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2007-01-01 08:09:30

2007年、明けましておめでとうございます

2007年の夜明け、とはいえまだ夜は明けていません。まもなく毎年恒例の
走り初めに出発。昨夜は少し飲みすぎたので無理のない程度にします。

プラスエムの責任者として、今年の目標は「健康管理」。1月18日に創立7
周年を迎えるプラスエムにとって、一番大事なのは私が「24時間闘える」
健康を維持していること。もちろんスタッフの健康管理も大切ですが、まず
社長が範を示します。

7年間大きな病気とは無縁でしたが、これからも無縁である保障はありませ
ん。7年間健康診断にも行っていません。これも自慢になりません。「健康
診断に行ったからといって病気が治るわけでもないし、それに病気がわかっ
たからといって入院している暇はない」これが言い訳でした。

しかし心境の変化。今年は行きます。もっとすごいのはバリウムを飲むこと
を決意。過去バリウムを飲んだことはありません。会社員だったころの健康
診断で2回チャレンジしましたが、2回とも失敗。

自称「胃カメラを飲む達人」という先輩がいました。胃カメラとバリウムで
はちょっと違いますが、その人に話したら「長岡君、飲まされると思うから
苦しいんだよ、自分から飲んでやろうと思えば何のことはないよ」と、奥儀
を伝授されました。

「イチゴ味とかあって、今はすごく飲みやすいですよ」と簡単に言うスタッ
フ。「あれはね、鉱物の粉末を水で溶いたものなの。あんなものに味付けを
したからといって人間が飲めるわけがない」「飲めますよ、社長にもしもの
ことがあったら会社はどうなります？」

スタッフの強い薦めと半分おどしで決意しました。バリウムを飲むというこ
とは私にとって事件です。今年は命がけ（ちょっと大げさですが）で決行。
（6：28）

（中断）
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（7：35）走り初めに行ってきました。荒川土手には厚着をした人たちが
日の出を待って寒そうに並んでいます。その間を颯爽（？）と走ってきまし
た。ちょっと酒臭かったかもしれませんが、白い息を吐きながら冷たい空気
のなかを走りました。心地よいひと時でした。

時計をしていかなかったのでわかりませんが、推定6時55分。大きな太陽が
小菅拘置所の方角から昇りました。初日の出を何年ぶりかで拝むことができ
ました。今年は良い年になりそう。

2007-01-02 14:37:51

初出社！プラスエム2007年始動！

どんなに酒臭い息を吐きながらも毎年欠かさない元日の走り初めで、今年は
荒川に昇るでっかいお日様を目の当たりにしました。

今日からプラスエムの2007年が始動。さすがに2日から営業している会社
はないようで、早朝の電車はガラガラ。当たり前のことですが、会社には電
話1本かかってきません。落ち着いて仕事ができそうですが、なかなかそう
は行きません。

大手町で箱根駅伝のスタートを取材するヘリコプターが、勢い余って茅場町
の上空にまでうるさく飛んできます。駅伝がスタートすればテレビも見なく
ちゃなりません。眠くなれば昼寝もするし、結局何をしに出てきたのか分ら
なくなります。

今年は年明けから忙しくなります。みなさまに支えられてプラスエムは1月
18日に創立七周年を迎えます。2000年1月18日の創業以来、思い返すと
あっという間の7年でした。

そして私にとっては実に内容の濃い7年でした。48歳で創業して、昨年11
月に54歳になりました。その7年間には54年の人生の大半が詰まっている
感じです。

うれしいことも悲しいことも、辛いことも楽しいこともふんだんにありまし
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た。生意気ですが人間としてもいくらかは成長できたと思います。

自分の力など微々たるもの、人を大切にすることでしか会社も自分も生きら
れないことが身をもってわかりました。事務所の白板に「本気でやれば何で
もおもしろい！」と書いてあります。全力で生きることの喜びを知りまし
た。

プラスエムは7年間で進化しました。今や日本の社会で必要とされている会
社であると自負します。「教育現場と社会のジョイント役」は、ますます
ニーズが高まっています。初心を忘れず、おごることなく地道に活動を続け
ます。

また、プラスエムは温かく見守ってくださるみなさまの存在を、決して忘れ
ません。そして支えてくださる皆様とともに、10年、20年と社会に貢献す
る会社であり続けたいと考えています。

2007-01-07 13:25:26

即席めんの思い出

5日、日清食品創業者の安藤百福さんがなくなりました。カップラーメンの
生みの親として有名ですが、「48歳、無一文から再起」という新聞記事を
読んで、さらに興味を持ちました。

到底自分と比べるべくもありませんが、私がプラスエムを興したのも48
歳。そこに興味を持ちました。氏は終戦直後に見た闇市の、ラーメン屋台に
並ぶ行列に触発されて即席めんを完成させたといいます。

また、「カップヌードル」の発案には、アメリカ旅行で、アメリカ人が日本
製の袋入り即席めんを紙コップに入れてお湯をかけ、フォークで食べるのを
見てヒントを得たといいます。

闇市のラーメン屋台に並ぶ行列なら、当時たくさんの人が目にしただろう
し、またアメリカ人が日本製の袋入り即席めんを紙コップで食べる光景も、
随行のメンバーみなが目にしているはず。
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ところが即席めんもカップめんも、ほかの人からは生まれませんでした。氏
の著書「奇想天外の発想」はまだ読んでいませんが、ぜひ読みたいと思いま
す。私はラーメンの新製品を生み出そうとは思いませんが、企業と学校を結
びつける新しい企画について、常にアイデアを追っています。きっと参考に
なると思います。

即席めんには小さいころの思い出があります。昭和33年の発売といいます
から、私は6歳。初めて食べたのは小学生のときで、風邪で学校を休んだ日
でした。

食欲がなくて何も食べられずにいたとき母親が出してくれました。ビックリ
しました。食欲がないのにおいしかったことも覚えています。もちろんスー
プの一滴まで残さず啜ったことでしょう。

群馬の農村の、貧乏な家庭でも買えたというところが、すでに画期的。あと
で、ドンブリにめんを入れてふたをして3分でできるのだということを知り
ました。刻んだねぎがおいしくて、ねぎなら裏の畑にいくらでもあるので山
のように入れたこともありました。

日本人の食生活を変え、まさに「世界の食生活」も変えてしまったわけで
す。生まれた製品はその後の人たちを幸せにしますが、独創的なアイデアを
生み出す人間は、何億人の中からたった一人を、一から作り出すしかありま
せん。

2007-01-09 17:05:26

突きつけられた、ウエストサイズ

私は正月2日から仕事を始めているので何の違和感もないのですが、世間一
般ではようやく今日9日から仕事が動き出したという感覚のようです。

「久しぶりに生徒が登校してきて、学校にも緊張感が戻った」というメール
を中学校の先生からいただきました。

プラスエムもスタッフが出社して新年の顔合わせができました。今年のテー
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マは「健康」。公約どおり16日に健康診断でバリウムを飲む予定。健康診
断は8年ぶり。体の中から何が見つかるか怖いものがあります。

私はジョギングを続けることで長年健康を維持していたと思い込んでいま
す。そのジョギングの回数がめっきり減っています。影響はウエストサイズ
に正直に出ました。ほとんどサイズが変わらず、20歳代に買った登山ズボ
ンが数年前まで穿けました。

ジョギングの回数が減ったころからてきめんズボンがきつくなりました。す
べてのズボンが一斉にきつくなって、捨てるかサイズを直しました。直した
ズボンがさらにきつくなって、再度直してさらにきつくなって、もう直しが
きかなくなって捨てました。

そして先日、バーゲンでとても恐ろしいことになりました。20歳代から
ずっと76センチだったウエストが、その上のサイズ79センチを越えている
ことは想像がつきました。

それで、店員さんに聞かれたとき、「82センチくらいかな？」と答えまし
た。試着室で、息をいっぱい吸い込んで82センチのズボンを試着しました
が、店員さんは人の気も知らず、冷たく「ちょっときついですね！」。

その上のサイズはなんと85センチ。ウエストサイズ85センチのズボンは、
ドラム缶のようなおじさんが穿くもの。そういうイメージがあります。

息を吸い込んだまま、「それほどきつくないですよ」。店員さんは困ったよ
うな顔をして「まあ、大丈夫かもしれませんね！」。そういうわけで初めか
らきついズボンを買ってしまいました。

買ったズボンは1ヶ月後にサイズ直しに出しました。

2007-01-15 07:40:39

いよいよ明日、8年ぶりの健康診断！ 

尾篭な話、今朝8年ぶりに採便しました。いよいよ明日健康診断。「生活習
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慣病予防検診A」というコース。Kスタッフがネットで調べて手続きをして
くれました。

Kスタッフはうれしそうな顔をして「いよいよ明日ですね、心の準備はいか
がですか？ バリウムなんて誰でも飲みますから、全然心配することありませ
ん」とからかいます。

8年ぶりの健康診断は大げさではなく私にとっての大事件。その間やってき
たことを思えばどんな結果が出ても不思議ではありません。ガンマGTP値、
血糖値、尿さん値、尿蛋白、中性脂肪など心配な項目だらけ。

採便について、採取方法が洗練されたことにビックリ！ 小学生のときの思い
出があります。確かマッチ箱に直接入れて学校に持って行ったような記憶。
その日たまたま便秘気味でポロっと小指の先程のが取れました。

固さといい、扱いが簡単なのでそれをマッチ箱に入れて学校で友だちに自慢
しました。誰かが「長岡のはヤギのウンコだ！」と言いました。我ながらそ
の通り、ヤギのウンコみたいだと思いました。ウサギのウンコでも立派に通
用します。

先生まで巻き込んで、「ヤギのウンコを持ってくるとは長岡は怪しから
ん！」ということになって、いくら弁解しても信じてもらえず結局採り直
し。ふだんからそういうことをするヤツだと思われていました。

2007-01-16 13:59:27

バリウムは飲めませんでした！ 

検査を前に体調不良となり、一時は検査の中止を考えたほど。検査の前日の
こと。心配してくれるスタッフのなかには「あれっ？もしかして、バリウム
が怖くて？」と、疑った人も。

インフルエンザでもなく単なる風邪みたい。平熱が低い自分にとって36度4
分は立派な微熱。それで体がきつかっただけ。しかし、自宅にはセンター試
験を週末に控えた息子がいます。熱っぽいといいながら家に帰ったらきっと
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大騒ぎになります。

それが面倒なので昨夜はビジネスホテルに泊り込み。そして今日の健康診
断。ブログで公表した手前頬かむりもできません。残念ながらバリウムの検
査は失敗。あのドロドロをどうしても飲み込めませんでした。

胃を膨らますために発泡剤を飲んで、げっぷを我慢しなくてはなりませんが
それも我慢できません。しかし、今回は粘りました。バリウムも必死に飲み
直しました。でも、飲みっぷりが悪かったようです。悪戦苦闘の末、ギブ
アップしました。

問診でバリウムが飲めなかったことを説明すると、「大丈夫ですよ。そうい
う人もいますから。次は胃カメラという方法もありますしね」。冗談ではな
い！それこそ検査で命を落とすことになる！

必死でがんばったのだからスタッフも許してくれるのでは、などと勝手に解
釈して自分に言い訳して帰りました。「失敗だった！」という予想しない報
告に、スタッフはリアクションに困っていましたが、自分自身もしばらく立
ち直れないかもしれません。微熱は続いています。当分続くかも。

 2007-01-17 18:34:15

松葉杖の人が乗ってきたら席を譲ろう！

バリウムが飲めなかったという昨日の投稿が、皮肉なことに過去最高のアク
セス数を記録。どなたか「こうすれば絶対に飲める！」という秘訣を教えて
ください。胃カメラを飲まされるよりましですから、もう1回くらいチャレ
ンジを考えてみます。

さて、いよいよ2月から正式に入社するSスタッフは、昨年末の事故によ
り、1月いっぱい時間をずらせての松葉杖通勤。そのSスタッフから、昨日
の帰りの電車では、座れなかったが、短い時間なのでまったく問題なかった
と報告がありました。

Sスタッフは、松葉杖での通勤を心配する自分を安心させるための報告のつ
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もりだったようですが、私はその電車内の情景を想像して悲しくなりまし
た。夕方4時過ぎですから混んでいるといっても立っている人はそれほど多
くなかったでしょう。

座っている人にはお年寄りもいたかもしれませんが、高校生や中学生の2,3
人のグループが馬鹿笑いしていたかもしれません。親子連れが、自分の隣に
子どもをしっかり座らせていたかもしれません。

そうした人たちの多くは、茅場町から松葉杖で乗り込んできたSスタッフの
姿を確認したはず。そして無視したか、または寝たふりをしたのです。席を
立って「どうぞ」という人が一人もいなかったということは、結局そういう
こと。

何かを勉強している人もいたでしょうが、間抜けそうな顔をして漫画本を広
げていた人もいたに違いありません。Sスタッフより先に降りた人も、降り
るのを座ったまま見送った人も、そのあと何か感じることはなかったので
しょうか。

「松葉杖の人が乗ってきたら席を譲りましょう」と学校で教えなかったか
ら、家庭で教えてもらわなかったから。そういうことではなく、私は想像力
の問題と思います。それはいじめの問題ともつながっています。

いじめはいけない、いじめは卑怯だとかそういうことではなく、いじめられ
た人の気持ちをリアルに想像できれば、そういうことをする自分の醜さまで
見えてしまってやりにくくなります。

松葉杖をついている人が立っているのに座ったままでいられる神経は、そう
みんな耐えられるものではありません。私もタイミングを失した結果、そう
いう時間を耐えたことがありましたが、いたたまれない時間でした。

日本はそんな国になってしまったのでしょうか。今の子どもが親になってそ
の子どもに、「松葉杖をついている人が電車に乗ってきたら、席を譲りま
しょうね」と教えて、その子どもが社会人となり、やがてそのような社会を
形成するまで100年かかります。
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「教育は国家100年の計」とはそういうことです。プラスエムはそうした教
育について、Sスタッフを迎えてますます真剣に取り組みます。

2007-01-28 13:38:44

公開！健康診断結果

先日受けた健康診断の結果が送られてきました。「治療が必要ですので受診
してください」いきなり目に飛び込んできました。主な問題箇所は、「脂質
検査」のコレステロール値。

「脂質検査」には①総コレステロール値②HDLコレステロール値③中性脂肪
④LDLコレステロール値と4つの項目があります。問題なのはこのうちの、
①総コレステロール値と④LDLコレステロール値。

①総コレステロール値の基準値は130～220㎎/d1ですが、これが272㎎/
d1。④LDLコレステロール値は基準値20～140㎎/d1に対し193㎎/d1と
なるほどかなり高い数値。「長時間の労働時間は高脂血症の原因ですので、
生活習慣の改善が必要」とコメント。

しかし、尿酸値、糖尿病関連値、肝機能系が正常だったのはむしろ驚き。ま
た肥満度も+7.3でしたが辛くも正常値（－10～＋10％）の範囲。バリウ
ムは飲まなかったので消化器系は不明ですが、あとは問題なし。診察してみ
ないと分りませんが一応安心しました。

実は高い「コレステロール値」には、身に覚えがあります。10年ほど前の
健康診断でやはり引っかかりました。そのときは参考書を買ってきて家内と
食事療法を研究しました。懐かしい話。

ですからある程度「とってよい食品」「控えたほうがよい食品」が分りま
す。10年前は6ヵ月後の再検査でみごと改善、事なきを得ました。しかし数
値が合格点となってから、まったくもとの生活に戻ってそのまま10年です
から、今回は10年分の改善が必要ということ？

ウニやイクラ、たまごかけご飯や親子丼もだめ、お酒を少なめにすることは
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当たり前、という生活が始まりそう。そうすることでスタッフはじめ家族に
対して責任が果たせるなら、それは仕方ないか。今日は日曜日、家までジョ
ギングで帰って、野菜でも食べて寝てしまおう。

2007-02-01 15:23:39

プラスエムはやる気のある人材の活躍の場 

『今の時代、汗水垂らして働いても若いときの苦労は決して報われない。自
分の人生のレールがどこに続いているのか？ そして、そもそも何のために働
くのか？…』こんなことを考えさせる「若者はなぜ3年で辞めるのか？」と
いう本が売れています。

将来を嘱望される優秀な若者が、一流といわれる企業に就職しながら3年も
経ずに辞めていくケースが増えているといいます。理由のひとつに年功序列
の崩壊があるといいます。

年功序列とは若いときには安い賃金に甘んじなければなりませんが、やがて
40代50代ともなると悠々とした地位と待遇が待っているというもの。

昨今、成果主義を導入する会社が増え、若いときに安い賃金に甘んじて汗水
流したにもかかわらず、やがて手にするはずの地位と待遇を得られず、リス
トラ対象になったり子会社に出向させられたり。そうした中高年の悲惨な状
況を目にし、自分の将来を悲観して、モチベーションがあがらないという理
由もあるといいます。

日本の教育制度はそもそも年功序列での働き方と相性がいいとも言われま
す。つまり、社会ではすでに年功序列を否定しているのに、教育現場では依
然年功序列に溶け込みやすい教育が続いているわけです。

年功序列に溶け込みやすい教育とは、「いかに効率的に知識を頭に詰め込む
か、そしてそれを引き出すかというだけの作業」だったり、「受験に関係な
い科目や授業範囲はどうでもよく、要領のよい者勝ち」の世界。

創造性の育成とは程遠く、日本の若者に起業家精神が低いのもその特徴とい
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われます。そうした教育を受けて育った人材が、年功序列を否定しながら壊
れかかった年功序列型の会社に押し出されているわけです。

ワタミ社長渡邉美樹さんの経営する郁文館夢学園の挑戦が、従来の日本型教
育制度を根本から替える大改革といえるのはそうした意味からです。

子どもたち一人ひとりに夢を待たせ、その夢の追求過程に価値を置くという
渡邉さんの「夢教育」は、一見遠回りのように見えます。しかし、すでに日
本の社会の現実は、そうした訓練を受けてきた人材しか評価されない仕組み
になりつつあります。

プラスエムが求めている人材は、労働力を提供してくれるだけの人ではあり
ません。プラスエムで働く中で自分自身を高めていける人。そして3年後10
年後、もしその人がプラスエムを去る日が来たら、プラスエムでの日々を、
自分にとって飛躍する踏み台に出来る人。

プラスエムは、ほかの会社を3年で辞めた若者の受け皿となって、その人た
ちが存分に実力を発揮し、成長できる職場でありたいと考えます。本気で自
分を高めていく気のある人には本気で声をかけます。

2007-02-03 15:22:11

頭脳立国、インド恐るべし！   

頭脳立国。イギリスからの独立を果たして間もないインドで、時の指導者
ネールが唱えた国家の方針。ネール首相はその目的のために、国立工科大学
（IIT）を設立します。

ネールの作ったIITは現在インドに7箇所あり、毎年たくさんの卒業生を世界
中に送り出しているといいます。そのようすが先日「NHKスペシャル：湧き
上がるエネルギー・インドの衝撃」として放映されました。

最貧国インドのさらに下層にいる人たちにとって、教育こそが貧しい境遇か
ら抜け出すための数少ない「成功へのパスポート」。毎年IITに入学できる
5,000人に対し受験生は30万人。
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21世紀に最も繁栄する国といわれるインド。そのパワーを支えるのは「教
育」でした。予備校に通う受験生の姿が紹介されましたが、彼らの姿は真剣
そのもの。トタン屋根の吹きさらしの教室。

教える講師と受験生の真剣勝負。雨が降ると外に面した机では傘をさしてテ
キストを広げます。テキストに振り注ぐ雨粒を払いのけながらメモをとる青
年の真剣な横顔が印象に残りました。

翌日、NHKクローズアップ現代「すれ違う教育現場」を見ました。要求する
保護者と問われる教師。「子どものため」の教育を共有すべき親と教師がす
れ違っている現状を特集していました。

「子ども同士けんかをさせないでほしい」「卒業アルバムに子ども（自分
の）の写真が少ないので作り直してほしい」、無理難題と思われるような要
求が増えています。

幼児虐待、いじめ、子どもの自殺、ゆとり教育とその否定、教員の指導力不
足等々、子どもたちに関わる問題が連日メディアに取り上げられます。そう
した日本の子どもたちを取り巻く話題に接していて、片やインドの映像を観
て何かがおかしいと感じました。

私は「学ぶことの目的」の問題ではないかと思います。生きる目的、学ぶ目
的。インドの子どもたちやその保護者には、死活問題としての共通の目的が
あります。

自分や家族（一族）の生活のため貧困から抜け出す。明確に「食う」ため。
自分や家族が飢えないために死に物狂いで勉強しているのです。

日本の子どもたちやその保護者には、そうしたせっぱ詰まった共通の目的は
ありません。国のため、社会のため、貧しい人のため、人類の幸せのため、
そして自分や家族の幸せのため、いずれの目的も希薄になっています。目的
が定かではないものに人は真剣にはなれません。

インド恐るべし、インドの子どもたち恐るべし。「教育」が、先進国と呼ば
れる国々を、すっかり入れ替えるときが来るかもしれません。
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2007-02-04 13:07:29

盛況だった「江戸城特別展」

うれしい発見がありました。会社近くの越前掘公園で見つけた小さな梅の
木、そのつぼみが開きました。右の梅は白、左の梅は赤。つぼみの一枝を持
ち帰りました。デスクのグラスで少しずつ咲き始めています。

5日に予定しているプラスエム7周年行事の準備で出勤した土曜日、時間を
作って念願だった江戸東京博物館の「江戸城特別展」を観ました。よい天気
でしたが、まだ風は冷たく春は遠いよう。途中で見つけた沈丁花も、香りを
発するにはまだ時間がかかりそう。

「江戸城特別展」は前評判の高さから予想通りの人気ぶり。チケット売り場
から長蛇の列。そういうときに観に来たことを少し後悔しながら入場しまし
た。

展示コーナーはどこも人だかり。入り口近くの展示は古文書類が中心。「江
戸城特別展」なのに、なぜか松本城や安土城、大阪城など。

このような特別展に来ていつも思いますが、いくら興味を持っていても古文
書や古地図など、自分を含め専門外の人に理解できるはずもなく、延々並ん
で眺めていても面白くもないと思うのですが…。

そんなことを考えながら、ガラス越しに眺めている人の肩越しに覗き込みな
がら、ここもあそこも「観なくていいや」という具合にどんどんショート
カット。

そんな中、興味深かったのは江戸城の模型。詳細に再現したという模型は、
高さ約60メートルもあったという城の外観を、同じ縮小比率の人形を配置
したことで、その規模の大きさが素人目にもすごく分かりやすくなっていま
した。

しかし、なんといっても人気だったのは、想像を交えて再現したというCGを
駆使した映像。鮮やかな色彩の襖絵や天井画。忠臣蔵で有名な松の廊下の位置
も、城の内部構造の中で確認できました。松の廊下のほか竹の廊下も発見。
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映像は12分間の放映で、ホールの外にまで人があふれています。その会が
終わると同時に入れ違いに席取りをしますが、やっと座れたと思ったら運悪
く目の前に背の高い人。スクリーンの下半分が見えない状態でした。

所々記憶がないので、12分の上映のうち後半は眠ってしまったようでした
が、気持ちよかった！

2007-02-06 14:57:25

プラスエム創立7周年感謝の会を開催

創立7周年を迎えたプラスエムの「感謝の会」が、お世話になった方々を招
待して開かれました。ささやかな会でしたが、みなさまが心から祝福してく
ださり夢心地の時間でした。

挨拶の中で私は、昨年秋公開のアニメ映画「オープンシーズン」の主人公熊
のブーグを例に、創業時の心境をお話ししました。熊のブーグはペットとし
て人間に飼われていましたが、あるとき森に逃げ出します。森では自由を謳
歌し初めははしゃいでいますが、やがて食べ物を自分で探さないといけない
ことに気付きます。

長年給料生活をしていた自分が会社を創業したということは、同じように自
分や家族の生活費を自分で稼がなければならなくなったということ。そこか
ら出発したということをお話しました。

この7年間、自分なりにがんばってきたつもりですが、「本気でやればなん
でもおもしろい！」という言葉に出会って勇気をもらったこともお話しまし
た。

会では、プラスエムのスタッフが総力でお客様の接待や会の進行に当たりま
した。お客様一人ひとりの魅力もあって、和やかで心からくつろげる雰囲気
となり、ゲストのスピーチも心のこもったお話ばかりで、会場では感動の中
にも笑い声がたえませんでした。

プラスエムの「エムって？」よく聞かれますが、すっかり忘れていた由来が
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創業時の設立趣意書に記されているのを発見。これもこの機会に披露しまし
た。

dream（夢、あこがれ）、merit（長所）、mind（心）、motivation（動
機付け）、などの意味があります。2000年1月、21世紀に向かい自分の興
す会社の将来に責任と夢を表現したものです。

プラスエムは小さな会社からスタートしましたが、とてもでっかいことをや
ろうとしています。「日本の教育再生一翼を担う」こと。そのためにがんば
る先生を応援します。

プラスエムは、「学校と社会のジョイント役」を通してがんばる先生を応援
し、子どもたちのために尽くしたいと思います。そして、いつまでも社会で
必要とされる会社でありたいと願っています。

2007-02-12 08:36:05

中山晋平記念館に行ってきました！ 

シャボン玉とんだ　屋根までとんだ　屋根までとんで　こわれて消えた
シャボン玉きえた　飛ばずに消えた　うまれてすぐに　こわれて消えた

この「シャボン玉」は、作詞した野口雨情が生後まもなく死んだ長女に捧げ
た鎮魂歌だったと言われています。わが子の死を悲しみ、シャボン玉にそれ
を託し、最後に“かぜ風吹くな　シャボン玉とばそう”と、わが子の魂が天国
で幸せにという気持ちを込めた詩と言います。

ずっと前、詩の生まれたいわれを知ったとき、幼い日に娘の麻衣がシャボン
玉で無邪気に遊びながら口ずさんでいた姿を思い出し、目頭が熱くなったこ
とを覚えています。わが子の死を悲しみながら作られた詩が、その悲しみと
は無縁の親子にどれだけ多く歌われ、親しまれたことか。

詩もさることながら、子どもを亡くした哀感がしみじみと滲みでているやさ
しいメロディーを作った中山晋平にも、私は興味を持っていました。その中
山晋平の記念館に行ってきました。
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3連休の中日となった12日（日）早朝、当て所なく家を出て、車でとりあえ
ず関越自動車道に入りました。川越を過ぎたころからスキーに向かう（らし
い）車に混じって、渋滞を繰り返しながら高崎方面へ。

漠然と群馬の温泉にと思っていましたが、途中で気が変わって長野方面へ行
くことに。比較的空いていそうだったからです。気まぐれなのはいつものこ
と。

須坂長野東インターで高速道を降りて、まず向かったのは小布施町。理由は
なんかおいしそうなものがありそうだったこと。しかし冷たい風が吹きすさ
ぶ町並みには観光客の姿もまばら。散策しても間が持ちません。

小布施町でたまたまもらった近隣の観光案内に、「中山晋平記念館」が出て
いました。記念館に向かう途中には、りんごやぶどう、キウイ、桃、杏子な
どのくだもの畑が拡がっています。今は冬景色ですが、色とりどりの花が咲
きそろう春の景色は如何ばかりか。

中山晋平は「シャボン玉」のほか、「肩たたき」「まりと殿様」など数々の
童謡を作曲した作曲家。多くの名曲とともに今に名を残していますが、記念
館では、その生い立ちから65歳でなくなるまでの生涯を豊富な資料や遺品
でしのぶことが出来ました。

苦学して道を究めた偉人は古今東西たくさんいますが、中山晋平もその一
人。「苦学する」ということは、学ぶための悪条件ということではありませ
ん。時間やモノ、欲しいものが手に入らない環境の中で学ぶということは、
必ずしも学ぶための環境が悪いということではないのです。

苦学した偉人の記念館は、野口英世記念館をはじめ全国にたくさんありま
す。教育再生の道順にこうした記念館の見学を入れたら、子どもたちのため
に益することがたくさんありそうです。



64

2007-02-14 17:46:28

納豆ダイエット番組捏造問題を切る！ 

ある日酔っ払って家に帰ると、家内が今からスーパーに行くから付き合って
欲しいといいます。夜中だったので、子どものお弁当のおかずでも買い忘れ
たのかと思いました。「早く行かなきゃ売り切れちゃう！」かなりあせって
いました。

目的は、その日放映された番組で「○○がダイエットに効く」と紹介された
○○を購入すること。最初のスーパーでは「一足遅かったか！」ということ
で売り切れ。すかさず次のスーパーへ。そこでは滑り込みセーフ。最後の一
袋が残っていました。ライバルとの取り合いでタッチの差でゲット！

一部始終をこの目で確かめて、日本は本当に豊かで平和だと実感し、うれし
いような悲しいような複雑な気持ちで家に帰りました。

関西テレビ「発掘！あるある大辞典Ⅱ・納豆ダイエット」捏造事件の報道
について、その夜の記憶が鮮明に浮かんできました。月刊文藝春秋3月号の
「人声天語」の中で坪内祐三氏が書いています。

「あの程度の捏造を非難されたら、いまやテレビ番組を作ることは出来ない
だろう。あの手のテレビ番組に真実を期待するほうが間違っているのだ。つ
まり、だまされた人が悪いのだ」と。まったく同感。

「番組を信じて毎日納豆を2パック食べたのに、全然効果がないのでおかし
いと思ったが、騙されたとわかって怒っていた」という主婦のことも紹介さ
れていました。家内のことを思い起こして、こういう人たちがたくさんいる
のだということ、そういう人たちを視聴者として番組を作る人たちの苦労こ
そ思いました。

10年以上前のことですが、仕事でテレビ朝日の広報部に出入りしている時
期がありました。ある日打ち合わせ時間の調整で、局内の喫茶コーナーで一
人資料に目を通していました。たまたま入ってきた5，6人のグループが、
隣のテーブルを囲んで打ち合わせを始めました。
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そのうちの一人は有名なニュースキャスターで、打合せは朝のワイドショー
のテーマに関するもの。資料に目を通す自分を関係者と思ったのか気にす
ることなく議論が始まりましたが、その時間帯の主な視聴者である主婦層
を相当馬鹿にしている発言が気になりました。「そんな言い方ってないで
しょ！」「そこまで言うか」というくらい。

まったく別の機会に、女性週刊誌の編集会議のことも聞きました。大体同じ
ようなことで、要するに「主婦層には芸能情報やダイエット程度？」でいい
と小ばかにした内容だったように思います。そこまで馬鹿にされてよく週刊
誌を読むよな、よく番組を見るよなと考えてしまいました。

少なくともこの投稿だけは、わが家族に読まれないことを祈ります。

2007-02-17 05:02:21

新亀島橋のほとりの沈丁花が咲きました 

たぶん例年より早いのだと思いますが沈丁花が咲きました。地下鉄茅場町駅
から会社に向かうのに、人形町寄りの出口からだと霊岸橋、八丁堀寄り出口
からだと新亀島橋を渡ることになります。

沈丁花は新亀島橋のほとりに咲いていました。小さな公園になっていて、タ
バコを吸う人たちが通勤途中にたむろする、ふだん私には縁のない一角。そ
の中の植え込みに咲いていました。香りがなければ誰も気付かない場所。顔
を近づけると1年ぶりの香りがしました。確実に春は近付いています。

8年目に入ったプラスエムは「子どもたちのために、がんばる先生を応援」
する会社として、スタッフ一丸となり、誇りを持って働くことを申し合わせ
ています。日々の業務に追われながらも理想と現実の狭間で、ともすれば理
想を忘れがち。

しかし、プラスエムはいっしょに働く人たちが同じ目標を目指して、夢を自
己実現する場と考えています。理想と誇りを持たない仕事は仕事とは認めま
せん。
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そのためのミーティングを繰り返しています。また、新しい会社案内やホー
ムページのリニューアル作業を開始。その中にもプラスエムの考えを明確に
示したいと考えています。

臨時スタッフのSさんは、この春都内の小学校の先生になります。期待の中
にもちょっぴり不安もあることでしょう。接していて痛々しいほど高いモチ
ベーションを持ち、その日に備えています。

Sさんが先生になる日は、プラスエムで働けなくなる日でもありますが、こ
れから多くの子どもたちと向き合うSさんにとって、プラスエムで働いた
日々はきっと大きな自信に繋がることと思います。

「子どもたちのために、がんばる先生を応援」するということは、具体的に
はSさんのような先生を応援すること。他のスタッフに説明するのに大変わ
かりやすい例。

すでに現場でがんばっている先生、Sさんのようにこれから加わる先生、が
んばる先生を応援するプラスエムは忙しくなります。

沈丁花の香りがますます濃厚になってやがてソメイヨシノが咲くころには、
Sさんは晴れて小学校の先生。がんばれSさん！

2007-02-25 09:55:34

「小中学校新聞コンクール表彰式」に出席

2月24日は、前日の暖かさとは打って変わって冷たい風が吹きすさぶ一日で
した。しかし、朝焼けの美しさに惑わされてコートなしで出かけたため、一
日中寒さに震えることに。

この日、港区芝大門・日赤会館で開かれた「第33回東京都小中学校新聞コ
ンクール表彰式」に来賓として招かれました。このコンクールは、東京都内
の小学校・中学校の学校新聞や学級新聞、PTA新聞などを表彰するもので、
東京都小学校・中学校新聞教育研究会が主催し、今年33回目の開催となり
ます。



67

伝統のコンクールであり、今年は6500紙以上の応募がありました。プラス
エムは同コンクールの教育的意義を高く評価し、後援しています。そして、
すべての受賞者に盾を贈呈します。

「第33回東京都小中学校新聞コンクール表彰式」の看板が、手違いで新聞
コンクールの「聞」がとれて、「第33回東京都小中学校新□コンクール表
彰式」となってしまったこともご愛嬌。

小学生、中学生、PTAのおかあさん、みな晴れがましい顔ばかり。盾の授与
では、受け取るとき小さな声で「ありがとうございます」といってくれる子
もいて、なんともうれしい時間でした。

来賓としての祝辞では、「本気でやれば何でもおもしろい！」の話をしまし
た。入賞作品はどれもすばらしい出来で、特に、メンバーみんなで楽しく一
生けんめい作ったようすに感心したからです。

「本気」でやることから、楽しさやおもしろさが生まれます。どのようなこ
とでも、「本気」でやれば楽しいしおもしろいもの。それを、勉強やスポー
ツ、家のお手伝いなどを例に話しました。

そして、「本気でやれば何でもできる！」こと。「勉強でもスポーツでも、
習い事でも、本気でやってみてください。本気でやればやがて楽しいしおも
しろくなり、そして何でも出来てしまいます」と話しました。

そして3番目が、「本気でやれば誰かが助けてくれる！」。「誰かが助けて
くれるというと、自分は努力しないで人に頼るみたいですが、そうではあり
ません…、勉強で良い成績が取れたり、スポーツの競技で優勝したりしたと
き、よく考えると自分ひとりの力ではなかったことが分ります。友だちや先
生や、そして家族に助けてもらった結果ということが分ります」というふう
に締めました。プラスエムのささやかな社会貢献活動。3年目になります。
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2007-03-19 08:08:44

増殖中！ 1000円の理髪店 

1000円の理髪店が最近混み合っています。プラスエム設立当時から、毎
月通い始めて今日に至っています。支店網がどんどん広がっていて、増え
れば増えるほど便利ですが、店先から覗くと4,5人の順番待ちがふつう。
順番待ちが嫌いな私はそういうお店はパスするので却って使い勝手が悪く
なりました。

それまでは、自宅近くの駅前理髪店を利用していて、ひげを剃ったり鼻
毛まで切ってもらいましたが、その分たっぷり1時間は時間をとられまし
た。大旦那が亡くなって残されたおかみさん、その娘と婿に入った若旦那
の3人のお店。

娘と養子はそれなりに対応してくれますが、おかみさんに当たると大変。
まず、はさみやかみそりの扱いが雑でずいぶん痛い思いをしました。そし
ておしゃべり。私が大旦那のときからの客なので、その思い出話をさんざ
ん聞かされます。

ご近所だし、仕方なく相槌を打ったりしますが、それが気に入ったようで
私が行くのを待ち構えているようになりました。客が誰もいないときなど
娘でも婿でもいいわけですが、長岡さんは私のお客とでもいうように立ち
上がって迎えられます。

それがいやで、自転車でいったん店の前を通過しながら偵察。おかみさん
がほかの客に対応している「安全時」を見計らって、あわててUターンし
て入ったものでした。それでも隣の客のひげを剃りながら話しかけてくる
ので閉口しました。

都心の1000円の理髪店を利用し始めたということは、そのおかみさんの
駅前理髪店を見限ったということ。店の前を通るのが怖くてしばらく遠回
りして通勤。暇なとき、ドアの近くに腰を下ろして歩道を監視しているこ
とを知っているからです。

1000円の理髪店のよいところは、安いこととうたい文句通り本当に10
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分でやってくれること。昔、上野駅の薄暗い地下道に妖しげな床屋があっ
て、洗髪なしで安い値段で髪を切っていました。当然お客は妖しげな人た
ちばかり（見たことはないが）でしょうから、ふつうの人には抵抗があり
ます。

洗髪なしの理髪店というとそうした妖しいイメージがありましたが、
1000円10分の理髪店には妖しいイメ－ジは微塵もありません。店員も
活き活きしています。あるとき、仲御徒町のお店で髪を切ってくれた、青
山の有名美容院にでもいそうなお兄さんにインタビューしました。

「1000円で採算が採れますか？」
「私は月収50万を下回ったことありません。お客さん、今どき月収50万
以上稼げる床屋がいると思いますか？」
「それはすごい！そんなに稼げるものですか？」
「考えてみてください。10分で1000円ですよ。朝10時から夜10時ま
で昼飯食べても11時間、何人こなせると思います？こんな儲かる商売は
ありませんよ」
「なるほど、それじゃ、これからは10分で1000円のお店しかやってい
けなくなりますね」
「そうですね。でも、困ったことがあるのです。私らはみな専門学校で腕
を磨くわけですが、毎日散髪しかやらないのでひげそりができなくなって
しまうのです」

なるほど、そういう悩みもあるのですね。しかし、これからはひげくらい
自分で剃れということかもしれません。

2007-03-22 09:59:32

「不都合な真実」のままで済まない現実

映画「不都合な真実」を観ました。全編あっという間の90分。アル・ゴ
アさんが講演しているのをそのまま聞いている感じ。劇場というより講演
会場に身をおいている気分。エコプロダクツ展実行委員の一人として、職
務上絶対に観たかった映画でしたが、見応えがありました。
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内容は、「地球温暖化による環境の変化で地球が危機的な状況にある。近
年のさまざまな異常気象や深刻な災害の発生がそれを証明している。しか
し、それらを裏付けるデータがたくさんあるのに、主にアメリカの政治家
や経済団体はそれを『不都合な真実』として直視しようとしない」という
ことに警鐘を鳴らしているもの。

アルプスの氷河後退、南極や北極の氷の溶解、砂漠化など説得力のあるス
ライド、写真、グラフを多用して見飽きません。ゴアさんのお話もとても
上手で、つい引き込まれてしまいました。

合衆国副大統領という地位があればたいていのことは出来るわけで、原子
力潜水艦に同乗して北極の氷の下を潜航しますが、原子力潜水艦が氷の下
から浮上するシーンは迫力がありました。

原子力潜水艦の潜航で得られた北極の氷の下の気象データは、重要な軍事
機密ですが、ゴアさんはその公開を軍に要求。公開されたデータからは重
要な事実がたくさん出てきます。

今の地球環境は一般の人が考える以上に危険な状況。「カエルが熱湯に飛
び込むと熱さに瞬間飛び出しますが、水に入っているところを徐々に暖め
ていくと、逃げ出すことなくそのまま死んでしまう」というアニメが紹介
されましたが、今の人類を風刺していて分かりやすいものでした。

映画的な面白味はまったくないので、退屈に感じる人もいるのでは？と心
配しましたが、途中退場する人はほとんどありません。またあまり人気が
ないのではと思いましたが、満員に近い状態。

観客は30代から50代というところ。子どもや高齢者は比較的少なく、ど
ちらかというとビジネス現役世代ということも頼もしい限り。なんとなく
お利口そうな人ばかりで、自分もそのうちのひとりになりきって優越感に
浸りました（笑）。

今や地球環境問題は、知識として身につけるだけで済む段階を超えていま
す。この作品を観てたくさんの人に少しでも地球温暖化に関心を持って欲
しいと思いますが、関心を持つ段階も超えています。
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映画の最後にメッセージとして流れたように、「今あなたに出来ることを
して欲しい！」一人ひとりが行動を起さなければならない段階にきていま
す。

緊張感のある内容でした。映画館を出て日比谷公園を歩きましたが、昨日
開花宣言されたさくらが咲き始めていました。地球温暖化の影響か、この
分だと息子の入学式には葉桜となりそう。「不都合な真実」のままで済ま
ない現実が忍び寄っています。

 2007-03-27 13:42:55

日本中にさくら特派員を配置！

東京のさくらの開花が宣言されてから大分経ちますが、ようやく本格的に
咲き始めました。

そのさくらの開花を、プラスエムが配置した日本中の子どもたちが観察し
ています。さくら前線の北上に合わせて、日本列島の地図をさくらの花び
らで埋め尽くそうという取り組みです。すでに九州や静岡は花びらで埋ま
りました。

この取り組みは沖縄から北海道まで、小学生の特派員を配置して、それぞ
れ近所のさくらを観察、開花状況をデジカメで撮って、パソコンから送信
してもらうもの。先週までは「まだつぼみが固い」という報告が多かった
のですが、ここに来て一気に開花の報告が増えています。

日本中の子どもたちを巻き込んだ取り組みは、プラスエムならではのも
の。沖縄から北海道まで47都道府県に、小学生2人（グループ）の特派
員をたちどころにお願いしてしまったプラスエムの底力に、関係者はビッ
クリ！

子どもたちのために「がんばる先生を応援する」プラスエムには、理念に
賛同する先生方が全国にたくさんおられます。「子どもたちのために」と
いう理念を外さないことを条件に、それらの先生の協力体制が出来上がっ
ています。種を明かせば、そうした先生方が寄ってたかって協力してくれ
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ただけのこと。

さくらの開花を観察することから、地球温暖化を考えることに発展。開花
が早まったのはなぜだろう？ 地球温暖化が原因としたらそれを防ぐには
どうしたらよいのだろう？ いろんな疑問がわきます。こうなるとさくら
の開花は立派な環境学習の教材。さくらの開花から環境問題に興味を持つ
子どもたちが、日本中に増えています。

2007-04-01 10:42:39

春らんまん！全国からさくら開花報告が続々！

会社の応接コーナーから見えるビルの隙間、角度にすると5度くらいの範
囲に満開のさくらがはみ出さんばかりに見えます。すぐ近くの越前掘公園
の桜。今週の東京はどこもかしこもさくら。先週の肌寒い日がうそのよう
に、気温の高い日が続いて一気に開いた感じ。

懸案を抱えた仕事を考えると「花見なんかしている場合ではない！」と
も思いますが、今日はのんびりとお花見。15年来の友人が自宅のお花見
パーティに招待してくれました。花見なんかしている場合ではない！と思
いつつ心うきうき。仕事はお花見が済んでからでいいやと開き直って。

プラスエムがお願いした、沖縄から北海道まで47都道府県の小学生特派
員からも、さくらの開花情報が続々と送られてきています。福岡の百道浜
小学校からは「いよいよ満開！今日は絶好の花見日和です。春本番です」
とはずむような報告が入りました。百道浜小学校玄関脇のさくらの木と、
後飯塚校長先生のお顔が目に浮かぶよう。

また、地震で大きな被害を受けた石川県からは「まだまだつぼみ、少しで
も早く春になって、きれいな桜が見られるといいな！」と祈るような報
告。でも1週間前のものですからきっと今頃は咲いていることでしょう。

沖縄県名護市のさくら祭りが1月18日だったことを考えると、日本列島
は長い！ おそらく大半の地域ですでに開花したと予想されますが、Kス
タッフ関連の特派員がいる青森からは、「まだまだつぼみ。今日は朝から
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雪が降っています。さくらの木にヒヨドリが集まってつぼみを食べていま
す。えさがないからかな？ つぼみを食べられるとさくらが咲かないので
心配です」という報告。3月29日の報告ですが、青森では開花までまだ
しばらくかかるのでしょう。

北海道からは「今日写真を撮りに行くとき雪に埋まってしまいました（3
月26日）、テレビで5月上旬の開花と予想していましたが、その前に咲
いて欲しいなあ！（3月30日）」という報告。東北や北海道の子どもた
ちの、春を待ち遠しく思う気持ちが伝わってきます。

この春大学に入学する息子を連れて、群馬の実家に行ってきました。群馬
のさくらは1分咲き程度。年老いた両親はますます姿が小さくなって、ま
た耳も遠くなって理解させるのに苦労をしました。

息子が生まれた年に植樹した八重さくらは、まだつぼみが固い状態でし
た。「お前のさくらだぞ！」という私のことばに分っているのか不思議そ
うに眺めていて、結局返事もしませんでした。

18年も経っているのに、なかなか大きくならない八重ざくらみたいに、
息子の私に対する反抗期もなかなか終わりません。

 2007-04-04 07:28:40

1952年11月1日は私の生年月日です

昨日、武道館で息子の入学式がありました。父親の立場というより仕事の
ついでに興味本位で出かけました。天気がよければ千鳥が淵のさくらも楽
しみだったのですが、あいにくの冷たい雨。

武道館では新入生だけではなく保護者も長蛇の列。小学校の入学式じゃあ
るまいし、大学生になる子どものために何で親がついてこなくちゃならな
いんだ！ 何か間違っている！ と怒りながら、実際には並ぶのがいやで館
内に入ることなく帰ってきました。

帰ってきてしまったことが武道館の中にいる母親に知れたら、またつまら
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ないことを言われるので、いったん中に入って仕事のため途中で抜けたこ
とにしました。

ばれたのは、どの場面までいたのか説明できなかったからでした。

武道館近くで仕事の打ち合わせを予定していましたが、館内に入ることな
く帰ってきてしまったので時間が余り、九段会館に隣接する「昭和館」を
見学。太平洋戦争をはさんで戦前戦後の古い時代の資料を展示していまし
たが、これといって興味のわくものは見当たりません。

それより、出口付近にあった「あなたの生まれた日の読売新聞をプリント
します」という自動販売機に興味を持ち、さっそく1952年11月1日の
新聞をプリント。その日の天気は「南西のち北の風、曇り一時雨、気温は
平年並み」とあります。

土曜日。第一面トップ記事は「海上警備隊の災害派遣に長官命令要せ
ず」。第4次吉田内閣発足直後、「新内閣に何を望む」と題した紙上討論
も掲載されています。

社説には「教育委員会の発足に当たって」と題して、10月5日に、選挙
で生まれたばかりの全国1万余の市町村教育委員会が、11月1日から仕事
を始めるに当たっての期待を主張。

下段の「編集手帖」に目を通してビックリ！ 数年前まで「鬼畜米英」と
いう文字がおどっていた紙面に、「…ああ、イギリスという国がうらやま
しい」ということばが出ています。

これは、10日後に行われる立太子礼（現天皇陛下が皇太子になられる）
について、取材制限されることへの不満。イギリス女王載冠式にはそうい
うことがなかったのでうらやましいという文面。

北朝鮮でも体制がひっくり返れば、即座に「日本人は勤勉ですばらしい！
みんな日本人を見習おう！」などというキャンペーンが張られるかもしれ
ません。特に子どもはビックリしますよね。
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私の生まれた日の出来事や世相は少しわかりましたが、実は私は1952年
11月1日に生まれたわけではないそうです。30歳近くになってそれを聞
きました。「お前は私たちの子どもではない」と告白されたのと同じくら
いビックリし、また呆れました。

理由は「忙しくて役場に届けている暇がなかった」のだそうです。名前の
「稔」もいかにもいい加減。稲が稔るの「稔」。確かにこの時期、群馬で
は稲刈りの季節。「この忙しいのに！」というわけだったのでしょう。

じゃオレが生まれた日は？ いまさら聞いてみてもバカバカしい！ 分った
ところで仕方ありません。「長岡稔」は戸籍上もパスポートも1952年
11月1日生まれ、私の生年月日です。

 2007-04-17 18:33:56

息子のインフルエンザ騒動

スタッフと昼の打ち合わせ中、突然息子から携帯に電話。「あの、いま竹
内さんにいるんだけど、インフルエンザだって！」。竹内さんというのは
竹内医院のことで、わが家の主治医みたいなお医者さん。相変わらずぶっ
きらぼうなもの言いで事態が飲み込めないうち、電話口に竹内さんが出ま
した。

電話では、息子がインフルエンザであること、18歳未満なのでタミフル
の服用が微妙であるが、保護者が最低48時間付き添うことが可能なら処
方することなどを説明してくれました。

パートに出ている母親の携帯にまず電話して、つながらなかったので私の
ところに連絡してきたことは明らか。熱は高いようなのでタミフルを処方
してもらいたいものの、誰かがこの場で駆けつけなければなりません。

「わかりました。今から行きますのでタミフルをお願いします」。電話を
切ってからスタッフと顔を見合わせて、さあ困った。今から大事な打ち合
わせ。とても行ってなんかいられません。しかし息子の一大事。親子関係
に重大な支障が出ている現実の中で、ここは修復の大チャンス。



76

しかし仕事はもっと大事。スタッフに促されて、連絡がつくかどうか祈る
ような気持ちで家内の携帯に電話。運よく連絡がつき、家内が立ち会うこ
とで仕事も息子も事なきを得ました。

17歳の息子がわが家で初めてのインフルエンザ患者。夏でも冬でも家族
の誰かしら風邪を引いているくせに、わが4人家族は誰もインフルエンザ
を経験していなかったとは信じられないこと。

久しぶりに早く帰ったその日、息子の部屋のふすまをあけたまま、隣の部
屋で私が見張ることに。暴れだしてベランダから飛び降りられても困りま
す。しかし、息子より早く熟睡してしまい見張ったとは言えませんでし
た。

 2007-04-22 09:24:30

プラスエムの田んぼが誕生しました！

雨の確率70％というのが能登半島地域2日前の天気予報。それが前日の
20日（金）には確率80％に上っていました。そんな状況で、輪島市白米
千枚田の畦塗り作業に出かけました。

日本の美しい風景を未来に残そうと千枚田のオーナー募集があり、運よく
なれたのは3月のこと。オーナーが行う作業は①田起こし②畦塗り③田植
え④草取りと続き、最後の稲刈り・落穂拾いまで、全部で7回。そのうち
4月21日の作業は畦塗り。

田起こしはパスしたので今回が初作業。行かないと自分の田んぼが決めら
れないから行かなくちゃという気持ちと、行ってみたいという少しの気持
ち、そして行かずに済む方法はないかなという気持ち。迷い迷って、さら
に雨の確率80％という前日の天気予報。

かなりネガティブな気持ちでの出発。しかし能登空港に降り立つと、雨の
確率80％はどこのことやら、ときどき陽のさす絶好の農作業日和。能登
半島沖地震の被害による通行止めの影響などもあり、集合9：30という
のに着いたのは予定を大幅に遅れた11：00過ぎ。
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千枚田を見下ろすポケット公園に立った瞬間そこには息を呑む絶景が。飛
行機やレンタカーの中、ずっと仕事のことから離れられませんでしたが、
その瞬間にすべてが吹っ切れました。

眼下の千枚田には大半に水が張られ、1枚1枚が輝いています。その先に
は荒波が打ち寄せる日本海。後ろを振り仰げばさくらや新緑が眼にまぶし
い山。空にはのんびりとんびが舞っています。海からの風をいっぱいに受
け、私は忘れていた野生の感覚を取り戻しました。

千枚田の一角に作業をする人々の姿が見えます。作業衣に着替えて長靴を
履いて、私もその風景の中に降りて行きました。つくしやタンポポ、春の
草花が道端で風にゆれています。あちこちからカエルの鳴き声。うぐいす
の声もときどき聞こえます。

畦塗りとは田植えをする準備作業のひとつで、田んぼのふちを壁塗りの要
領で塗り固め、張った水が漏れないようにする作業。すでに作業はほとん
ど終わっていました。肩身の狭い思いをしながら輪島市観光課の担当者に
あいさつ。

係りの人に促されてマイ田んぼの選定に入りました。田んぼにはすでにた
くさんの表札が立っていましたが、千枚田というくらいで田んぼはいくら
でもあります。

私が選んだのは中ほどにある、横に細長い田んぼ。幅1メートルくらいで
ヨコに20メートルほどのスペース。これなら少人数でも田植えが出来そ
う。絵にもなりそう。

さっそく名前の入った杭が立ちました。「東京都中央区（株）プラスエ
ム」、プラスエムの田んぼの誕生。うれしいな！ うれしくて写真を何枚
も撮りました。農作業を終えて、私を見下ろす位置に座り込んでいる人た
ちみんなに自慢したい気持ちでした。

結局何もしないでお弁当だけ食べて帰ることになりましたが、自己紹介の
時にプラスエムの事業についてはしっかり紹介しました。海に沈む夕日に
プラスエムの田んぼが映える光景を早く見たい！ 次回5月11日はいよい
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よ田植え。今度こそちゃんと作業をします。

帰りの高速道路で覆面パトカーに捕まりました。フロントガラスに叩き
つけるように急に降ってきた雨が理由ではありませんが、23キロの速度
オーバー。罰金15,000円。

このあたりですっかりもとの世界に戻りました。会社のことや家のこ
と、特に会社の預金通帳の残高などがしっかり意識の中に戻りました。
15,000円の罰金は痛いけれど、重大事故を起したことを考えれば安いも
のだ、こう自分に言い聞かせて空港に向かいました。

2007-05-05 05:24:55

会社で過ごすゴールデンウィーク

今年のゴールデンウィークはむちゃくちゃ天気に恵まれていますね。どこ
かに出かけないとお天道様に申し訳ないような日が続きます。しかし私の
ゴールデンウィークは年末年始の休みとともに、ふだんできない総括的な
作業の大切な時間。

錯綜する業務を、半ば後手にまわりながらこなしていたのが4月半ば。何
とかゴールデンウィークまで持ちこたえてそこで一気に追いついて、5月
からは先手をとって攻めていこう！ こんなふうに毎年考えます。

年末年始の休みもそうですが、思うように仕事ははかどりません。世間は
休日と思うと、やることはいっぱいありながら、ちょっとぐらいさぼって
もいいだろうという気になります。録画したまま見られなかったビデオを
見るとか、散歩してくるとか、昼寝もしなけりゃ。

仕事は早朝から午前中いっぱいが中心になって、あとはなんとなくだらだ
らと一日が終わります。まだ明日がある、そう言い聞かせて帰りますが、
次の日も同じパターン。

整理をしていると懐かしいものに出会うことも。記憶力に自信がない私
は、人と話すとき必ずメモをとります。だから手帳をとても大切にしま
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す。財布を忘れても手帳だけは忘れないようにします。

「SYSTEM DIARY」という手帳を長く愛用し、保存していますがなんと
14年分になりました。スケジュール表と基本用紙は1週間ごとに入れ替
え。入れ替えた基本用紙は1年間で5センチ程度の厚さになります。1年
分のスケジュール表とともに紐で綴じて保存。その1年のメモの束が14
冊。

プラスエムの創立からさらに遡って、サラリーマン勤務の時代から、仕事
を中心とした14年間の生活のすべてが凝縮されています。もちろんプラ
イベートな記述もふんだんにあります。

中には打合せの相手がなぜかイニシャルになっているなど、他人には判読
できない部分も。本人にしか分らない深いわけがあるわけで、そのころの
ことが懐かしかったり胸に痛みを覚えたりしてよみがえります。

こういう懐かしいものに出会ってしまうと、仕事はストップ！ まだ明日
がある！ そう言い聞かせて帰ることになります。

今日はこどもの日、わが子が幼かったころ編集していた思い出深い家庭新
聞も出てきました。でも、そこに出てくる赤ちゃんや幼稚園児と、今の憎
まれ口を利く者が同一人物とはどうしても思えません。

2007-05-09 06:48:35

昨夜はお酒を一滴も飲みませんでした！   

ゴールデンウィークに、資料整理をしていて過去14年間分の手帳と対面
しましたが、過去14年間で言えば、その間お酒を飲まなかった日はほん
の数日。この5年間に限って言えば一度もありません。だから昨夜お酒を
一滴も飲まなかったことは、私にとって大事件。

2007年5月8日2時：トイレに起きるが、ややお腹が重い感じがしたの
で念のため胃薬を飲んで寝る。
4時半：起床。下痢（尾篭な話で恐縮です）熱っぽくてだるい。しかし大
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事な約束があるし、会社を休むという選択肢はない。食欲なし。

5時半：始発電車で出社。今朝までという企画書を仕上げてメール送信。
熱っぽくてだるい。

9時：スタッフ出社。体調不良によりソファーで横になることを宣言。検
温。37.0度。平熱が低い私にとってもはや高熱。37.0度と聞いただけで
気力も失せる。

10時～13時：ソファーで横になったままで、ときどき仕事に口を出す。
熱っぽくてだるい状態が続く。昼食も摂れず。バナナ半分食べる。

14時：スタッフの強い勧めでクリニックへ。Kスタッフ同行。診断は胃
腸炎（？）以下、医師との会話。
「下痢と嘔吐があり、熱っぽくてだるい」
「おなかは痛いですか？」
「全然」
「何か悪いものを食べましたか？」
「いいえ、でも前の夜にお酒を飲みました」
「たくさんですか？」
「いいえ少しです。ビールジョッキ1杯と冷酒3杯だけです」

20時：帰宅。相変わらず熱っぽくてだるい。食欲なくそのまま就寝。
22時～9日3時：ときどき目覚めるが、相変わらず熱っぽくてだるい。
4時半：起床。熱は下がったよう。

このようなわけで、昨夜はお酒を飲む余裕はありませんでした。

2007-05-10 05:58:08

よい本と出会う〈文字は人なり、手は人生なり〉

新聞の書評などで目にし、読みたいと思っている本がいつも何冊かありま
す。書店で見つけられなければ注文をすれば手に入りますが、今読んでい
る本があるからすぐ手に入らなくてもいいかと思いつつ、いつも探してい
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る本。

そんな本の1冊を手に入れました。「“手”をめぐる4百字〈文字は人な
り、手は人生なり〉」。文化人（？）が、それぞれ見開き2ページの400
字詰め原稿用紙を肉筆で埋めています。

企画した季刊「銀花」（文化出版局）の山本千恵子編集長はあとがきで、
「まっさらな用紙に、均一化したパソコン文字が並ぶのが当たり前になっ
て、しかし肉質文字はその存在感を増し、一段と強い光を宿しはじめた」
と語っています。

「手は人生」達筆な人とそうでない人も、それぞれに人生を経て堂々とし
た筆跡で原稿用紙のマス目を埋めています。寺育ちで小さいころから合掌
する毎日だったという永六輔のページがいい！

合掌の形について、日本人の合掌は手の位置が無造作だと言います。カン
ボジアのシアヌークさんの例を挙げています。頭上で合掌するのは仏前、
口元で合掌するのは国民の前、身近な人たちには胸の上、なるほど、そう
した姿をテレビニュースでよく見かけました。

ほかにも拍手を打つ、ロックコンサートでの手拍子、鯉を集める、女将を
呼ぶなどたくさんの手の位置についてたった400字で紹介しています。

家に大きな犬がいるという小説家の村田喜代子さんは、「歩く姿を見て犬
の手はかわいそう！」といいます。炎天の道でも雪の凍てつく道でも、歩
けるように革靴の底みたいに硬い犬の手のひら、それを見て切なくなる、
手と足を兼用で生まれてきた動物はいとおしいと結んでいます。

教科書的な文字、マス目1字1字般若心経のように心のこもった文字、力
強く書きなぐった書のような原稿、イラストつきでちまちましたまじめ一
筋の文章。一芸に秀でた人たちのそれぞれ個性あふれる原稿の数々は感動
もの。

感動といえば、手を使わないで絵や文字を書いてしまう人もいます。星野
富弘さん。事故の後遺症で首から下の自由がまったく利かない星野さん
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は、筆を口にくわえて文字や絵を描きます。その優しい絵や文字は、見る
人の心を打ちます。

〈文字は人なり、手は人生なり〉は、口にくわえた筆からも人や人生が染
み出して、人々に勇気や感動を与えます。この本を読んで、しばらくぶり
に星野富弘さんの絵に会いたくなりました。

 2007-05-13 17:11:07

輪島市国指定名勝「白米千枚田」の田植え 

石川県輪島市の国指定名勝「白米千枚田」で田植えをしてきました。今年
からオーナーになったマイ田んぼ。地道におとなしく、このひそやかな楽
しみを独占していたいと思っていましたが、ひそやかとはいかなくなって
いました。

前回の畦塗り作業には約100人程度の参加でしたが、田植えにはなんと
約500人（主催者発表）もの参加者。輪島市長や農協の偉い人が挨拶す
るやら、輪島の伝統芸能「御陣乗太鼓」や、町の婦人会の人たちの踊りが
披露されるやら大変な賑わいでした。

上空には新聞社のヘリコプターが旋回し、田んぼのあぜ道にはカメラの
列。能登半島沖地震の被災地を励まそうという取り組みのひとつ。

また、昨年5月「美しい日本を尋ねる旅」という取り組みで小泉前総理大
臣がここを訪れ、田んぼの中を動き回るおたまじゃくしやタニシを見つけ
て痛く感動し、特別オーナーになったとか。

私はプラスエムの田んぼに粛々と苗を植えました。先々週に友人の田んぼ
で経験を積んでいる私には、そこら辺りのお百姓さんには引けを取らない
という自信があります。私が選んだプラスエムの田んぼは、大きすぎず小
さすぎず、ちょうどよい広さと思っていましたがなかなかの作業量。

3分の1ほど植えたところでちょっと小休止して、ほかの田んぼの視察を
することにしました。この油断があとで大事件につながります。
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見下ろす日本海の波は荒く眼下に打ち寄せます。沖合には7つの島。それ
ぞれの田んぼでは楽しそうな笑い声とともに田植えの作業が続いていま
す。「白米千枚田」には誰が数えたのか1004枚の田んぼがあるそうで
す。小さいものは座布団1枚ほど。そこにも数本の苗が丁寧に植わってい
ます。

しばらく休憩してマイ田んぼに戻ってびっくり！あと3分の2ほど残って
いるはずの私の田んぼの田植えは、わずかな空間を残してすでに終わりそ
う。苗がなくなってしまったようで「苗はないか～？」と、マイ田んぼに
小賢しそうなおじさんの姿。

息を呑んで、瞬時に状況の把握をした私は対応の難しさに苦慮。というの
もいったんは作業から離れたわけだし、何よりおじさんに悪意のないこと
は明白。

しかし、わざわざ東京からこの楽しみのためにやってきたわけだし、そう
簡単には許せません。しかし苗はすでに植えられている現実。今更引き抜
いて原状回復を要求するわけにも行きません。

小賢しそうなおじさんが苗を探している間にすばやく苗を確保、とりあえ
ずマイ田んぼの残りのスペースの作業態勢をとりました。この段階で小賢
しそうなおじさんは自分が犯した重大な過ちに気付き、事態を修復すべく
私に謝罪すべきでした。そうしたら悔しさは別として笑って許してあげら
れました。

しかし小賢しそうなおじさんは、その田んぼはお前に任せたというように
謝罪もせずに、ほかの田んぼのお邪魔虫に行ってしまいました。そのおじ
さんとは昼食時の振る舞いなべの順番待ちでも、ポケットパークのトイレ
の前でも出くわしましたが、そのつど私の恨みのこもった視線に気付かな
いようでした。

小賢しそうなおじさんのおかげで、手植えの稲を自分で刈り取るという稲
刈りの楽しみは微妙なものになりましたが、マイ田んぼはマイ田んぼ。稲
刈りでは小賢しそうなおじさんに十分気をつける必要がありますが、日本
の美しい風景の保全に一役買っているという誇りを失うことなく、最後ま



84

で責任を全うすることにしました。

 2007-07-07 09:15:13

私の人生を変えた「はじめてのクラシック」

『「わたし、クラシック音楽のことはなんにも知らないんです」初対面の
人にそう言われ、そのことばを真に受けて「昔、ベートーベンという作曲
家がいたのですが…」と話し始めると決まってムッとして「ベートーベン
くらい知っています！」と返ってくる』

黒田恭一著「はじめてのクラシック」の冒頭にこのような一文が出てきま
す。著者はクラシック音楽というと敷居が高くて、気軽に「わたし、クラ
シック音楽は大好きです」といえない雰囲気があることを言っています。

中学生・高校生のための「はじめてのクラシック」受付け事務局となって
いるプラスエムの責任者としては、「はじめてのクラシック」の文字に反
応。書店でこの本を見つけたときは、頭がクラクラとするほど興奮しまし
た。

とっつきにくいクラシック音楽ではありますが、小中学生のための「はじ
めてのクラシック」をプロデュースする作曲家の三枝成彰さんが言うよう
に、「若い時にクラシック音楽に触れることで、人生の長きに渡って豊か
な時間を過ごすことが出来ます」。このことは私自身の経験からも言えま
す。

私がはじめてクラシックに触れたのは高校生のとき。群馬県には当時から
群馬にはもったいないほどの「群馬交響楽団」があり、高崎には本格的な
コンサートホール「高崎音楽センター」がありました。

その本格的なコンサートホールで、山田一雄さんが指揮する群馬交響楽団
でベートーベン第5交響曲を聴くことができました。まったく未知の世界
に感動しました。

ベートーベン第5交響曲のすばらしさを理解して感動したわけではありま
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せん。大の大人が汗だくになって棒を振り回し、大勢の人たちが、見たこ
ともないさまざまな楽器を真剣にかき鳴らす姿。生意気にも西洋の文化を
垣間見た気がしたのです。

その経験は大げさではなく私の人生を変えたといえます。行動が早い私
は、すぐに高崎駅前のディスカウントショップで一番安いカセット・テー
プレコーダーを買いました。

クラシックが好きな兄弟を持つ友達に頼んで、ベートーベンの第5交響曲
をはじめ第3、第5、第6、第9を次々コピーさせてもらい、急速にはまっ
ていきました。

それとともに図書館で音楽関連の本を読み漁りました。ついに「ベートー
ベンの生涯」を読んでしまった私は、「ベートーベンのゆかりの地に行か
なければならない！」とそれが人生の目的のひとつになってしまいまし
た。

そして憧れのウイーンに着いたのは、ナホトカ周りシベリア鉄道を旅し
てモスクワからの直行便。横浜を出てから10日後。20代前半のことでし
た。

泊まるところもなくうろうろしていて入った公園には、ヨハン・シュトラ
ウスがバイオリンを弾いている有名な像がありました。

まず行きたかったのは「ベートーベンハウス」。日本を発つ前に、手帳に
書き記してきたドイツ語で「ベートーベンハウスに行きたい」。通行人の
おばさんにこのメモを読み上げました。

おばさんはなにやら主張しますがさっぱり分りません。英語の出来るほか
のおばさんの助けで、そのおばさんが「どのベートーベンハウスに行きた
いのか？」と親切に言ってくれたことが分りました。何回も引っ越したの
で、ベートーベンのアパートはあちこちにあったのです。

こうしてクラシック音楽からの興味関心で始まった旅は、今の自分の原
点、生きる勇気の拠り所です。高校生のときに聞いた「はじめてのクラ
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シック」は、文字通り私の人生を変えたといえます。

そして今、中学生や高校生に「はじめてのクラシック」体験を提供する仕
事に携わっています。中学生や高校生、また小学生の親子からたくさんの
申込みFAXが入る毎日。チケットは1枚1,000円。

2007-07-20 06:45:02

「強制ではありませんが…」という強要

7月19日、東京法務局で特定非営利活動法人エコテクみらい研究所の登
記が完了。法人申請から今日までさまざまな出来事がありました。感慨無
量です。

今年3月、東京都に法人認証申請をしてから、認証最終段階に担当者から
呼び出しがありました。都庁に出頭すると、ほぼ手続きは終了したが、修
正したほうがよい箇所があるということ。「強制ではありませんが」と。

その修正箇所とは、趣旨や目的、事業内容が分りにくいというもので、具
体的には「次世代を担う世界中の子どもたちに…」の「世界中の」が気に
入らないとか。「地球市民」という表現も指摘されました。

「一般市民」ではいけないのかと。ただし、あくまで「強制ではありませ
んが…」とのこと。「世界中の子どもたち」や「地球市民」ということば
には、川村康文理事長（東京理科大学教授）と私の特別な思い入れがあり
ます。エコテクみらい研究所は、地球規模の活動を視野に入れています。

日本の子どもたちの未来は、日本の社会だけに限定できるものではありま
せん。そうした意味をこめていましたが、東京都の担当者は東京都の地図
しか頭にないようで、あくまで「強制ではありませんが…」といいつつ修
正を迫ります。

理事長から全権を委任されている私と引地理事は、やむなく修正に応じま
した。指摘された修正箇所は「…事業」を「…活動」にしたほうがよいと
か①と②はいっしょにできませんかなど、わざわざ「強制ではありません
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が…」と前置きして指摘することでもないように思いました。

しかし「強制ではありませんが…」といいつつ、決して「ならこのままで
いいです」とはいえない雰囲気。その指摘箇所を修正して速達便で発送し
た数日後、その担当者から電話がありました。

おおむねOKだが、まだいくつか指摘があるとのこと。それは字句に関す
るもので、そのひとつは「ここに丸（句点）が抜けています」というもの
でした。

仕事熱心とはいえわざわざ「強制ではありませんが…」といいつつ句点
の指示をするなよ。修正後の書類を送るのに速達便で420円かかりまし
た。

東京法務局にも3回通いました。我慢をこらえつつようやく登記が完了。
事務局の作業としてはいよいよ設立記念シンポジウムに全力投球。すでに
参加申込みが続々と届いています。

2007-07-26 18:20:33

賢い高校生にタジタジ！3年前の恥ずかしい記憶

文部科学省では、平成14年度から科学技術・理科・数学教育を重点的に
行う高等学校を「スーパーサイエンス・ハイスクール」に指定し、理数系
教育に関する教育課程の改善に資する研究開発を行っています。

そのスーパーサイエンス・ハイスクール平成19年度指定校の生徒研究発
表会が8月2日、3日の両日、横浜パシフィコを会場に開催されます。プ
ラスエムは今年度から「国際科学オリンピック推進委員会」事務局のお手
伝いで関わることになりました。

3年ほど前、超高校級の理数脳を持った生徒に接してたまげたことがあり
ました。発表会のブースでその高校生は幾何分野の研究発表をしていまし
た。
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たまたま手持ち無沙汰そうにしているとき私が通りかかったので、「説明
をさせてください！」といかにも賢そうな目でその子は私を呼び止めまし
た。ドキッとしながらも平静を装って、「でも、僕が聞いても分らないか
ら」と正直に告げました。

賢そうな高校生は、すかさず「大丈夫です！とっても簡単なんです！」と
自信たっぷり。大人としてこれ以上逃げられない雰囲気。説明を受けよう
というでもなく、立ち去ろうというのでもなく、なんとなく立ち止まって
しまいました。

高校生は自信たっぷりに説明を開始。「簡単でしょ？ 簡単でしょ？」と
いいながらどんどん説明を進めますので、つい「うん、うん」といかにも
分っているように頷いてしまい、高校生はさらに説明を続けます。

数Ⅰどころか中学生程度の学力しかない私には「簡単でしょ？ 簡単で
しょ？」という説明がさっぱり理解できないわけで、困るのはいまさらそ
れを白状できない深みにはまり込んでしまっていること。

純真な高校生には申し訳ないことでしたが、いかにもそこまでの説明はよ
く理解できていて、もっと続きを聞きたいのだけれども…、「残念ながら
時間がないのだよ、ああ残念だなあ！」ということにして、ほうほうの体
でそこを立ち去りホッとした、なんとも情けない思いをした経験がありま
す。

そんなトラウマを抱えての今回の仕事。ああいう賢そうな高校生がいっぱ
い集まると思うとかなり怖い気もします。でも、深みにはまらないように
気をつければ怖いことはないと自分に言い聞かせて、いかにも「君たちの
研究もなかなか立派だね。僕にはかなわないだろうけど」というような顔
をして、2日間純真な高校生と自分をだまし続けようと覚悟しています。

2007-08-11 07:05:56

憧れのサマルカンド！娘といっしょの旅が実現？

私が夢見る少年（？）だった頃、大きくなったら行きたい国（都市・地



89

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、エルサレム・フローレンス（フィレンチェ）・ウイー
ン・シェルマット（スイス：マッターホルンの町）・アグラ（インド：タ
ジマハールの町）には、行ってみることができました。

行きたい国（都市・地域）のうち、カルタゴ・ルクソール（エジプト）・
バグダッド・サマルカンドなどにはまだ行けませんが、なかでもサマルカ
ンドにはずっと憧れを持ち続けていました。

中国4000年の歴史の中で、それぞれの時代の西域、シルクロードの彼方
にサマルカンドはあります。紀元前から栄えたソグド人の都市、玄奘三蔵
も通った町、モスクの青いタイルの町、ホラムズ・シャー、ティムール、
アレクサンダー、モンゴル帝国などと関わる、ユーラシア大陸を舞台にし
た人類の歴史の中心にありました。

しかし、私の青年時代に行きたかった国（都市・地域）のなかで、もっと
も行きにくかったのがサマルカンド。ソビエト連邦に組み入れられてい
て、日本人の旅行者が気軽に入れる場所ではなかったからです。

その後、ソ連崩壊によりウズベキスタンとして独立を果たしたことは承知
していましたが、私には気楽に旅行する余裕がなく、すっかり意識の外の
ことでした。そのサマルカンドに行くことになりました。

娘の麻衣といっしょ。「娘さんといっしょ、いいですね、でもよくお父さ
んといっしょに行く気になりましたね」「変わったお嬢さんですね」。み
んなこう言います。

私もそう思います。何か下心が…、あってもいいし、あるだろうし、あっ
てもふつう行かないよね、しかも行き先はサマルカンド。

ことの始まりはこう。ある日ほろ酔い気分で帰って、たまたまリビングに
いた麻衣に「どうせ行くならインドに行ったらどう？インドだったらお父
さんが連れてってあげるよ」と話しかけました。

友だちと東欧に行ってきたばかりの麻衣が、またどこかに行きたいけどお
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金がないと母親にねだっていたのを聞いたからです。そのときは酔っ払い
を見る目で無視されました。
それから1ヶ月以上たったある日、突然「インドに連れてってよ！」と言
い出したのです。インドだったら連れてってあげるなどと言ったことは、
すっかり忘れていましたのでビックリ！

しかし証人がいました。「確かに言った！」横からそういわれてしまい、
それでなくても「酔っ払っていい加減なことばっかり！」と常日頃家族の
顰蹙（ひんしゅく）を買う身としては、いまさら「いや、覚えていない」
とは言えなくなりました。

いったん覚悟を決めてみると、急にうれしくなりました。「インドに行け
る！」30年ほど前に行ったインド、ニューデリーの雑踏がまぶたに浮か
びました。さっそく旅行計画を練り始めましたが、インドを旅するにはど
う計画しても最低10日間、2週間は欲しいところ。

しかし、仕事を考えるとせいぜい5日間が限度。とても無理。麻衣には正
直に話し、謝りました。いったんは納得した麻衣でしたが、それから何日
か経ったころ、「それじゃ、ウズベキスタンに連れてってよ」。

ウズベキスタン？ 聞いたときには一瞬ピンと来ませんでした。サマルカ
ンドの文字が頭に浮かんだ瞬間から胸がドキドキうずうず。

ウズベキスタンとはよく言った！確かに変わった娘ではあります。その瞬
間から親のほうが舞い上がってしまいました。

何とか実現したい！会社はどうする？ 難問山積ですが、情報を集めれば
集めるほどサマルカンドへの憧れは膨らみます。（続く）

2007-08-13 06:20:14

数々の難問の遥か彼方に、憧れのサマルカンド！ 

（前投稿からの続き）
「5泊で行けるよ！」麻衣がウズベキスタンの旅の日程案を作って持って
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きました。ある日の朝4時半過ぎのこと。

私は土日もなく早朝出掛けるのでいつ会えるか分りません。朝4時半過ぎ
というのは、私が起き出す時間と同時に娘の麻衣がシャワーを浴びて眠る
時間。この時間が親子の唯一の接点。

行けるとしたら9月半ばの一時期、しかも最大5泊。そのように伝えてあ
りましたが、日程案はその条件に合わせて計画。直行便はないためソウ
ルで乗り換え。出発日は9月14日。アシアナ航空の便が週2便飛んでいま
す。

麻衣の案を基に5泊でどのような旅が組み立てられるか検討することにな
りました。団体旅行ではないので、すべて自分で組み立てます。ウズベキ
スタンの玄関口タシケントまで、搭乗時間は8時間程度。

翌朝2日目の早朝には、いよいよサマルカンドに向けて移動。飛行機で1
時間程度。玄奘三蔵やティムール、アレクサンダー、モンゴル軍などが駆
け巡った大地を感じたい！

出来ればレンタカーを借りたいところですが、それは無理。列車にしま
す。列車だと4時間程度。午前中には憧れのサマルカンドに立つことがで
きます。

サマルカンドに2泊、そしてタシケントに戻って1泊して9月19日に帰
国。合計4泊6日間の旅。ブハラやフェルガナ盆地、ヒブァにも行きた
い、4泊では確かにもったいないのですが欲張れば切りなし。

ウズベキスタン関連の書籍を購入しましたが、そのなかに中山恭子さんの
「ウズベキスタンの桜」という1冊がありました。中山恭子さんはウズベ
キスタン大使を務めた方なんですね。お上品な情報ばかりですが、貴重な
情報もありました。

終戦時、ソ連は日本人60万人以上をシベリアに抑留しましたが、なんと
ウズベキスタンまで連れてこられ、強制労働に従事させられた人が1万人
近くもいたことを中山恭子さんの本で知りました。
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まだ読んでいませんが、「もうひとつの抑留：ウズベキスタンの日本人捕
虜」をも入手。この本を読んだら、きっとゆかりの地に行きたくなるは
ず。タシケントには日本人墓地もあるということ。ウズベキスタンへの夢
は膨らむばかり。

しかし、現実は厳しい。9月14日に出発するために乗り越えなければな
らない壁はいくつもあります。はじめてのクラシックやNPO設立記念シ
ンポジウム、それに石炭エネルギーイベントなど、プラスエムにとって重
要でハードルの高い事業がてんこ盛り。

ウズベキスタンの旅は、そうした事業の成功の彼方にあるわけで、思えば
気が遠くなりそう。出発予定日まであと1ヶ月。

2007-08-18 09:26:00

NPO法人エコテクみらい研で設立記念シンポジウム！ 

毎年のことですが、お盆の帰省ラッシュ・Uターンラッシュのテレビ
ニュースを比較的楽しく観てしまいます。今年も観ました。灼熱の高速道
路に延々と続く車の列。罰当たりな私はその様子を見て少しうれしくなっ
てしまうのです。涼しい事務所でゆうゆうと。

お盆休みはなし。社会が休みのこの時期、電話も少ないし大して仕事もな
いのですが毎日出社。ただ、気持ちが緩んでついだらだらと過ごしてしま
いがち。今週はそんな一週間でした。

そんな一週間が終わると、まだずっと先のことだと思っていたイベントの
数々がすぐそこに迫っています。札幌での新エネルギー実験教室の開催、
石炭エネルギーイベント、はじめてのクラシックやNPO法人設立記念シ
ンポジウムの開催などが押し寄せてきます。

それらがすべて成功したその先には、サマルカンド（ウズベキスタン）へ
の旅が待っています。旅行手続きは済みましたが、ほんとうに出発できる
ものかまだ自信がありません。仕事のひとつひとつと地道に取り組んでい
くしか手はありません。
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その仕事のひとつ、9月9日（日）東京理科大学で開催されるNPO法人エ
コテクみらい研究所設立記念シンポジウム「子どもたちの未来のために－
今求められる環境教育・理科科学教育とは？」について、お世話になった
方々に先週ご案内状を差し上げました。

NPO法人エコテクみらい研究所は、プラスエム設立当時から私が「子ど
もたちのための教育に貢献」する手段として、株式会社であるプラスエム
とは一線を画した事業展開のために設立を夢見てきたもの。

私が事務局長を務め、理想を共有する有力な方々が理事に就任してくださ
います。そしてこのたび、特定非営利活動法人として認証されました。

シンポジウムには元文部大臣・日本科学技術振興財団会長有馬朗人氏、青
森大学教授・元文部省主任視学官江田稔氏、前環境省事務次官炭谷茂氏な
ど著名な方々が駆けつけてくれます。それらの方々には名誉会員としても
就任していただいています。望外なことです。

2007-08-27 08:24:34

緊急報告！本日ラジオ番組に生出演。11時15分から 

プラスエムが今もっとも力を入れているのが『親子で学ぶ環境と石炭エネ
ルギーのひみつ』への参加者募集。これは石炭を利用して電池を作る実験
や、石炭のことを親子で学べる楽しいクイズなど、石炭のことが楽しく学
べるイベント。9月1日（土）文化放送を会場に開催。

イベントでは、「さわるコーナー」で、木や褐炭、瀝青炭、無煙炭、石
炭灰、肥料、化石などに実際にさわることができます。また「体験コー
ナー」では、石炭を材料にした電池を工作。作った電池でプロペラを回し
たり、電子メロディを鳴らし、エネルギーの大切さを環境の視点から学ぶ
ことが出来ます。

ところがこんなに楽しそうなイベントなのに、夏休み最後の週末とあっ
て、なかなか参加者が集まりません。そこで大サービス、夏休みの自由研
究のお手伝いにと環境と石炭エネルギーの自由研究が簡単にまとめられる
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「夏休み自由研究の手引き」を編集。来場者全員にプレゼントすることに
しました。

ほかにも文化放送のスタジオ見学が出来ます。お弁当を食べるスペースも
用意。ついでにお弁当も用意しました！ほんとかい？ほんとです！ちょっ
とやりすぎの感もありますがこの際思い切りました。ただし事前申込み
制。どしどしお申し込みください。

それでも心配で、ついに私がラジオ番組で直接呼びかけることになりまし
た。FM西東京：8月27日（月）11：15から10分間くらい。今日です
よ。なんと生出演。もっとも電話出演ですが。

2007-08-29 06:35:18

先着50名、ラジオをお聞きのみなさまにお弁当！

8月27日（月）のラジオ生出演は大成功でした。本番を控えた11：00
前、FM西東京番組担当ディレクターから電話が入りました。「間もなく
本番です、11：15ころに担当のパーソナリティーから電話が入ります。
質問に答えていただく形式ですから心配いりません」。

電話が切られたあと、プラスエムは全社を上げてスタンバイ状態。スタッ
フには「静かに！静かに！」と伝えています。みな、息を殺してそのと
きを待ちます。事情を知らない臨時スタッフのSさんが私のデスクの前に
立って、「社長、質問があるのですが？」。私はそっけなく「あとにして
ください！」。

ほかのスタッフは息を殺しているようで、ほんとは笑いをこらえているよ
うでした。緊張しているようでちっとも緊張感のない職場の雰囲気。その
中に電話はかかってきました。

受話器を通してパーソナリティーの声。「親子で学ぶ環境と石炭エネル
ギーのひみつについて、事務局の株式会社プラスエム長岡社長にお電話が
つながっています。お話を伺ってみましょう。長岡さ～ん」。呼びかけに
応えて「は～い、長岡です」。このあたりは自信があります。
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続いて「どんなことが勉強できるのですか？ 誰でも入れるのですか？」
パーソナリティーの質問が始まりました。立て板に水とはいかないまで
も、私が次々答える形で番組が流れます。

そして「昼食はどうしたらよいのですか？」の問い。「ランチルームを用
意しています」「それではお弁当を持っていっても食べる場所があるとい
うわけですね？」「そうです、しかもお弁当を食べる場所だけではなく、
このラジオをお聞きのみなさまには特別に、お弁当までご用意したいと思
います！」

頭の中にはあったのですが、ラジオで言うつもりではありませんでした。
つい、調子に乗ってしまいました。あわてて「ただし、事前申込みによ
り先着50人です！」と条件をつけました。パーソナリティーはしっかり
乗ってくれました。「ええっ？お弁当つきですか？ それはすごい！」

こんな調子で8月27日（月）11：15～25ごろ、無事生番組で私の声が
流れました。誰か聴いてくれたかな？ 知り合いから「長岡さん、聴きま
したよ。いい声ですねえ」とか、懐かしい人から電話が入るかも。しか
し、イベントへの参加申込みを含め、夕方までに問合せはありませんでし
た。

2007-09-07 09:59:18

1冊の本から、わが54年の人生を想う！ 

からまつの林を過ぎて　からまつをしみじみと見き
からまつはさびしかりけり　たびゆくはさびしかりけり（続く）
〔北原白秋〕

春　高楼の花の宴　めぐる盃　影さして
千代の松が枝分け出でし　昔の光　いまいずこ（続く）
〔土井晩翠〕

「学校で習ったあの名詩」という本を見つけました。PHP文庫。このよ
うな詩が次から次に紹介されます。なつかしいというか切ないというか、
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このような詩をはじめて目にした、あのころの気持ちには戻れない自分が
います。

さうさうとして　天の川がながれてゐる　すつかり秋だ　とほく　とほく
　豆粒のやうなふるさとだのう
〔山村暮鳥〕

まつくろけの猫が二疋、なやましいよるの家根（やね）のうへで、ぴんと
たてた尻尾のさきから、糸のようなみかづきがかすんでゐる。（続く）
〔萩原朔太郎〕

山村暮鳥も萩原朔太郎も私のふるさとである群馬の人。群馬県内には「作
詞・山村暮鳥」とか「作詞・萩原朔太郎」などという校歌を持つ小学校や
中学校がたくさんあります。なんとぜいたくなことか。誇らしいことか。

この本には、詩だけではなく和歌をはじめ短歌や俳句、漢詩・唐詩も紹介
されています。特に和歌の章には柿本人麻呂、小野小町、菅原道真、紀貫
之、西行、静御前、本居宣長、吉田松陰、平野國臣などの歌が紹介されて
います。豪華。こういう本を読んでいると、日本文化のきめの細かいきら
びやかさに圧倒される思いです。

このような本を会社の行き帰りに読んでいると、現実のわが生活との
ギャップに忸怩たる思いがします。いにしえの人々はほとんど50歳を待
たずにこの世を去っているわけで、ということは40歳代までに歴史に残
る人生を完成させたということ。

それに比べてこの自分は、54歳にもなっていったい何をやっているのだ
ろうと。しかし、負け惜しみみたいですが、それなりに今の自分に満足し
ています。誇りの持てる仕事をたくさんしていると思っているから。

その仕事のひとつNPO法人エコテクみらい研究所設立記念シンポジウム
「子どもたちの未来のために－今求められる環境教育・理科科学教育と
は？」が、いよいよ9月9日（日）東京理科大学で開催されます。



97

2007-09-08 10:20:56

私を育んだかぶら川のなつかしい映像

首都圏を直撃した台風9号は、関東全域に被害をもたらしながら東北地
方・北海道を縦断。その台風関連のニュースの中で、なつかしい「鏑（か
ぶら）川」がたびたび出てきました。

私が生まれ育った群馬県西部を流れる川で、私自身がその川で育ったかの
ように、幼少期の思い出が詰まっています。増水して恐ろしい濁流と化し
た姿が、何回も何回もテレビ画面に映し出されました。

台風のあとは川に近づいてはいけないと親にきつく言われますが、増水し
た川にはふだんとは違った楽しみがありました。濁流の中で魚たちは身を
潜めるところを探します。それはせり出した岩に守られた淵だったりしま
す。

そうした場所でそのときだけの独特の釣りをします。水がにごっているの
で匂いのあるミミズがえさ。魚にも見えないはずなのでテグスではなくタ
コ糸。竿はそのあたりの笹竹を切ってきて代用。おもりは細長い小石にタ
コ糸を大胆に巻きつけたもので代用。

おもりを水底に沈め放置しますが、そうしたものを10本くらい仕掛けま
す。しばらくしてから引き上げるとハヤやなまず、時には大きなうなぎ
が。その名を「ポッカン釣り」といいました。名前の通りなんとものどか
な釣りでした。

そんなことを思い出しながら今日は自転車で出勤。台風の影響で増水して
いる隅田川の河岸テラスを下りました。ふだん流れていることを意識させ
ないくらいのゆったりした流れが、今日は盛り上がり勢い込んで流れてい
ました。

会社での作業は、明日開催されるNPO法人エコテクみらい研究所設立記
念シンポジウムの最終準備。元文部大臣の有馬朗人先生はじめ著名な先生
方や小中学校の先生たちが大勢参加。
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エコテクみらい研究所主催とはいえ、実際に運営するのはプラスエムのメ
ンバー。私が全責任を負うわけで、万に一つの手違いも許されません。

2007-09-14 08:49:16

サマルカンドに向け、本日出発！   

玄奘三蔵が何ヶ月もかかってようやくたどり着いたサマルカンドに向け今
日出発。時差4時間ということもあって、現地時間21:00にはウズベキス
タンの首都タシケントに到着。翌日早朝サマルカンドに移動、昼前には青
いタイルのモスクを見上げることになります。

5時過ぎ、いつものように家を出ました。いつも通るベルモント公園内は
夜が明け切れず街灯が灯ったまま。ウォーキングのおじさんおばさんが
三々五々歩いています。公園は初秋の気配で、夏の間、公園中に響き渡っ
た鳴き声の主が這い出た穴は、蜂の巣のように残っているだけで今は命を
感じません。

いつものように会社に向かっているのに、見えるものがいつもと違いま
す。1週間近く出社しないというのはプラスエムを立ち上げて初めて。で
もまったく不安はありません。スタッフが私の不在をしっかり守ってくれ
るはず。

初めて海外に出たときからのことですが、海外では日本人の代表であり、
私が恥をかくことは日本が恥をかくことと滑稽なくらい意識します。

日本人旅行者が珍しい国ほどそう思います。20代前半にイスラエルに
行ったとき、当時日本人旅行者は相当珍しかったと思いますが、まずチャ
イニーズに間違えられました。

「チャイニーズではない、ジャパニーズだ」と言うとみな驚いて、アラブ
人の子どもなど「カラテ、カラテ」などと変なフリをしながら付いてきま
した。そこで急に真顔になって「チェースト！」とばかりカラテみたいな
（？）構えをして脅かすと、クモの子を散らすように逃げ回ったもの。
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そのときの子どもも今では40代のおじさん。そのおじさんにとって、日
本人とは子どものとき出会ったカラテの青年といまだに思っているかもし
れません。

タシケントにはナボイオペラハウスという建物があります。この建物はシ
ベリア抑留捕虜の一部の人たちの強制労働によって建てられました。10
年ほど前の大地震にも無傷で、日本人の生真面目な仕事ぶりが高く評価さ
れているということを聞きました。誇りに思います。

このことを作曲家三枝成彰先生の事務所の人たちに話したら、実はそのオ
ペラハウスで、三枝先生をはじめとするメンバーがオペラを公演したこと
があるとのこと。思い出話で盛り上がりました。ワクワクどきどき、日本
人としての誇りを持って、日本人の代表としての気概を持って行ってきま
す。

 2007-09-20 10:03:40

壮絶！タシケントからサマルカンド4時間の移動　 

親子ともども無事ウズベキスタンから帰ってきました。「やっぱり日本が
一番！」帰国してつくづくそう思いました。言葉が通じる！ なんと言っ
ても安心するのはそのひとことに尽きます。

さて、ウズベキスタンの首都タシケントとサマルカンドの距離は350キ
ロほど。東京から名古屋へ行くイメージ。移動方法は飛行機、列車、バ
ス、タクシーなどありますが、ちょっと贅沢にタクシーを利用しました。

メーターはないので料金はドライバーと交渉して決めますが、困難な交
渉の末100USドルで合意。日本円で12,000円程度。東京から名古屋に
向けて出発したとして、横浜あたりまで行けば早くもメーターは1万円を
越えると思います。金銭感覚的には、タクシーで名古屋まで4時間かけて
12,000円というイメージ。

この4時間は今回の旅行で大変印象深い時間でした。はじめはオアシスの
豊かな緑の中をひたすら西へ走ります。数千年前からラクダを連ねたクル
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ド人の商隊が旅してきたシルクロード。

舗装はされているものの路面の整備が悪く、バウンドして頭を天井にぶつ
けそうになることがしばしば。もちろん自動車専用の高速道路でも何でも
ありません。

そこを日本ではお目にかかれないくらいのポンコツ車で突っ走ります。
メーターを覗くと100キロを越えています。「こんなんで大丈夫か
な？」と声を出して（ことばはわからないから好きなことが言える）娘の
麻衣と顔を見合わせたくらいの代物。

まっすぐ西へ伸びている見通しのよい一本道で車の数も少ないのですが、
あまりのスピード感にはじめのうちは麻衣と二人後部座席で固まっていま
した。ときどき木陰にスイカを積み上げた売店らしきものが現れたりしま
すが、猛スピードで突っ走るタクシーにストップをかけるタイミングもあ
りません。

左右に人家がまばらになった頃、いよいよ調子に乗るドライバー。メー
ターは120キロを突破。人家が少ないといっても片側2車線の道路わきに
は子どもが遊んでいたり、ロバが荷車を引いていたりします。

気がつくと道路の両側に収穫期を迎えた綿花畑が途方もない規模で続いて
います。白い綿花がはじけて視界一面うっすらと雪が積もったよう。綿花
の特産地はウズベキスタン東部のフェルガナ盆地で、NHKもそこを紹介
していましたが、視界に広がる風景は同じ。

畑のところどころで、鮮やかな民族衣装のおばさんたちが綿花摘みの作業
をしている姿が一瞬とらえられます。おばさんたちの日当は一日働いて
500円程度とか。このタクシーのドライバーは4時間で約12,000円。

やがて、人家がなくなって荒涼たる風景。メーターはついに140キロを
突破。命綱のシートベルトもない後部座席。なにかあったときのもうひと
つの命綱、2リットル入りミネラルウオーターを抱えて麻衣はますます固
まっています。エアコンもないので窓は半開。体が前後左右に揺れ続ける
ので、のどが渇いても水を飲むこともむずかしそう。
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外はさえぎるもののない炎天下。40度は超えているはず。もし車が故障
でもしたら…。事実パンクした満員の乗り合いポンコツバスが道路わきで
修理していたりしました。

岩山をいくつも越えて、突然視界に再び緑が現れたとき、過酷な自然のシ
ルクロードでのオアシスの存在を垣間見た気がしました。サマルカンドも
数千年前からのオアシス都市。

再びスイカ売りがあちこちに目に入る頃、いよいよサマルカンドが見えて
きました。500年前、チンギスハーンの大軍がサマルカンドを包囲した
とき、このあたりの一帯にも数百数千のパオが張られたかもしれません。
壮大な歴史ドラマを空想しながらタクシーはサマルカンドの町並みに入り
ました。（続く）

 2007-09-22 08:23:29

バザールでプラスエムを忘れたひととき！

シルクロードのオアシスといえばスイカやメロン、またみずみずしいブド
ウ、イチジクなどの果物が目に浮かびます。有り余る日射と、オアシスな
らではの貴重な水源の恩恵を受けた豊かさの象徴。サマルカンドに着いて
まず訪れたバザールにそのままありました。

スイカやメロンを丸ごとかじるわけにはいきませんが、ブドウやイチジク
ならホテルに持って帰って食べられそう。ほかに持ち帰れそうなものでは
りんごやざくろ・洋ナシ・オレンジ。

バザールは日曜が特に賑やかとのことでしたが、今日はちょうどその日曜
日。サマルカンドは人種の坩堝とも言われますが、特にバザールでは民族
衣装のウズベク人をはじめ顔立ちの違う人たちでいっぱいでした。

くだものを積み上げてお客の呼び込みをしているおばさんは、たいてい民
族衣装のウズベク人。優しい目をして親しげに話しかけてきます。たいて
い聞き取れませんが、「ヤポーニャ？ヤポンスキー？」となると、ああ日
本人かと聞いているなとわかります。
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問いかけられて、なかなか理解できなかったことばが「カリーニャ？」。
何のことかさっぱりわかりませんでしたが、そのうち娘の麻衣が「おとう
さん、コリーヤって言っているんだよ」。なるほど、韓国人かと尋ねられ
ていたのでした。

ソフトボールほどの立派なざくろが積み上げられた一角で、それが欲しく
なりました。指を1本立てて「1つください」と言ったつもり。間違えら
れないように「1つだけでいいよ」と日本語でも念押し。OKとばかりお
ばさんはざくろを袋に詰めだしました。

1つ、2つ、3つ。おっと、「1つだけだよ」あわてて人差し指をかざしま
す。おばさん動じる様子もなく3つのざくろを差し出します。私の人差し
指になんの疑問も持たない様子にざくろは3つで1つなのかな？ などと、
わけのわからない気持ちで受け取ってしまいました。250円程度。

立派なざくろだし、おいしそうだし、おばさん嬉しそうだしすべていいの
だけど、こんなでかいざくろを3つも誰が食べるんだ、食べないと重そう
だし。麻衣はというと私は知らないよという顔。

あとで納得したのは、りんごやざくろなどはキロ単位で販売しているらし
いということ。だから「1つだけだよ」と目の前にかざした私の人差し指
を、おばさんは1キロのことと思い込み何の疑問も持たなかったというこ
と。

くだもの以外の名物にシャシリクがあります。羊肉の串焼き。日本で言え
ばヤキトリのイメージ。30年前の旅でも中近東のあちこちで食べた記憶
がありますが、シシカバブと言ったように思います。バザールの片隅に食
べさせてくれる店がありました。

ショーケースに何種類かの生肉の串が並んでいます。「どれがいい？」よ
くわからないので、麻衣と二人迷っていると、早く決めろとばかり早口で
種類の説明を始めました。ますますわかりません。

麻衣がたどたどしいロシア語で受け応えしますがさっぱり通じません。こ
うなると私の出番です。30カ国以上を渡り歩いてきた自信は語学の常識
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を超えています。

ダー・ダー、ニエット、ハラショー、スパシーバ、シャローム、ダンケ、
ビッテ…、適当なことを言いながら結局は日本語で身ぶり手ぶり。

特に肉の種類。英語は通じないので動物の種類がわかればいいわけです。
そこで「モーモー、メエ～、コケッコ、ブーブー」と啼いてみました。

これで、周りのお客もみんな納得。お店の坊やが串を指差しながらそれぞ
れ啼いてくれたので無事注文が出来ました。やっぱりシャシリクは「メエ
～」でなくちゃ。

ウズベキスタンはイスラム圏にありますが、余り戒律が厳格ではないとい
うことは知っていました。しかし、豚肉が売られていたとは。中近東諸国
ではありえないこと。

また、1日5回のお祈りの時間を知らせるファティーファもまだ一度も聴
いていません。麻衣がもっとも楽しみにしていたことのひとつ。サマルカ
ンドにはイスラム以前からの文化が根付いているよう。ますます楽しみに
なりました。

 2007-09-27 07:25:00

日枝神社の「仲秋管弦祭」でサマルカンドと同じ月を愛でる 

サマルカンドでの宿舎となったアフラシャブ・パレスホテルの部屋のベラ
ンダから、ティムールが眠るグリ・アミール廟が正面に見えます。特にラ
イトアップされたときのブルーのドームは妖しいばかりの美しさ。

空気も澄んでいるので星もたくさん見えるし、ドームの上では煌々たる月
がドームの存在を引き立てます。

東京で月を見ることはほとんどありませんが、帰国早々鑑賞する機会に恵
まれました。日枝神社の「仲秋管弦祭」に招かれたのです。
管弦、神楽舞、舞楽などわが国古来の雅楽。日枝神社は都心の高台にあ
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り、飄々たる風が吹き抜ける境内は都心とは思えない幽玄の世界。上空に
はサマルカンドで見たのと同じ月が昇り、なんとも不思議な心地。

幽玄の世界を演出している雅楽の楽器も、元はといえばその多くがシルク
ロードを渡ってきた物。サマルカンド国立博物館には琵琶や筝（そう）の
祖先を思わせる古楽器も多数展示されていました。

舞楽で使われる面にもあらためて不思議な印象を持ちました。日本人離れ
した顔立ち、特に面の鼻の高さはモンゴロイドのものではないような。こ
こにもシルクロードのロマンを感じました。

サマルカンドは500年ほど前、チンギス・ハーンの大軍によって蹂躙さ
れます。ハーン公認の商隊が地方役人によって略奪されたことに対する報
復。住民の3分の2が殺され、「東方の真珠」と謳われた美しい町は完全
に破壊しつくされて、今はアフラシャブの丘と呼ばれる荒野となっていま
す。

緑したたる美しい町並みだったであろう都市国家が、一面草木も育たない
荒地となっている姿にはチンギス・ハーンの怒りのすさまじさが迫ってく
るよう。

この丘に立ちました。乾ききった不毛の空間が丘や谷に連なってどこまで
も続いています。人っ子一人いないこの台地を、麻衣と二人言葉もなくさ
まようように歩きました。

この台地にこそサマルカンドの月が似合いそう。できれば夜空の下を歩き
たかったのですが、そんなロマンチックな気分に浸れる場所ではありませ
ん。この荒野には虐殺された数千数万の人々が眠っているはず。

日枝神社「仲秋管弦祭」の神楽舞で、舞人の優雅な動きをとらえつつ、心
地よい眠気の中でアフラシャブの丘に昇る月を思い描いていたひととき
は、自分にとって至福のひと時でした。
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 2007-10-12 08:36:50

深いブルーのタイルの1片、それは600年前の「青」

サマルカンドの透き通るような青空を見上げた日は、遥か記憶の彼方に過
ぎ去ったようにも感じます。しかしデスクのパソコンを開くたびに、待ち
受け画面いっぱい、サマルカンドのブルーのモスクと青い空の写真が現れ
ます。自分で写してきた一番気に入っている1枚。

サマルカンドはかつて「東方の真珠」と並んで「青の都」とも呼ばれてき
ました。透き通るような青空の下、さらに深いブルーのドームが映え、青
と青が競い合っている印象の町。その深いブルーのドームのタイル1片が
デスクにあります。

約600年前ティムールが建てた、中央アジア最大のモスクといわれるビ
ビハニムモスクのもの。縦横3センチ、厚さ1センチ程度のかけらです
が、壮大なモスクのまぶしさを十分思い起こさせる深いブルー。

タイルがところどころはげかかったモスク裏側の瓦礫に、半分埋まってい
ました。拾ったとき指でこすって現れたブルーの濃さに目を見張りまし
た。

古来日本人は、「青」をさまざまな漢字で表現してきました。青・藍・
蒼・碧・あお。瑠璃色もその一種。サマルカンドのモスクの青には、実際
に観たわけではありませんが、古来シルクロードで金と同じ重さで取引さ
れたというラピスラズリの青さを連想。その1片を手に取るたび、サマル
カンドのブルーを持ち帰ったことにちょっと罪の意識を覚えます。

プラスエムも青をコーポレートカラーにしています。ホームページのイ
メージは青空。残念ながら雲ひとつないサマルカンドの空ではありません
が。

青は日本人の好む色のひとつということが、月刊文藝春秋11月号の演出
家鴨下信一氏のエッセイに出ています。鴨下信一氏によれば、昭和の歌謡
曲・流行歌の中で戦前から終戦直後にかけて「青」は圧倒的に人気があっ
たとのこと。
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「♪青い背広で心も軽く…」「♪青い山脈雪割り桜…」、青いガス灯、青
い月夜、青いインク…。ブルーライトヨコハマ、ブルーシャトーなどとい
う歌も。

それが昭和も終わりに近づくと「青」も「ブルー」もことばの世界から退
場。そして「平成の今は青ばかりでなく色彩感がすっかり失われて砂漠の
ようだ」と鴨下信一氏。

最後に「色（ブルー）の喪失は幸福感の喪失だ。…（青春）という日本人
がおそらく一番好きに違いないことばも、この年老いた日本では最近めっ
たに聞かれなくなった」と結んでいます。

サマルカンドで拾った深いブルーのタイルのかけら、約600年の歴史を
経て今プラスエムの私のデスクにちょこんと載っています。

2007-10-16 16:47:47

伊予市の「食」を体験するおいしい旅　 

今日10月16日は「世界食料デー」。日本では過食やメタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）が社会問題化しダイエット情報が氾濫していま
すが、地球上の人類全体としては近い将来食糧危機に見舞われると危惧さ
れています。

そんな中、この週末愛媛県伊予市へ「地域資源探索現地視察」に行ってき
ました。テーマはズバリ「食」。伊予市の「町おこし」を「食」に関わる
資源の活用から探っていこうという伊予市が立ち上げたプロジェクト。お
こがましくも「食育の専門家」として加わったもの。

伊予市は瀬戸内沿岸のおだやかな気候の地域にあり、豊かな自然環境に恵
まれています。豊富な海産物と農産物が生産され、ほとんどの食材が自給
自足出来ると思われるほど。今回は栗や梨、みかんなどの畑や、加工工
場、販売現場などを見学。そしてどこでもおいしい試食が待っていまし
た。
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どこの町でもそうですが、立派な施設がたくさんある割には活用されてい
ません。問題は施設をどう活用するか。それには「子どもたちが行ってみ
たくなる」ことが重要。子どもたちが行ってみたくなれば家族が行きま
す。家族に人気があるところはだいたい賑やかなもの。

中村市長を交えての夜の懇談会では、プラスエムの実績をしっかりアピー
ル。学校現場を巻き込んでの「子どもたちが住みよい町、子どもたちの教
育に適した町」作り、市長も相当関心を持った模様。食育をテーマに話が
弾み、豊富な海産物や農産物を肴に、お酒が進みました。

1泊2日、市の担当者が案内する視察ですからどこでも大歓迎。どこでも
一番おいしいものをいただく今回の出張は、帰ってからスタッフにうらや
ましがられましたが、決しておいしいものを食べてばかりではありませ
ん。視察結果をまとめて後日レポートを提出。

空港に向かう途中、伊予市でもっとも夕日がきれいに見えるスポット「ふ
たみシーサイド公園」に立ち寄りました。よく晴れた瀬戸内海に沈む夕日
は絶景。伊予市視察の最後を飾るにふさわしい風景でした。

2007-10-28 10:03:25

創立50周年の記念式典出席、来賓No.15 

日曜日というのに、いつものように朝5時過ぎの出社。家から駅までの通
勤コースのベルモント公園で、真っ暗な空を見上げるのが日課。台風20
号が空気をきれいにしてくれたようで満天の星。

よく晴れた日には星を数えることにしています。ふつう5,6個、多い日で
も10個見えることはまれ。なんと今日は31個。新記録。30個以上見え
たら満天の星と表現してもあながち誇大表現でもないでしょう。

昨日はその台風20号に悩まされました。学校評議委員に就任している町
田市内の公立中学校で、創立50周年の記念式典が開催され来賓として招
待を受けました。その中学校を訪問するとき、なぜか一人だと必ず雨。
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今回は半端ではありませんでした。往きは町田駅でタクシー待ちの長い
列。帰りは流しのタクシーが拾えず仕方なく歩きましたが、徒歩10分ほ
どの間に文字通りずぶ濡れとなりました。

創立50周年の記念式典ですが、私の席は来賓席の15番目。会場に到着し
て名前を告げると、担当の先生が「15番目の椅子におかけください」と
のこと。ナンだ15番目か！正直あまりよい感じがしませんでした。

しかし、来賓紹介でびっくりしました。1番は町田市長（代理）、2番は
市教育長（代理）、以下14番目まで市内小中学校の校長が続きました。
15番目の椅子は大変名誉ある席でした。株式会社の社長は私一人。16番
目には前校長、以下PTA会長、民生委員代表など市の教育関係の偉い人
が紹介されました。

そんなわけですっかり機嫌を直しました。モーニング姿のS校長も今日ば
かりは緊張気味。緊張しながらもさすが、しっかりと内容のある挨拶。私
はというと、屋根をたたく雨の音や次第に高まる風の音に帰り道のことを
心配していました。

この式典で主役みたいに一番着飾っていたのがPTAの合唱グループ。高
齢のご婦人方の合唱が始まる頃が眠気のピークでした。椅子に座ったまま
ひっくり返ったらどうしようか、本気で心配になるほどでした。

2007-11-19  13:06:55

癒しの温泉、紅葉と初雪を同時に楽しむ！ 

夢の中で夢を見ました。朝早く起きて雪景色をカメラに収めたいと考えな
がら眠りにつきました。ところが目が覚めたらすっかり昼近くで、雪は解
けてしまった後だったというもの。「起きなくちゃ、起きなくちゃ」頭の
中であせりつつ、なかなか目が覚めなかったのです。

腰の治療を兼ねて久しぶりに温泉に出かけました。今年も残すところあと
わずか。最後まで全力を出し切るためにひと息入れる心積もり。
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群馬県と新潟県の県境当たりに位置する川古温泉。ブログにも何回か登場
しましたが、私の癒しの温泉。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のは一度だけ。それは正月の3
日。

山間の一軒宿。渓流の山肌が迫り、その山肌にへばりつくようにして建物
があります。温泉のほか何もありませんから、子どもを含めて若い人は行
きません。しかし露天風呂は立派。一度に50人くらいは優に入れそう。

湯量は豊富ですが、源泉の温度が40度と低く、冬場は上がるときが大
変。ここは日本有数の豪雪地帯に属しており、朝方など氷点下5度以下に
下がります。湯船から上がって屋内まで50歩程度ですが、吹雪いたりす
ると途中で遭難しそう。

その温泉で、夕方から今年初めての雪が降りました。朝の雪景色を楽しみ
にして就寝し、夜明け前に目覚めることができました。40度というぬる
さの温泉はいつまでも入っていることができます。ひとり湯に浸かって夜
明けを待ちました。

やがて、青白い夜明けが静かに訪れると、山肌の細い枝が白いものをいっ
ぱいに受けて重そう。昨日までの晩秋の景色が一変。この温泉ではこれか
ら長い冬に入りますが、私はとりあえずまだ秋を続けている世間に戻りま
す。

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。しかもわざわざ「蛇やカエル」の部分を赤文
字でプリント。

特に女性の場合この張り紙を見ただけで二度と来るまいと思うはず。わが
家族はその話をしただけで「絶対に行かない」と固い決心をしました。

「蛇やカエル」の張り紙のおかげか、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ています。剥がした方がよいと思いますが、そのこと
は館主には言わないことにしています。
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2007-12-11 17:33:31

「痛いから」とインフルエンザ予防接種をパス　 

今年もインフルエンザの話題が口の端に上る季節。知り合いの札幌市内の
小学校M校長に電話をしたら、学級閉鎖が始まったとのこと。今年流行し
そうなインフルエンザはAH1亜型（Aソ連型）、AH3亜型（A香港型）。

そこで会社としてワクチンの予防接種を実施しましたが、私は辞退。注射
は痛いからです。どこか具合が悪くなって背に腹は代えられないという状
態の注射ならガマンできますが、予防注射は痛くもかゆくもない状態で体
に針を刺すことになるので、考えただけでいやです。

子どものころ、「だるま医者」という達磨さんみたいな顔と体型のお医者
さんが村の診療所にいました。昔は気軽に往診をしてくれたもので、白衣
を着てスクーターに乗ってやってきます。

だるま医者は、診察をして「じゃ注射をします！」と、とてもに気軽に宣
言し準備にかかります。同時に母親に腕をまくられ、押さえ込まれます。

一応男の子なので泣いたり暴れたりも出来ず、歯を食いしばって覚悟を決
めたものでした。「だるま医者」は表情一つ変えることなく、ごく事務的
に針を刺してお愛想ひとつ言わない人でした。

「だるま医者」イコール注射。今でもドラム缶みたいな体型の「だるま医
者」がスクーターに乗って注射をしに来る姿を思い出します。夢に出てく
る「だるま医者」は怖くないのですが、注射は今でも嫌いです。

そのくせ、コレステロールが高いことで定期的に行う採血にはそれほど恐
怖を感じません。エコプロダクツ展を数日後に控え、スタッフには健康に
注意を呼びかけますが、あまり説得力を持たないのは仕方のないこと。

しかし、その分ビタミンCが豊富なキウイを食べて、風邪を引かないよう
には気をつけています。エコプロダクツ展は、いよいよ13日から15日ま
で3日間、東京ビッグサイトで開催されます。
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3日間で約14,000人の子どもたちが来場。その安全を守る責任者は私。
責任の重さに身の引き締まる思いですが、楽しみでもあります。たくさん
の子どもたちや先生方に会えるからです。

2007-12-20 18:28:48

プラスエム、今年の10大ニュース

読売新聞今年の10大ニュースが今日の朝刊に載っていました。政治がら
みと犯罪がらみ、退陣、自殺、逮捕、惨敗、出場停止、死者、偽装、販売
休止、年金記録漏れなどの文字ばかりが目に付きます。

ほんとうにこんなニュースばかりだったのかな、「悪いことの10大
ニュース」で、別に「よいことの10大ニュース」があるのではないかと
思いたくなるような内容。

ちなみに昨年の3大ニュースは①紀子様が男子ご出産②トリノ五輪、荒
川静香選手「金」メダル③WBC、王ジャパンが初代王者とすべてよい
ニュースでした。2005年は①福知山線脱線事故、107人死亡②愛知万
博開催③紀宮様ご結婚とよいニュースが2つ。

今年のプラスエムでは、トップニュースは創立7周年感謝の会を開くこと
が出来たこと。会社を立ち上げた頃は右も左も分らず不安でいっぱいでし
た。

分らないのをよいことに、首吊りの足を引っ張るような人も中にはいまし
た。でも親身になって助けてくださった方もたくさんおられました。そう
した方々を招待しました。

2番目はNPO法人エコテクみらい研究所の設立。そして設立記念シンポ
ジウムの開催。元文部大臣の有馬朗人先生はじめ著名な先生が出席してく
ださいました。

作曲家三枝成彰氏の「はじめてのクラシック」の学校関係の事務局運営で
も、新しい世界を垣間見るチャンスとなりました。数ヶ月間、会社には
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ベルリオーズやリスト、チャイコフスキーの名曲がBGMで流れていまし
た。これが3位？

従業員研修で台北に旅行したことも大ニュース。4位？楽しい研修となっ
て次はシンガポール？ハワイ？と夢が膨らみます。

海外旅行といえば、会社には直接関係ありませんが、9月に娘の麻衣とサ
マルカンドに行ったことも大ニュース。個人的な旅行ですが、社長の一大
事ですからやっぱり大ニュース。番外とします。

人に話すと「大学生になってお父さんと旅行するなんてよっぽど仲良しな
んですね」と羨まれます。しかし恥ずかしい話ですが仲が良いどころか、
過去10年口を利いたことは数えるほどしかありません。

嫌われているというより無視され続け、その間心にとげが刺さっている気
持ちでした。そんな親子、しかも女子大生と父親。よほど仲良しでもあま
り聞かない話ですから、自分でも信じられないほど。

行き先は、私にとっても娘にとっても憧れの地だったサマルカンド。4泊
6日、連休を利用したので会社を休んだのは3日間。プラスエムを創業し
て8年目にしてやっと可能になった旅行でした。

2007-12-29 12:53:30

年末年始、プライバシーマーク取得準備

プラスエムがある茅場町はビジネスの町。東京証券取引所や日本証券会
館、証券各社が立ち並ぶ株取引の町でもあります。通常営業日にはまこと
に活気があって、朝のラッシュ時には駅の出口が渋滞して、地下鉄から地
上に出るのに手間取るほど。

その代わり週末には人影を見ないほどの静けさ。ほとんどの会社が年末年
始休暇に入った今日29日は、朝から物音ひとつ聞こえないほど。飲食店
もほとんど開いていません。
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そんな事務所で私は一人黙々と書類の整理。出てくるは出てくるは、後生
大事に保管していたほとんど不要な資料。いつか必要になるときが来ると
仕舞い込んだものの、それから2年も3年もまったく存在すら忘れていた
資料を無造作にゴミ箱に放り込んでいきます。

2年も3年も仕舞い込んでいた資料ですが、処分した直後にそれが必要に
なることもあるわけで、それでなかなか捨てられなくてたまったもの。
困ることがあったら、そのとき困ればいいじゃない！ こんなふうに開き
直っての作業。

実はプラスエムが取得を目指しているプライバシーマーク認証のための準
備でもあります。プライバシーマークを取得するために、個人情報保護マ
ネージメントシステムを構築します。

さまざまな個人情報の取り扱いに、事細かな取り扱い手順の決まりを作り
ます。しかし、もっとも手っ取り早いのは不要な個人情報そのものを極力
減らしてしまうこと。

とって置いたらいつか役に立ちそうですが、学校を通しての子どもたちや
先生のリストはそのまま保管しておいても、ほとんど役に立ちません。子
どもたちは卒業するし先生は転勤するからです。

パソコンも中身を整理したいところ。写真データや企画書が自分にしか分
らないでたらめな分類で保存されています。それらを整理してハードディ
スクにバックアップ。やり始めたらきりがないほど。最低限身軽になって
新年を迎えたいもの。

 2007-12-30 14:39:22

55歳のお正月！　みのる少年は45年前と変わっていません！ 

「協調性が無い！」「自己主張が強い！」意味はよくわかりませんでした
が、怒られたり呆れられたりするのでまずいことだとは想像がつきまし
た。学期末にもらう通信簿のコメント。
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夏休みが終わって始まる2学期はとてつもなく長いので、その終わりは格
別楽しみ。少しくらい怒られたってどうということありません。

少し離れた所に住む友だちと遊ぶのは、夏休みや冬休み。正月休みに親し
い同級生のコウちゃん家に遊びに行きました。ほとんどの子どもたちが農
繁期に農繁休暇を取り、田植えや稲刈りを手伝うという地域で、珍しく会
社員の家庭でした。

本物のコーヒーを生まれて始めてご馳走になったのもコウちゃん家でし
た。お皿の上にカップとスプーン。スプーンの役割が分らず掬って飲もう
としたら、コウちゃんにたしなめられました。

コウちゃんはいつもバシッとした服装と髪形をしていて、しかも八重歯が
素敵だったので、みのる少年とは違って女の子の憧れ。母親も上品できれ
いな人で、うちの母ちゃんとは別世界の人。母親からしてすでに完璧に勝
ち目は無いと思いました。

そんなコウちゃんの勉強部屋での思い出があります。学習雑誌を見せても
らいました。のちに図らずも学習雑誌の会社に入るわけですが、このとき
見せてもらったのが初めて。

その本に挿絵入りでマッカーサーの日本進駐の物語が載っていました。そ
れを読んだコウちゃんがいかにも感動した風に、「長岡、マッカーサーは
偉い！ちょっと前まで敵国だった日本に初めて上陸したとき、ピストルも
持たないで丸腰だったんだ」。

挿絵にはサングラスをかけ、コーンパイプをくわえて厚木基地に降り立つ
マッカーサーの姿。この挿絵とコウちゃんがその感動を伝えようとした顔
を、40年以上たっても覚えています。そして折に触れて思い出します。

逆算すると1962年あたりのことで戦後17年がたっています。戦後17年
たってもまだGHQのプロパガンダは有効だったわけです。

コウちゃんは優等生なればこそ、戦争中なら軍国少年になったろうし、戦
後の民主教育の中で正しい国民教育を全身に受け止めていたのでした。
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しかしGHQがいくらがんばったってみのる少年には通じません。その後
も学習雑誌なんか読まなかったし、川で冬の魚とりや野鳥のわなを仕掛け
ることの方が重要だったからです。

野鳥を捕まえる仕掛けや季節に応じて魚を取る方法は、だいたい大人や上
級生のまねをするわけですが、みのる少年の場合オリジナルアイデアを
次々と繰り出しました。

ただ、不恰好だったり危険だったりして「そんなんで捕れっこねえよ」
「父ちゃんに怒られるぞ！」とほかのガキどもの共感を得られることは少
なかったものです。そしてあまり成果も挙がりませんでした。

まもなく55歳のお正月。みのる少年は45年前とちっとも変わっていませ
ん。ただ鏡に映る自分は、確かにあれから45年後に生きています。

そしてかつての、「協調性が無い！」「自己主張が強い！」は、すっかり
昇華されて「自由な発想」と「とらわれない行動」として、会社経営に活
きている…と、思います？


