 時間たっぷりかかり、さらに搭乗機は最後に私が乗り

込むのを待っていました。 

 

チェックポイントごとに自動小銃を持った兵士が、空港に向かうバスの中に乗り込んできます。空

港ロビーにもあちこちに兵士の姿。日本赤軍岡本幸三によるロッド空港ライフル乱射事件の記憶

が生々しい頃でした。サンダルに T シャツ姿の怪しい日本人の若者ということもあり、バックパック

を下ろすたびに、自動小銃を構えた兵士が私の後ろに回りました。 

 

滞在中、アラブ人が経営する安宿に宿泊していたこともあり、荷物検査、身体検査、尋問は別室

に連れてゆかれ、徹底的にやられました。ほかの国では言葉がわからなくても、それなりに通過で

きるものですが、ここではひとつひとつ確実に答えを求められました。そのトラウマが残っていまし

たが、35 年後の国境越えは観光ツアーの団体ということもあってかんたんでした。（続く） 
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イスラエルとヨルダンの旅（報告 4） 

2013-04-30 12:37:03 | Weblog 

20 歳のころ「屋根の上のバイオリン弾き」という映画を観ました。この映画も私がイスラエルに興

味を持つきっかけの一つだったかもしれません。迫害される貧しいユダヤ人一家の物語ですが、

その映画の中で、主人公のテビエは事あるごとに娘たちに古いしきたりを押し付けます。 

 

今思うと当然のことで“しきたり”、つまり神によって選ばれた民族とするユダヤ人としての戒律を

忠実に守ることで、世界中のどこにいてもユダヤ人であり続けられたわけです。逆にそのことが、

世界中どこにいても迫害される理由でもありました。 

 

ちなみに、ユダヤ教の戒律で食べられない食材は次の通りです。 

○豚・いのしし・うさぎ 

（食べてよい）牛・羊などひずめが割れていて反芻する動物 

○ヒレとウロコがない：うなぎ・イカ・たこ・貝類など。 

○猛禽類や死肉を食べる鳥など：鶏・七面鳥はよい 

○昆虫など 

※旧約聖書に書いてあることをそのまま遵守 

 

エルサレムからヨルダンに入ったのは、紅海に面したエイラットの近郊から。ヘブライ語の挨拶は

「シャローム」。ありがとうは「トダッ、ラバー」。おはようは「ボケルトーブ」。英語で「サンキュー」と

か「グッモーニング」でも通じますが、こちらがヘブライ語で挨拶するだけで相手の印象がまったく

違います。 

 

ヨルダンではアラビア語。挨拶は“アッサラーム・アレイクム”。通関の役人もおまわりさんもこの一

言で、うれしそうに“ワ・アレイクムッサラーム”と返してくれます。ありがとうは「シュクラン」。それだ

けで相当得しました。 

 

ヨルダンは産油国ではありません。それもあって経済状態はいいとはいえませんが、治安は安定

しています。王様をいただくこのアラブの国でも、教育に関しての関心は高いようですが、イスラエ

ルと比べると雲泥の差。 

 

ワディ・ラムやペトラ遺跡では、多くのベドウィンの子どもたちが商売の戦力として働いていました。

父親らしい人といっしょに、らくだやロバに観光客を乗せたり、土産物売りテントの店番をしたり。

学校にも行かず、こんなことを小さいうちから覚えても、結局大人になっても同じ商売をするしか生

きていけない現実があるばかり。 
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政府では、子どもたちを学校に行かせるようベドウィンの親たちを指導しているようですが、数千

年間そうして生きてきた生活を変えさせることは難しいようです。学校にも行かず、親の仕事を手

伝う子どもたち。かわいらしい幼稚園くらいの女の子が、どこかで拾ってきたかのような人形を売

っていました。 

 

観光客相手に、「テンダラー・テンダラー（10 ドルだよ）」。ほとんどのみやげ物がテンダラーかワン

ダラー。右手を広げて「ファイブダラー！」それで OK というので買ってしまいました。（続く） 

 

 

 

 

イスラエルとヨルダンの旅（報告 5） 

2013-05-01 14:23:56 | Weblog 

ヨルダンでの貸し切りバスには、ピストルを持った警察官が同乗しました。イスラエルでは、子ども

たちの校外学習に警備員同行が法律で義務付けられていましたが、そういう意味ではないようで

す。単に国家公認で、観光客にチップを要求する手段のようにも思いました。 

 

やる気のない警察官で、見学地ではたいていどこかに姿を消し、カフェでコーヒーを飲んでいると

ころをメンバーに見つかったりしました。また、出発したバスに乗り遅れてタクシーで追いかけてき

たというしまらない事件（？）もありました。 

 

ヨルダンに入って、最初に訪れたのはワディー・ラム。今回の旅の目玉の一つでもあります。月面

を思わせるような巨大な岩山と砂の世界。鉄分を多く含んだ赤っぽい大地。血の海のように拡が

る砂漠のところどころに屹立する岩山が、灼熱の大地で燃えているようでした。 

 

足元はこうした岩が風化した深い砂になっていて、歩いているとほんの数分で靴が真っ赤に染ま

ってしまうほど。私は捨ててもいいサンダル履きでした。ワディー・ラム探検は、「砂漠を四駆でサ

ファリ」と言えばかっこいいのですが、実際は荷台にベンチを付けたトヨタの古い軽トラック。それを

ベドヴィンのお兄ちゃんがフルスピードでぶっ飛ばします。 

 

砂漠の奥に大きくそびえる岩と岩が縦に裂けたようなシークと呼ばれる地形のハザリ渓谷。3,000

年前のナバテア人が刻みつけた落書きが岩壁に残っています。動物を描いた線刻画や人間の手

型・足型、目を引いたのは夫婦らしい男女。女性の股には赤ちゃんが今にも産み落とされようとし

ています。 

 

映画「アラビアのロレンス」の中で、数百頭のらくだが疾走する戦闘シーン。未知の惑星で撮影し
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たような光景でしたが、このシーンの記憶も今回の旅への誘惑のひとつになったかもしれません。

砂漠の中に「ロレンスの泉」「ロレンスの家」などと名づけられた場所もありました。 

 

旅の終盤に訪れたのがペトラ遺跡。2,500 年ほど前に最も栄えたナバテア人の都。砂漠の岩山の

中で忘れ去られていた幻の都。「アリババと 40 人の盗賊」や「アラジンの魔法もランプ」の話の中

に出てくるような神秘の都。ここを訪れることは、ひっくり返って足をバタバタさせても足りないくら

い楽しみでした。 

 

ペトラの都に入るには、「開け～ごま」の呪文ではなく、1 キロも続くシークを通ります。シークとは

巨岩のたての裂け目のこと。50～100 メートル以上の岩壁が両側に迫り、狭いところは幅 2～3 メ

ートルしかない通路を 30 分以上も歩きます。 

 

シークを抜けて現れるペトラは、地方都市がすっぽり入ってしまうほどの面積。まわりは 100 メート

ル以上の巨岩に取り囲まれ、背面は数 100 メートルの切り立った絶壁。はるかに見渡す赤い岩

山。岩と岩の間を縫うように 1 キロも続くシークは、そんなペトラに至る唯一の道であり出口でもあ

ります。 

 

シークを抜けると、中に宝物が隠されているといわれた「エル・カズネ」が、突然目の前に姿を現し

ます。岩をくり抜いて造られた高さ 50 メートルもある壮大な神殿。ここから奥に、ペトラの遺跡が広

がっています。（続く） 

 

イスラエルとヨルダンの旅（報告 6） 

2013-05-03 09:07:15 | Weblog 

団体行動が基本の今回のツアー。単独行動は制限されます。エルサレム旧市街見学の終了後、

新しく出来たトリム（路面電車）でホテルまで帰ることにしました。トリムで 4 駅ほどですが、この単

独行動に「合流できなかった場合、自力で日本に帰国する」という宣誓書にサインを求められたほ

どです。 

 

そうしたスケジュールの中で、この日は終日ペトラで自由行動。夕方 18：30 ホテルのレストランに

集合という約束です。一番奥のエド・ディルの神殿にたどり着くにはほとんど登山の覚悟が必要で

した。早朝は相当冷え込んでいましたが、予想通りだんだん気温が上がってきました。エイラットで

買った短パンにはき替えて足元は快適。 

 

ビンに詰めた砂で砂漠を行くらくだなどを描くみやげが人気とか？名前を入れてもらい 20 ドルで

買いました。ほかにもあちこちでベドヴィンがみやげ物を広げています。呼び込みはなしで比較的

紳士的、というより売る気があるのか？並べるだけ並べておいて、後は寝そべっている人もいま
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す。 

 

ラクダやロバが通り過ぎたり、勢いよく馬車が走ってきたり、けっこう油断できません。足元にはそ

れらの糞が落ちているので、足元にも要注意！ 

強烈な日差しですが、湿気がないので日陰はさわやか。でも、さすがに疲れました。 

 

そんな中、ツアーメンバーのタフさに脱帽！ペトラ見学は基本自由行動で、体力に自信のない人

はゆっくりして欲しいという添乗員のアドバイスでしたが、ほとんどの人が岩山の山頂まで付いて

きました。ふだんの見学で杖を離せない人まで、一歩一歩杖で山を登る姿が痛々しいほどでし

た。 

 

｢ヨルダン・イスラエル 12 日間｣には 22 人のメンバーが参加しました。その中で私は最年少。60

代後半から 70 代の人がほとんど。旅が好きで、世界中あちこちでかけている人ばかり。食事の時

の話題は次の旅行計画の情報交換だったりします。 

 

そうした人たちに共通するのは、見るからに健康そうであるということ。年齢を感じさせない旺盛な

食欲。見学でも意欲的で、好奇心いっぱい！こうした人たちに同行させていただいたことで、たくさ

んの得るものがありました。中でも、会社しかなかった自分の生き方にヒントをもらえたこと。 

 

会社を留守にしていることの不安を話すと、決まって「だいじょうぶですよ、社長がいなくても社員

の方がちゃんとカバーしてくれますよ！」と言われました。その通りでした。1 週間以上留守にした

にも関わらず、不都合は何もありませんでした。 

 

もちろん、自由気ままに遊び呆けるつもりはありませんが、会社にしがみつく生き方が好いはずは

ありません。時々はこうした旅をすることも大事なことと気づきました。それに、仕事にもプラスにな

るはず。今回の旅からも多くのことを学びました。 

 

そのために大事なのが健康。健康なくして何も出来ません。今回の旅の一番の収穫は、社長であ

る私を支えてくれている従業員と、私自身の健康を維持することの大切さを身にしみて認識できた

ことです。 

 

もう一度行ってみたい、でも二度と行けない場所 

2013-05-08 10:45:44 | Weblog 

読書に集中できたゴールデンウィークでした。何冊かの本を読み返してみました。その 1 冊が

石原慎太郎の「老いてこそ人生」。10 年くらい前に読んだ本です。「へえ～、こんなこと書いてあっ

たっけ？」というページがけっこうあります。ページを繰りながらいつの間にか考え事をしていて、
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読み飛ばしてしまった部分です。 

 

本を読み返すということは、最初にその本を読んだときの自分を思い起こすことでもあります。特

に読み飛ばしてしまった部分では、文字を追いながら別なことを考えていたわけで、その“別なこ

と”を本といっしょになつかしく思い出したりもします。 

 

「老いてこそ人生」を読んだのは、プラスエムを立ち上げて 3 年目のころ。2 人の子どもは高校生

と中学生。ほとんど話をしない危機的な親子関係が続いていた頃です。それに加えて、立ち上げ

たばかりの会社はこれまた危機的な状況にあり、人生の先行きに大きな不安を抱えていた頃でし

た。 

 

この本には勇気をもらいました。本の中で著者は “自分を追い詰め、苦しい思いに耐えてこそ人

生が開ける”だから、若いうちは大いに苦労をしなさいと言っています。これは若い人に向けての

アドバイスですが、当時 50 歳過ぎの私は、自分のおかれた状況の中で受け止めました。 

 

還暦を過ぎて、子どもたちともそれなりにコミュニケーションが取れるようになり、会社も低空飛行

ながらそれなりに安定してきたからか、少し余裕を持ってページをめくることが出来ました。 

 

「へえ～、こんなこと書いてあったっけ？」という部分のひとつに、“もう一度行ってみたい、でも二

度と行けない場所が誰にでもある”という一文があります。何もかも犠牲にして、体力の限界に挑

戦するつもりなら、まだどこにでも行ける自信はあります。 

 

富士山登頂、八ヶ岳縦走も条件が揃えばまだ可能でしょう。長期間の海外旅行も、会社の休暇が

取れて経費が工面出来れば行けるでしょう。しかし、高齢の著者がそうであるように、私にも“もう

一度行ってみたい、でも二度と行けない場所”が確実に増えてきつつあります。 

 

富士山登頂や八ヶ岳縦走など、やれるとしても若い頃と同じようなスケジュールや条件では無理

です。長期間の海外旅行にしても、バックパイプにシュラフや食料を詰めて、貧乏旅行をすること

はもう不可能です。ただのホームレス旅行になってしまいます。 

 

私には “もう一度行ってみたい”でも“二度と行けないだろうと思う”場所があります。他人には意

外かもしれません。20 代の頃の旅での思い出の場所。そのひとつは、ドイツを旅したときの失敗

の思い出。フランクフルトから乗った電車が、居眠りしているうちローカル線（はじめから行き先が

違っていた）に入ってしまいました。 

 

人家の少ない風景にあわてて降りた駅は無人駅。行ってしまった電車が終点まで行って折り返し
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てくるまで過ごした 2 時間足らずの思い出です。駅の近くに小川が流れていて、周りにはブドウ畑

が広がっていました。小川のほとりのベンチに荷物を下ろしてあたりを散策しました。赤くぬられた

ベンチの鮮やかなペンキを、鮮明に覚えています。 

 

もうひとつは、ローマからアテネへの旅。ローマ・テルミナ駅の裏で怪しそうなおじさんが売ってい

た 20 ドルのチケット。バスとフェリーがセットになったチケットで、イタリアの港ブリンリジからアテネ

の港に直行すると思い込んでいました。 

 

しかしフェリーはその日の深夜、ギリシャ北部の小さな港に接岸。私を含む、乗っていた 30 人ほ

どの若者（欧米の学生がほとんど）は、思い思いにシュラフを広げて野宿。翌日アドリア海に昇る

朝日のまぶしかったこと。空腹感とともに思い出します。 

 

ふたつの思い出の場所は、その後地図を広げても実は特定できません。しかしヒントにできる記

憶があるので、その気になれば探すことは出来そうです。ただ、35 年前の記憶は色あせているか

もしれません。記憶の底に留めて置いた方がいいと思ったりもします。 
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