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2009-01-02 13:38:10

プラスエム社長として2009年の年頭に想う

2009年、新年おめでとうございます。

プラスエム春夏秋冬「社長のブログ」は、私がプラスエムの社長としての毎
日をプライベートな話題も交えながら紹介するというもの。2006年3月に
立ち上げてから早や2年10ヶ月がたちました。

だれも文句を言いませんから好き勝手なことが書けますが、嘘だけは書かな
いつもり。その代わり故意に書かないことはあります。ストレスの発散や、
イライラ解消にけっこう役立っています。その意味でもこのブログは、私が
大事にしているもののひとつ。

年の始めにあたり、親しい人から年賀状をいただくのはうれしいこと。私の
場合年賀状のほかにも、こうしてたくさんの目を意識しながら、その目の一
つひとつに向かってブログで年頭の想いを発信することもできます。

さて、プラスエムはお陰さまで2週間後の1月18日に、創立9年を迎えま
す。2009年は企業にとって生き残りをかけた試練の年になると思います。
しかしプラスエムが誕生した2000年も、実は相当厳しい年でした。

そんな厳しい社会にプラスエムはまる裸で生まれて、そしてみなさまのお力
をお借りしながら今日まで生き延びてきました。

創業してからたくさんの方の温かいご支援をいただきましたが、関わってく
ださった人たちすべてが優しかったわけではありません。俗に「人の不幸は
蜜の味」とも言いますが、世の中優しいばかりではありません。

よちよち歩きのプラスエムの弱みに付込む人もいたし、親しくしていた人か
ら手のひらを返すような仕打ちを受けたこともあります。

むしろ、そうした人たちのお陰でここまでやってこられたという側面もありま
す。だってくやしいではありませんか。「まだつぶれないのか？」と、失敗を
期待している人が周りで見ているのに、ほんとうにつぶれてしまったら。
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そういう人たちを喜ばせてたまるか、この意地がプラスエムを支えていたの
も事実です。私の中にこの意地がある限り、どのような困難があってもプラ
スエムはつぶれません。

社長のブログにアクセスしてくださる方の中には、プラスエムがつぶれるこ
とを期待している人も含まれているといったらうがちすぎでしょうか。柱の
影や天井裏からそうした人の眼が覗いています。ありがたいことです。

 2009-01-05 15:26:00

一生持ち続けることができる大きな宝物

今年の箱根駅伝では東洋大学が総合優勝を果たしました。いくつもの区間新
記録が生まれ、ヒーローとなった選手が誇らしげにタスキをつなぎました。
実力以上の力を、また実力通りの力を発揮できた選手がいるかたわら、残念
ながら本来の力を発揮することが出来なかった選手もいました。

日本中が注目する箱根駅伝で実際に走ることが許されるのは選び抜かれた
230人。230人に選ばれるのはもちろん日ごろの努力の賜物ですが、晴れ
舞台に登場できたこの若者たちは、一生持ち続けることができる大きな宝物
を手に入れたのだと思います。

特に、前半オーバーペースになったり、緊張感から腹痛を起こした選手が、
後半失速してフラフラになってゴールするシーンに感動しました。故障を起
こした後の走りがどれほど辛いものか、その一端を経験した者として心に迫
るものがありました。

おそらく彼らは、ヒーローとなって誇らしげにタスキをつないだ選手より、
その何倍も大きな宝物を手に入れたのだと思います。

私はフルマラソン（42.195㎞）を5回経験。つらい目に会ったのはその2
回目のこと。つくばマラソンはつくば大学の構内を発着する平坦なコース。
季節は11月下旬。天候にも恵まれ絶好のコンディションでした。

10キロ20キロと快調に走り続け、30キロを目前にしたあたりでした。し
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だいに足が重くなり、やがて強い疲労感を覚えるようになりました。前半飛
ばしすぎたことでバテてしまったのです。20キロを過ぎてから1キロごとに
表示がありますが、その間隔の長いこと。

やっと30キロの表示を過ぎて、残りあと12キロ。乳酸のたまった筋肉には
絶望的な長さ。しかし絶対に途中棄権できない理由がありました。5ヵ月後
のウィーンマラソンへの出場を控え、周りの人たちにその前哨戦であること
を宣言していたからです。

前哨戦で途中棄権しておいて、会社を休んでウィーンに行くわけにも行きま
せん。歯を食いしばって一歩一歩走りました。32キロ、33キロ。途中立ち
止まったり歩いたりしている人があちこちにいます。うらやましいなあ！で
もこの状態で歩いたら負け。もはや完走は不可能。

34キロ、35キロ。何かごまかす方法はないか？ 近道はないかな？ 一旦
ゼッケンをはずしてタクシーを拾ったら？悪魔がささやきます。36キロ、
37キロ。

あと5キロ。5キロくらいなら何とかなるかも。いやもう無理だ、棄権しよ
う。棄権したって黙っていれば分らない。意地もへったくれもあるものか。
こんなことを次から次に本気で考えながら、ヨタヨタ走りました。

沿道の声援などまったく耳に入りません。38キロ、39キロ。ようやくつく
ば大学が見えてきました。ゴール近くになって沿道の声援が多くなっても、
まだ棄権して隠れやすい場所を探す私の目が泳いでいました。

精魂尽き果てて泣き顔に見えてきたゴール…、実はそこはゴール地点ではあ
りませんでした。うそみたいな話です。実はスタートして大学構内を1周し
てから周回道路に出て行くことになっていましたが、その誘導を間違えて約
800メートルショートカットして、周回道路に出て行ったというのです。

ゴール予定地点からさらに約800メートルの距離を走ることになり、係員に
怒りをぶつけている人もいましたが、私にはもはや腹を立てる気力も残って
いませんでした。
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無事完走のゴールに感動も何もありません。ただただ「これでウィーンに行
ける！」という安堵感はありました。ゴールしてからどうなったかよく覚え
ていませんが、入院したわけでも寝込んだわけでもなく無事でした。

完走タイムは4時間19分。逆算すると最後の12キロを苦しんだ時間は2時
間足らず。たった2時間ですが、この2時間が私にとって一生持ち続けるこ
とができる大きな宝物だったことが、あとでわかりました。

プラスエムを創業してからさまざまな困難がありましたが、そのどれも、あ
のときの2時間から見たらどうってことないと思うことが出来ました。

これからもさまざまな困難が待ち受けていると思いますが、乗り切る自信が
あります。まさにあの経験は宝物以外のなにものでもありません。

2009-01-13 18:14:02

創立9周年、予期しないことにも備えます　

プラスエムは今月18日で創立9周年を迎えます。年が明けてから、そのこと
を忘れていました。年明け早々、あちこち出張は入るし、仕上げなくてはな
らない企画書は仕上がらないし、頭の中がごちゃごちゃでした。

その年明け早々の出張に持って行ったパソコンのパスワードを入力すると
き、ハタと気付きました。何かお祝いしなくちゃ！

私は旅が好きでした。今でも好きですが海外・国内とも最近なかなか行くこ
とができません。出張はしょっちゅうありますが、出張と旅はまったく違い
ます。

「地球の歩き方」などという旅の案内書などなかった時代、バックパッカー
の聖書とも言える本に、沢木耕太郎の「深夜特急」があります。

真っ赤な夕日の大陸に夢を馳せて、横浜から旧ソ連のナホトカに向かった若
者のほとんどがこの本を読んでいたはず。私もそうでした。シュラフを担い
で野宿をしたり、安宿を泊まり歩きながら自由にする冒険旅（旅行とは言い
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ません）の本。

著者が実際に「深夜特急」に書いた旅をした時期や、それを執筆した若き頃
のことを自伝風にまとめた「旅の力」という本を見つけました。その巻末に
登山家との対談が載っています。

その中に、登山する人の中にも最近「予期しないことが起こるかもしれない
ということを、予期しない人が多い」という登山家のコメントがあり、沢木
耕太郎が旅でもまったく同じだと受けています。

予期しないことは登山や冒険旅では頻繁に起こります。そして予期しないこ
とは会社の経営でも頻繁に起こります。予期しないことが起きたからとあわ
てていたのでは会社は持たないわけで、まして登山や冒険旅では命に関わり
ます。

だから登山や冒険旅では予期しない出来事に常に備えなければなりません。
会社経営でもまったく同じで、生き残るために経営者が身につける重要な心
得だと思います。

私たちの生活でも予期しないことはいくらでも起きます。恥ずかしながら年
明け早々の札幌出張で、その予期しないことが起きました。雪が固まってボ
コボコに盛り上がった路地裏で転んで右脇を強打しました。

しばらく息もできないほどの痛みで立ち上がれませんでした。幸い大事には
至りませんでしたが、酔っ払っていて頭を打ったら大変でした。

9周年を迎えたとはいえ、プラスエムはまだまだ幼児みたいな存在です。私
の無責任な行動がそのまま会社の存亡に関わります。そのため「予期しない
ことが起きるかもしれないこと」に備えていることがあります。

私の意志を従業員に伝えられなくなったときのためのメモ。そのメモはデー
タにして金庫に保管していますが、ときどき内容を更新します。そのときど
きの状況で指示内容を変える必要があるからです。

この9年間にお世話になった方々がたくさんいます。私しか知らない計画が
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現在進行形で進んでいたりします。突然経営者のいなくなった会社が困らな
いように、スタッフや関係者のみなさまに迷惑をおかけすることがないよう
に常に備えているわけです。

9周年を迎え、予期しないことに備えることの重要性をますます感じていま
す。

2009-01-16 10:55:04

なんと肋骨にヒビ、全治4週間、絶対安静（？）

新年早々の札幌出張で転倒し右脇を強打しました。痛いのですが、日常生活
に支障があるほどではありません。そのあと大阪出張もこなしたし、スポー
ツクラブで1時間以上ジョギングもしました。

ところが数日後からしだいに痛みが強くなり、さらに昨日の朝くしゃみをし
たことで激痛が走り、やむなく病院でレントゲン検査を受けました。診察室
で症状を説明すると、瞬時に「肋骨にヒビ」と診断されました。初めてのこ
とで、私の骨にヒビが入るなんて信じられない気持ちでした。

肋骨を上から一本ずつ左右にゆっくり触りながら「痛いですか？ ここはどう
ですか？」と医師の指が移動します。「だいじょうぶです。そこもだいじょ
うぶ」と答えながら、だんだん痛い骨に近づきます。

医師の指がその一点に到達した一瞬、息が出来ないほどの激痛。全治4週
間。「絶対安静が基本です」とは言いながら、「そんなこと出来ませんよ
ね、まあ無理をしないことです」といういい加減（？）な指示でした。

湿布薬をもらって会社に帰り、「全治4週間、絶対安静、肋骨にヒビだっ
て！」「ええー？」予想通りみんなビックリしてくれました。その瞬間から
すっかり患者になってしまい、歩く動作や話し方まで患者っぽくなった自分
がいました。

事実、咳やくしゃみ、また大笑いしたりすると激痛があるので出来ません。
咳などで痛むのは、「咳やくしゃみをする時に肺が大きくふくらむため、ヒ
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ビの入った箇所を押すような形になるため」とネットで調べました。

なんといっても「肋骨にヒビ、全治4週間、絶対安静」ですから、家族も少
しは優しくしてくれるかと思いましたが、それはありません。

だからというわけではありませんが、親しい方々へのメールには追伸として
「先日札幌出張があり雪と氷に滑って転倒し、わき腹を痛めてしまいまし
た。肋骨にヒビ、全治4週間、絶対安静だそうです」と書いて、優しい返事
を期待したりしています。

 2009-02-04 13:06:44

記憶に残る幼い日、小学校に香具師がやってきた 

週末2月1日に、愛媛県伊予市で「わくわくどきどき理科実験教室 in IYO」
を開催しました。このイベントは平成20年度地域科学技術理解増進活動推
進事業として、独立行政法人科学技術振興機構（JST）からの助成を受け
て、特定非営利活動法人エコテクみらい研究所が主催して開催したもので
す。

エコテクみらい研究所事務局長である私は、伊予市に前日入りしてコーディ
ネート役を務めました。実験教室のテーマは「身近なものの酸性アルカリ性
－紅イモホットケーキを焼こう！－」というもの。伊予市立北山崎小学校の
理科室を会場に、市内の小学生72人が参加しました。

小学校6年生のとき、学校に香具師がやってきました。45年前のことです。
教育とはあまり関連性のない香具師がなぜ学校に来たのかよくわかりません
が、全校児童が校庭で見学したことを覚えています。

出し物は刀の上を歩くというものと、催眠術をかけるというもの。はじめに
半紙を2枚4枚と重ねながら切って見せて切れ味を確認させた上、気合のも
とに固定した刃の上に素足で乗って見せました。おじさんの真剣な面持ちと
額の汗が強く印象に残りました。

次にアシスタント役に催眠術をかけます。またまた気合をかけるわけです
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が、気合とともにアシスタント役は眠ってしまったり気合とともに目覚めた
り、言いなりのしぐさをしたりします。目は夢遊病者のよう。みんな息を呑
んでその様子を見つめます。

と、ここで「だれか催眠術にかかってみたい人はいますか」と香具師のおじ
さん。出たがりの私はすかさず手を上げました。みんなに見られる立場に
なった私は、術にかかってやるかやらないか考えていました。

そして「よし絶対かからないぞ！」と言い聞かせました。「おじさんの目を
よく見るのだよ」とか何とか言いながら、よほど自信があるのでしょう。余
裕の表情ですが、気合とともにかけた催眠術は、強い決意の私にはかかりま
せん。

少しあせったおじさんは「おじさんの目をよ～く見ておくれ」と。それでも
かかりません。しきりに言い訳しながらも、あせったおじさんの狼狽する様
子が、子どもの目にわかりました。

3度目に私は意識的にかかってあげました。意識的だったかどうかはっきり
分りませんが、もう一度失敗したらおじさんは困るだろうなあということ
が、狼狽する目から理解できたからです。こまっちゃくれた私は、おじさん
の目に大人の生活を見てしまったのです。

理科実験教室と香具師の出し物を比較することには無理がありますが、日常
と違ったこうした体験は子どもの心にいつまでも残るもの。今回参加してく
れた伊予市の子どもたちの何人かは、東京から先生がやってきて、紅芋ホッ
トケーキを焼いたり、理科の実験をしたことを大人になっても覚えていてく
れるでしょう。

それがキッカケで理科系に進み、将来科学者になるかもしれません。子ども
の未来は無限です。子どもたちに無限の影響を与える仕事に責任を感じま
す。

催眠術余談。香具師が来てからしばらく私は学校中のヒーローになりまし
た。職員室の先生はじめ、下級生からもほんとうにかかったのか、どんな気
分だったかしきりに聞かれました。
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3回目については本当にかかったのか、かかったふりをしたのか記憶は定か
ではありませんが、私の心に「絶対かからないぞ！」という決意がなくなっ
ていたことは確かです。

2009-02-07 14:18:29

会社はつぶさないことが何より大事 

「会社は毎日つぶれている！」という本を読みました。著者は元日商岩井社
長の西村英俊氏。日商岩井が経営危機に陥っていた2002年に社長就任しま
すが、就任挨拶に行ったメインバンクで、「なんと酔狂な、あなたほんとう
に社長をやるの？」と言われたとか。

私にも似たような思い出があります。思えば同じ2002年のこと、創業間近
の苦しい時期、その後何かとお世話になる元電通のFさんから「媒体営業か
ら会社を興して成功した人はいない」と、手厳しく決め付けられたのです。

媒体営業とは出版社や放送局などの媒体社の営業担当のこと。私は雑誌出版
社の営業担当でしたが、喰うか喰われるかの広告代理店の営業マンからは、
甘やかされた存在と見えたのでしょう。事実そういう部分もありました。

西村さんもきっと「なにくそ！」と思ったはず、心中よく分ります。私もそ
う思いました。そしてその言葉の中に、自分が置かれた状況の厳しさを再認
識すると同時にFさんの優しさも感じました。

「会社は毎日つぶれている！」によると、ふつう社長は「良い会社にした
い」とか「会社を安定的に成長させたい」などと考えるが、これは間違って
いると言います。社長の心得としてまず「会社をつぶさない！」を第1条に
しなさいと言っています。

会社というのは毎日つぶれているし、いつつぶれてもおかしくないもの。
「起こったことのないことが万が一に起こる」常にそれを心に受け止め対処
法を考えている、それが社長であり、社長の醍醐味といいます。

巨大商社のトップにしてそこまで覚悟をする、ましてや小さな会社プラスエ
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ムの社長が365日「常在戦場」と心得ることは当たり前と深く納得しまし
た。

2009-02-20 07:26:32

出会いを求めて、東京商工会議所会員になります！ 

ビールの泡をイメージした、金色に輝く巨大なオブジェで有名なアサヒビー
ルのビルには、一度行ってみたいと思っていましたがようやく、その機会が
ありました。初対面のM先生と、22階の展望カフェ「スカイルーム」で待ち
合わせをしました。

たそがれ時の展望カフェ「スカイルーム」には、ビールやワインのグラスを
前に、暮れなずむ東京の下町を見下ろす人が数人。私はコーヒーを注文しま
した。22階からの雄大な眺めがしだいに夜景に変わっていきます。

17:30の約束を25分オーバーしてM先生が現れました。先生は遅参を詫び
ると同時にお話しを始めました。専門教科である社会科のこと、教育を取り
巻く情勢分析、ご自分の活動についてなどお話は多岐にわたりました。

今年はなるべくたくさんの方々と出会うことで、新鮮な情報を入手し仕事に
役立てていきたいと考えています。

「つるべ落としのよう」と表現される極端な景気後退の中で、会社を安定的
に守っていくためには、出来るだけたくさんの人と交流することが重要で
す。そのためのお金と時間を惜しむべきではないと考えます。それに人との
出会いには喜びや感動があります。

プラスエムは3月12日付を以って東京商工会議所の会員となります。入会の
目的は人との出会いです。会員の特典として「各種セミナーへの参加」とい
う項目がありました。

法律や人事、経理・人材育成などさまざまなセミナーが頻繁に開催されるよ
うですが、私が興味を持ったのはそうしたセミナーの一つとして「企業の、
教育への支援活動について」というセミナー開催を企画提案できないかとい
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うことです。

東京商工会議所主催のセミナーとし、僭越ながら私がお話をさせていただく
実施案です。担当者によると大いに歓迎とのことでしたので、さっそく提案
したいと思います。多くの人との出会いが期待できそうです。

2009-02-26 14:15:42

プライバシーマークの認証を受けました！

プラスエムは2009年2月26日付けで、宿願のプライバシーマーク使用の認
証を受けました。プライバシーマークとは、個人情報保護法に則り個人情報
保護に取り組むシステムを構築した事業者に付与される、財団法人日本情報
処理開発協会が発行する認証。

プライバシーマーク使用の認定があってもなくても個人情報保護に取り組む
のは当然の責務ですが、あるとないでは大違い。官公庁や大手企業からの受
注増大、他社との差別化による受注増大、対外的な信頼向上によるビジネス
チャンスの拡大、このようなすばらしいメリットがあるということ。

そのために「プラスエム個人情報保護マネージメントシステム」を構築し、
個人情報管理責任者Kスタッフを中心に、1年以上にわたり耐え難きを耐え
忍び難きをしのび、この日のために努力してきました。

消費したエネルギーや資金はプラスエムにしては巨額。でも、子どもたちの
教育に関わる業務に携わっている企業として、個人情報保護に真剣に取り組
んでいる企業としての認定を受けたことは重要です。

プラスエムは、子どもたちや先生方の個人情報を取り扱う機会が多数ありま
す。そのため、今後も関わりのあるみなさまの信頼にお応えできるよう、個
人情報保護には細心の注意を払ってまいります。

「プラスエム個人情報保護方針」については、プラスエムのホームページか
ら「プライバシーポリシー」をご覧ください。
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 2009-03-01 13:01:09

告白！ 情けなくも卑怯者の道を選んでしまった日

幼い日からのたくさんの思い出には、自分を奮い立たせてくれるような記憶
もあれば、逆に自信を失うような記憶もあります。

中学生のころの、忸怩たる思いをした記憶もそのひとつ。文化祭か何かの出
し物で、クラスで劇をやることになりました。ただ、劇については女子が言
い出したことで男子は基本反対。男子は男子で別な出し物を企画していまし
たが、男子女子とも総意ではなく、ようするに決まらない状態で暗礁に乗り
上げました。

このとき、私をキーマンと見た女子の中心メンバー数人が、私に協力を求め
てきたのです。「いっしょに劇をやろうよ、長岡君が賛成すればほかの男子
もきっと加わってくれるよ！」というわけです。

このままではいつまでたっても出し物が決まりません。彼女たちの考えに納
得した私は、「よし分った。男子が誰も出なくても俺は協力するよ！」と胸
をたたいたのです（お調子モノ）。少なくともあいつとこいつは、俺が言え
ば賛成するだろうと思える友人を何人か思い浮かべて、女子の前でええカッ
コしいをやってしまいました。

ところが、始め日和見が主流だった男子グループでは、いつの間にか「女の
中に入って劇なんかやってられるか！」という硬派の意見が圧倒的となって
いて、あいつやこいつでさえ珍しく逆らいます。強く言えばおびえるばか
り。

さて困った！このままでは男子から仲間はずれにされそうだし、かといって
一人女子に混じって劇をやる勇気はありません。しだいに及び腰になる私を
見て、女子からは「一人になっても協力するって言ったよね！」と脅迫的に
念を押されます。いよいよ困った。

45年後の今から思うと、あのときが私の人生の最初の挫折でした。情けな
くも私は卑怯者の道を選んでしまいました。前言を翻して女子を裏切ったの
です。その後しばらく女子からは総スカンを喰いました。
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当然の報いですが、それから45年思い出すたびに忸怩たる思いに苛まれ自
信喪失に陥ります。「俺ってその程度の男なんだよな」という、情けない思
いに取りつかれるのです。

プラスエムは今日3月1日から第10期の営業に入ります。第9期は順調な営
業成績を残せたものの、未曾有の世界同時不況が日本経済に甚大な影響を及
ぼしつつあるなか、プラスエムの第10期はまさに生き残りをかけた1年にな
ることが予想されます。

そうした厳しい局面において、ともすれば自信を失うような記憶ばかり思い
出しますが、私には自分を奮い立たせてくれる記憶もたくさんあります。武
者震いするような自信の中で、第10期のこの1年を力強く生き残る覚悟で
す。

 2009-03-06 18:59:16

「新鮮な魚を腹いっぱい食べたい！」という強烈な願望

プラスエムのサービスを求めている会社や学校は、日本全国にあるので頻繁
に出張の機会があります。スタッフに任せられるものもありますが、私自身
が出向く必要のあるものも多く、昨年はなんと60日（2ヶ月）くらい出張し
ていました。

ふつうの人の年間勤務日数は平均250日程度ですから、そのうちの60日と
なるとかなりの比重。しかし私の場合、勤務日数はほぼ365日ですから、
そのうちの60日などたかが知れています。それに週末が多く含まれますの
で、通常の業務にはさほど影響はありません。

出張の楽しみはなんといってもその土地のおいしい魚やお酒を味わうこと。
またなぜ週末が多く含まれるかというと、週末のイベント運営の出張という
ケースも多いのですが、それ以外にその土地の温泉を楽しむ時間を付け加え
るという、私なりの都合があるからです。

今週も京都と大阪の出張がありました。スケジュールがびっしりの出張で温
泉は無理でしたが、おいしいお酒や肴には出会えました。おいしいお酒や肴
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といっても高級料亭とか特別なお店に行くわけではありません。安くておい
しいお酒や肴が楽しめそうなお店を、鋭い勘で探し当てます。8割くらいは
当たります。

海なし県の群馬県に生まれ育った私は、新鮮な海の幸に特別なこだわりがあ
ります。もの心ついたころから塩イカ・塩シャケ・塩サンマ…、海産物は全
て「塩」がついたものしか食べさせてもらえませんでした。

お刺身を食べるのは年に数回の冠婚葬祭だけ。それも隣村に1軒だけの魚屋
（？）が出張してきて、変色したマグロの赤身をお刺身にしていきます。

幼少のころからのそうした食体験は「いつか新鮮な魚を腹いっぱい食べた
い」という強烈な願望になりました。その願望が私の人生を左右したと言え
なくもありません。20年も前の話ですが、大阪の料理屋さんでとても恥ず
かしい思いをしました。

「魚、魚、魚、おいしい魚をお腹いっぱい食べたい！」という強烈な願望に
取り付かれていた私は、ある出張でその強烈な願望をついに果たしたので
す。

この日のために用意した資金で、ふぐやヒラメなどの高級料理を次から次に
注文、「金に糸目をつけず（？）」食べまくりました。すっかり満足して帰
るとき、お店のマスターから「いっぱい召し上がっていただき、ありがとう
ございました」と頭を下げられたのです。

このひと言は効きました。今考えると、マスターは単にいっぱい食べて売上
に協力してくれたことを感謝しただけだったかもしれませんが、私には「ふ
ぐやヒラメなどの高級料理を腹いっぱい食べるなんて、なんと下品な客なん
だ！」と軽蔑されたと感じました。そうした卑屈な意識が私にあったので
しょう。

それで吹っ切れました。「新鮮な魚を腹いっぱい食べたい」という強烈な願望
はなくなり、おいしいお酒や魚は、ほどほどのお店で、ほどほどに食べるのが
一番、という楽しみに変わりました。来週の出張は福岡・小倉です。おいしい
お酒やお魚を、ほどほどのお店でほどほどに食べてきたいと思います。
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2009-03-15 08:44:04

プラスエムはESD（持続可能な発展的学習）教育を応援！  

息子が幼稚園に通っていたころのこと、壊れてしまった三輪車を前に、「直
してよ！」せがむ息子に、母親が「壊れて乗れないから、これは捨てて新し
いのを買おうね！」と言い聞かせている場面に出くわしました。

「もったいない」という意識が染み付いている私は「ばかやろう、直せばま
だ乗れる！持続可能な社会を構築するために、モノを大事にしなくてはダメ
だ！」と、妻を叱らなければならないところでしたが、返り討ちにあうこと
が分っていましたから出来ませんでした。

古くなって壊れかかっている三輪車をいつまでも乗り回していたら、ほかの
子からばかにされたり、何よりも息子の友だちのお母さんの目を意識して、
「壊れかかった三輪車はかっこ悪い」と思ったのでしょう。

「ESD教育（持続可能な発展的な学習）」という概念が、子どもたちの教育
の中に導入され始めています。持続可能な社会づくりの担い手を育てること
を目的に、2005年から10年間を「ESDの10年」とするもので、ユネスコ
が中心となって推進しています。

日本では「日本ユネスコ国内委員会」が主導して、ESD教育を積極的に推進
するユネスコ・スクール参加校を募集しています。しかし、むずかしい課題
もあり500校の目標に対して昨年10月の時点で、全国の小中高校を合わせ
てたった27校。

都内の小学校でいえば、私が親しくしている江東区立東雲小学校や、調布市
立布田小学校、新宿区立西戸山小学校の3校だけ。

しかし、プラスエムや教育新聞などがその重要性に注目し始めたことなどか
ら、教育現場に急速に認知が進み、数ヵ月後の今では100校近くに増えてい
ます。

プラスエムは今後も全面的にESD教育を応援していきます。持続可能な社会
づくりのためのESD教育の基本には、子どもたちが「自主的に考えてそれを



183

実践する力」を育むことがあります。

壊れかかった三輪車を直しなおし乗ることは「カッコイイ」ことであり、子
どもも大人も、それが常識の社会をつくることが重要と考えるからです。

先日、「日本持続発展教育推進フォーラム」のセミナーが開かれました。同
フォーラムの理事長の有馬朗人先生は、講演の中で「エネルギーや食料・水
の配分について、人類全体の問題として知恵を絞って解決すること」の重要
性を主張されました。

また、セミナーで事例発表をされた江東区立東雲小学校手島校長は、ESD教
育が教育現場の中で、まだまだ認識されていないことの問題点を強い口調で
訴えていましたが、これには私もまったく同じ認識を持っています。

しかし私はESD教育の普及に強い自信を持っています。手島校長のような
情熱を持った教育者が一人また一人と増えていって、やがて雪崩を打つよう
に、「ESD教育」に取り組んでいる社会や学校が当たり前という時代が必ず
来ます。壊れた三輪車を直しなおし乗ることは「カッコイイ」という時代と
ともに。

2009-03-22 15:52:28

神秘的なさくらが、日本列島をピンクに染めます！ 

東京では、昨年より1日早くさくらの開花が宣言されました。会社に近い越
前掘公園のさくらにまだ花びらは見えませんが、つぼみをいっぱいに膨らま
せて、われ先にと開く瞬間を待っているよう。さくらの開花には神秘的なエ
ネルギーを感じます。

遠藤周作は小説「深い河」のなかで、インドのバラナシを散策している登場
人物に「ヒンズー教徒は死体を焼いた場所に樹を植えるんです」と言わせま
す。ガンジス川のほとりでインド式火葬を観たあとの興奮のなかでの会話。

もう一人が言います。「日本だって桜の樹がそうです。吉野山のさくらはす
べて墓標の代わりだったし。死と植物は深い関係にあるんです」。全山がピ
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ンクに埋まる吉野山のさくらがすべて墓標だったとは知りませんでした。さ
くらに神秘的なエネルギーを感じるのは、そうした風景を思い浮かべるから
かもしれません。

「深い河」はこの春卒業する娘の卒業論文のテーマ。そのことは、少ない会
話の中からやっと引き出せた、娘とのコミュニケーションに役立つ貴重な情
報でした。「ウン、遠藤周作かぁ、お父さんもあの本を読んでインドにあこ
がれたんだよ」。といいつつも、高校時代に読んだ本の中身はうろ覚えでし
た。

あらためて読んでみて、高校生のころから30数年を過ごしてきた自分の人
生に思いを馳せました。高校生のころとはまったく別の小説を読んでいるよ
うでした。ちなみに娘は、昨年夏インドを旅して、ほんとうにバラナシまで
足を伸ばしました。

ところで、子どもたちのためにパナソニックがインターネット上に開設して
いる「キッズスクール」というサイトがあります。その中に、全国の子ども
たちに地元のサクラの開花の様子を写真で報告してもらう「さくマッププロ
ジェクト」という催しがあります。

「さくマッププロジェクト」では、47都道府県に配置した子ども特派員が
近くのさくらを撮影して投稿します。開花するとイラストの日本列島の地図
がピンクの花ビラで埋まっていくという仕組み。今、北に向かってピンクの
面積がどんどん大きくなっています。47都道府県に子ども特派員を配置し
たのはプラスエム。

2009-05-24 14:40:44

娘の引越しと、母の見舞いで900キロ走った週末

脳梗塞で母が入院して1週間が過ぎました。あわただしい1週間でした。
昨日は浜松まで往復600キロを走り、今日は群馬まで300キロを午前中
に往復。

この春就職した娘の任地が浜松市に決まり、昨日は引越しに駆り出されま
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した。取り込み中なので来なくてもいいと言われましたが、一人娘が一人
暮らしを始めるとあっては、父親として住む場所くらい確かめておかなけ
れば。JR浜松駅まん前にある比較的セキュリティーのしっかりしたマン
ションでした。

その日のうちに浜松から東京にとんぼ返り。少し眠って早朝、息子に運転
を手伝ってもらいながら、母が入院している群馬県富岡市の病院へ。意識
が戻っていることは姉からの連絡でわかっていたので、気持ちには余裕が
ありました。

先週月曜日の早朝5時過ぎ、私がいつものように出勤の支度をしていると
電話が鳴りました。連れ合いが電話に出ましたがなにやら深刻な対応。

電話の内容は「群馬に住む母が3時ごろ脳梗塞で救急搬送され、いまだに
意識不明」というものでした。

急遽出勤を取りやめ、群馬の病院に車を走らせました。車を運転しながら
私はポロポロこぼれる涙をぬぐうこともできませんでした。まだ死んだわ
けではないのになぜ涙があふれるのか、隣にいる連れ合いに説明するのも
億劫だったし、できれば気付かれたくなかったからです。

緊急入院したというのは5時の時点での情報。東村山市に住んでいる姉
も、横浜の兄も群馬に向かっている途中であり、その後の容態は不明。も
しかしたらすでに亡くなっているかもしれない、涙の理由はその不安でし
た。

親不孝のかたまりのような私は、56歳にもなっていまだに罰当たりを続
けています。スタッドレスタイヤを預かってもらっている関係上、年に2
回は群馬の実家に帰りますが、親を鬱陶しく思う私は会ってもろくに話も
しません。「元気で」のひとこともなく帰ってきてしまいます。

倒れる前日、出勤していた私の携帯に母から電話が入りました。数ヶ月ぶ
りのことで、ものすごく珍しいことでした。「何かあった？」と聞くと
「特にはない」と答えて「会社はだいじょうぶなのか？」と言います。
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何とかやっていると簡単に答えて電話を切りましたが、私のことを心配し
ての電話ということは明らか。何か胸騒ぎでもしたのでしょうか。

できの悪い末っ子のことが最後まで心配だったのだろうなあと思い、たま
らない気持ちになりました。そのことを考えるともう亡くなってしまった
ものと決め付け、今から駆けつけても手遅れとしだいに思い込んでいたの
です。

病院に着いたのは朝7時前。母はまだ生きていました。兄も姉もまだ到着
していなくて、父と親戚の人が見守っていました。死に顔を思わせるよう
に様変わりした母の寝顔を見ながら、またまた涙がこみ上げてきました。

意識は戻らないものの生きていてくれた、このことがほんとうにうれし
かった。やがて兄姉もそろい、主治医から病状についての説明を受けまし
た。主治医によると、意識が戻るかどうかはわからないが、とりあえず命
は取り留めたということ。

今日明日に病状が急変することはないということでしたので、その安心だ
け持って私はトンボ帰りで会社に向かいました。やりかけの仕事をそのま
まにしてきたわけで、応急処置も必要だったからです。

そして、緊急入院してから1週間後の母は、意識が戻って私であることも
わかったよう。覗き込む私の目をキョトンとして、無言で見ていました。
死に顔ではなく少し人間らしくなっていました。

面会時間は午後1時からということでしたが、病院に着いたのは朝7時。
警備室で「東京から駆けつけた！」と言えば何とかなると思って、その通
りにしました。

 2009-06-07 16:37:05

携帯電話が鳴ると「ドキッ」とする日々！

金沢と京都の出張というと、まず「いいなあ！」そして「それって、半分
遊びじゃないの？」と思われそうですが、決してそんなことはありませ
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ん。しっかり働いてきました。

金沢では教育委員会や小学校を訪問しての重要任務をこなし、京都では京
都駅から1歩も出ることなく、駅ビル内のホテルのロビーで大学の先生と
打合せ。あわただしく東京に戻りました。

入院している母は一旦意識が戻ったものの、2度目の脳梗塞を起こして以
来、結局意識が戻らないままです。意識が戻らないままの状態で安定しつ
つありますが、回復の見込みはなく病室でただ生きているばかり。

そして、いつ急変するかわかりませんので、出張に行っても羽を伸ばすと
いう気になりません。携帯電話が鳴ると『ドキッ』とします。

富岡市にある市立総合病院には3回行きました。最初に行ったときは悲壮
な心境でした。2度目は少し余裕がありました。3度目の今回はあきらめ
の境地でした。

これから何回訪れることになるかわかりませんが、信越自動車道の富岡イ
ンターを降りてその建物が見えてくると、「あの建物の中に母がいる、意
識がなくとも触れば温かい母が息をしている」と思える幸せ。おそらく亡
くなった後には、そのことが間違いなく幸せなことだったと思えるでしょ
う。

京都から東京に戻る新幹線が浜松を通過しました。引越し後の長女は元気
でやっているか、メールを送ってみました。「金沢・京都と出張で、いま
新幹線が浜松を通過するところです。その後元気でやっていますか？」

数時間経ってから返事が来ました。「一応いまのところ元気です。浜松に
は何もなくて困ります」すかさず、「市内地図を買って、半径20キロ以
内を自転車で走るとか、楽しい発見をしてください。うなぎもおいしそう
だし」とよくわからない返事をしました。待っていますがその後返事はあ
りません！
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2009-06-14 15:08:30

母は落ち着いたし、田んぼの稲も順調に生育　

姨捨（おばすて）の棚田に到着したのは土曜日の9：00過ぎ。朝の棚田
はとてもおだやかで、草刈り機であぜの草刈りをする人たちがちらほら見
える程度。広い棚田に響き渡るカエルの声が騒々しいほど。

2週間前、総勢11人で植えた苗は順調に育っていました。田植えは初め
てという人が大半だったこともあって、実は心配していました。プラスエ
ムの田んぼだけ、あっちにもこっちにも枯れた苗がプカプカしていたらど
うしよう！

しっかり植えないと、まれにそういうこともあるそうです。しかしほかの
田んぼと同じように、プラスエムの田んぼの苗もしっかり根付いて青さを
増していました。あぜを歩くと、さっきまで安心して鳴いていたカエルが
大慌てで、次々に田んぼに飛び込みます。

ほとんど必要なかったので田植えの補修作業は短時間で終わり、あとはし
ばらく棚田を散策。棚田の周辺には、杏やりんご畑が点在します。田植え
のとき親指の先程度だったりんごの実はゴルフボール大に成長。杏の実も
たわわに実っていました。

姨捨の棚田を訪れたのは、富岡市の病院にいる母を見舞うついででもあり
ました。病院最寄りの富岡インターは、東京と姨捨の棚田を結ぶ信越自動
車道のちょうど中間地点にあります。田んぼでの作業のあと、病院には昼
過ぎに着きました。

母はいびきと寝息の中間くらいの力強い呼吸を繰り返していました。心も
ち顔色もよくなったようで、おでこに手をやりましたが熱もありません。
かすかに目をあけて瞬きもします。ときどき目が合ってドキッとします
が、反射神経のなせる業で、意識はないと言うこと。

顔を近づけたら口臭がしました。歯も磨いていないのだから仕方ないと思
いながら少しうれしくなりました。生きている実感がしました。



189

兄も姉も今日は来ないので、誰もいない個室で夕方まで母を独り占め。思
いっきり居眠りをするぞ！とばかり折りたたみ椅子に腰を下ろしました
が、運転中あんなに眠かったのに寝付けません。

ときどき看護師さんが巡回に来て、血圧を測ったり体位を変えたり。若い
看護師さんのきびきび働く姿に感動。「話しかけてやってくださいね」と
看護師さん。この期に及んでそんなこと照れくさくて。

どんなにか間がもたないかと思われた病室での時間は、不思議なほどあっ
と言う間に過ぎていきます。姉からの電話によると、このまま3年、5年
も生きるケースもあるとか。そうなるとちょっと状況が変わってくる。も
うちょっと親不孝する時間もありそう。

そう思ったわけではありませんが、実は田んぼの作業のあと、しっかり近
くの温泉で汗を流してきたことは誰も知りません。体から微かに硫黄臭が
しますが母にはわからなかったでしょう？！

2009-06-29 08:06:55

50年前、私が通園した幼稚園は健在！　

1年の中間点である6月下旬は、プラスエムにとって多忙を極める時期で
もあります。子どもたちの夏休みまであと3週間、夏休みを意識した教育
イベントなどの案内は、この時期に発送する必要があるからです。

そうした作業に追われながら今週末も母を見舞いました。救急用の裏口か
ら勝手に病室に向かい、「面会謝絶」と表示された戸を開けると、そこに
母が一人寝ています。

見舞いといっても話ができるわけではなく、おでこを触ってみたりして生
きていることを確認するくらい。ときどきやってくる看護師さんは、「長
岡さん！息子さんが来たよ～、よかったね～」などと呼びかけて、私にも
「声をかけてやってくださいね～」などといいますが、できません。

折りたたみ椅子を出して、持ってきた仕事の資料に目を通したりして時
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間が過ぎます。病室は殺風景。壁に4つ切り大の風景写真が掛かっていま
す。冬の北海道？もしかしたら外国かもしれませんが、ポプラの大木と牧
場の建物が写っています。

白っぽい風景なのでずっと雪景色と思っていましたが、よく観るとポプラ
には葉があるし牧草が揺れているよう。朝陽なのか夕陽なのか建物の屋根
には日も当たっています。することがなくなるとこの写真を眺めます。や
がて、この写真は私の胸の中に焼きついてしまうことになりそう。

帰り道、懐かしい場所を通りました。そこは宝勝寺というお寺で私が通っ
た幼稚園。山門には「HOSHOJI　TEMPLE」の文字。車庫には黒い高級
車。「平成17年3月9日　中島秀一寄贈」と刻まれた新しい仁王像。一
瞬、訪ねたことを後悔しましたが、幼稚園として使われていた阿弥陀堂は
古いままで残っていました。

ビックリするほどの小ささ。50年間頭の中で思い描いていた建物は大き
な本堂でしたが、実際にはこじんまりした建物。中を覗いてみると、古い
畳の上に埃っぽい荷物が放り込まれていましたが、間違いなく幼児だった
私がいた空間です。

お昼寝の時間には、回廊に小さな布団を並べて寝た記憶があります。よく
風が通って涼しかったことと、起きるとおやつのおにぎりを食べたことを
覚えています。ゴマをまぶしたおにぎりで、とてもおいしかったことを昨
日の事のように思い出します。

この幼稚園で鮮烈に残っている思い出があります。母の思い出の原点かも
しれません。ある日、保育時間中に何かの用事でやってきた母が、自転車
に乗ってまさに帰ろうとする瞬間の姿を見かけました。私は大慌てで追い
かけて行って、自転車にすがって泣き出しました。

それをなだめる先生、なだめられている隙に母は自転車で走り去ります。
大泣きに泣いた私はなぜかパンをもらってかじっていました。そしてそれ
を見ていたいじめっ子が、げらげら笑いながら私をからかっているので
す。夢ではなく、こんな情景を50年間持ち続けてきました。
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自転車で母が走り去った田んぼ道は、今でもちゃんとありました。田んぼ
には植えたばかりの苗。私はその道を通って、ボケ始めた父がいる実家に
立ち寄ることにしました。

2009-07-06 11:13:55

プラスエムの田んぼで草刈り、小事件が　

プラスエムのオーナー田がある『姨捨（おばすて）の棚田』の草刈り作業
に行ってきました。5月30日の田植えから約1ヶ月、プラスエムの田んぼ
は順調に育っている苗の青さで盛り上がって見えるほど。

苗の成長に負けずとあぜの草も背を伸ばしています。『姨捨（おばすて）
の棚田』では草刈り機のエンジン音があちこちで聞こえていましたが、到
着が昼ごろだったのでまず腹ごしらえ。姨捨観光会館で本場のおそばを堪
能しました。

早めの腹ごしらえを済ませて田んぼに向かいましたが、田んぼは意外に静
か。地元の人たちが作業を中断して昼食のために自宅に帰っていたからで
す。このことがあとで大きな事件につながります。

農機具などが納められている『姪石苑』の手前には、市の観光課の宮下さ
んがいました。人のよさそうな宮下さんはニコニコ迎えてくれて、草刈り
機は3台しかないが空いていたら使ってよいと教えてくれました。

ところが、『姪石苑』には3台しかないはずの草刈り機があちこち10台
くらい転がっています。これは幸運とそのうちの1台を担いで田んぼに向
かいさっそく草刈りを始めました。

草の中に小石が隠れていたりして、作業はそれほど簡単ではありません。
それでも1時間くらいで田んぼの回りの草を刈り終えました。ところが、
ほかの田んぼと比べて刈り方がいかにも雑。トラ刈りみたい。

みっともないから一休みしてもう少しがんばろうかなと思った矢先、突然
わが田んぼに本物のお百姓のおじさんが来訪。「その草刈り機、どこから
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持ってきた？」笑顔のなかで目だけは笑っていません。

そのひと言ですばやく状況を把握。3台しかないはずの草刈り機が10台
くらい転がっていたことがそもそもおかしかったのです。とりあえずお詫
びをしてお返ししました。

お昼を食べて戻ったおじさんは自分の草刈り機がなくなっていることに気
づき、広い棚田のあちこち草刈り機を探して歩き回ったことでしょう。そ
してようやく突き止めたという顔でした。

「勝手に持ってきたのではないよ、宮下さんがいいといったよ、使用料
300円も置いてきたよ」いいわけもちゃんとしました。

それにしても主な作業はもう終わっちゃったし、返してもちっとも困りま
せん。トラ刈りは1週間もすればわからなくなるでしょう。次回は「my
　KAMA」持参でしっかりがんばればいいや、そんな気持ちで帰ってき
ました。次回はカカシを持っていかなけりゃ！

2009-07-16 08:04:46

母に報告したかった！なんと帝国ホテルでワイン　

14年前のことです。会社員だった頃、理科の自由研究作品募集の企画
で、得意先から審査委員長を福井謙一先生にお願いしてほしいという要望
が出されました。

『ええっ、福井謙一ってだれ？』聞いたことのある名前。しかしその頃の
私には、1981年にノーベル化学賞を受賞した科学者とは、まったく知り
ませんでした。

その福井謙一先生に京都の福井謙一記念研究センターでお目にかかったの
は、鴨川のさくらが満開の頃でした。ご高齢で体調を崩していた先生（2
年後に亡くなりました）は大概な仕事は引き受けないと聞いていました
が、意外にもその場で引き受けてくれました。
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私が子どもたちの理科離れを憂う熱弁を振るったことで、かわいいお孫さ
んに囲まれて生活していた先生が、痛く感動されたと秘書の方からあとで
お聞きしました。条件は京都から東京までの新幹線はグリーン車、宿泊は
帝国ホテルのスイートルーム（指定の部屋）というものでした。

帝国ホテルのスイートルームって高いのだろうな、もしかしたら1泊5万
円位するかも？そう思っていましたが後日請求書を見てビックリ！1泊
20万円。その瞬間から、私にとって帝国ホテルは一生縁のない場所と思
えたのです。

その帝国ホテルに昨夜堂々と足を踏み入れました。田舎者と思われないよ
う気をつけて、あごを引いて歩きました。ロビーの雰囲気は村上春樹の
『1Q84』に出てくる1場面の雰囲気そのままでした。

とてもきれいなお姉さんやそれほどでもない外人のおばさんなど、共通し
ているのは皆さんとてもお金が掛かっていそうな装いをしていること。

帝国ホテルには『東京モノ・トレンド工房』という集まりにお招きいただ
いたことで、足を踏み入れたのです。その集まりでプラスエムの紹介をさ
せていただきました。『学校・家庭・地域社会を結ぶプラスエムの取り組
み』これがテーマ。

つたない紹介ではありましたが、思うところを存分に話しました。有名企
業の第一線で活躍している方々ばかり30人ほどの集まりですが、参加者
のみなさまから実にたくさんの感想やご意見、質問をいただきました。特
に環境教育や食育・情報教育に関して、CSRなどの観点から学校への関
心の高さを感じました。

でもいちばんうれしかったのは、『帝国ホテルでおいしいワインを飲ん
だ』こと。これは絶対自慢できる！『俺、昨夜は帝国ホテルでワインを飲
んだ！』なんとほこらしい響き。母に報告したかった！
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2009-07-27 09:14:49

母を見舞った群馬での時間は、真夏の夢？

真夏の日々が続きますが、東京でもようやくミンミンゼミが鳴きはじめま
した。会社近くの越前掘公園の桜の木でも鳴いています。日曜日の閑散と
した茅場町かいわいは、セミの鳴き声がことのほか暑さを誘います。

そんな午後、母の見舞いのため群馬に向かいました。来週、再来週と出張
が続くため、しばらく顔を見ることが出来ないので、わずかな時間を利用
して新幹線でのお見舞い。

意識をなくして約2ヶ月、容態は安定しているため個室から4人部屋に移
されました。ほかの3人も同じような老人ばかり。隣の部屋も同じような
光景。ただ生きているばかりの人たちが、それぞれベッドに横たわってい
ます。

病室の母はときどき目を開けています。意識はないようでいながら、私が
呼びかけると目を向けてくれます。意識がないとはとても思えないほどで
すが、口からはやや大きめな寝息が聞こえるばかり。

目を向けてくれるとき、左手の指もしきりに動きますが、握ってもそれ以
上の反応はありません。ただ、突然腕を私のほうに持ち上げたときには
ビックリしました。単なる偶然だったのか、ときどきそういう動作をする
のか、次に先生に聞いてみたいと思います。

たった1時間ほどの病室での滞在でしたが、その間、ベッドの脇で母を眺
めていてその小ささに胸を衝かれました。
たわむれに母を背負いてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆまず（石川啄
木）
母を背負った感触を背中に感じました。

容態は安定しています。しかし、いつ何が起きても不思議ではありませ
ん。もうこれでお別れかもしれない！ そのことを考えると帰るタイミン
グが辛い。何度も何度も経験したし、これからもずっと経験するかもしれ
ない。別れは必ずやってきます。
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富岡駅から病院への道筋では、真夏の青空から痛いような日差しが降り注
いでいましたが、病院を出ると真っ黒な雲が上空を覆っていました。5分
ほどの距離を走って駅にたどり着いたとたん大粒の雨が降り出し、カミナ
リの音もにぎやかに辺りはたちまち豪雨にかすんでしまいました。

高崎駅から新幹線に乗り、熊谷を通過する頃には何事もなかったかのよう
に、上空は雲ひとつない青空。窓から見える空き地は乾ききって土埃が立
ちそう。母を見舞った病室の情景とあの豪雨が、真夏の夢の出来事だった
ような気がしました。

2009-08-11 07:43:39

早朝の地震、浜松の麻衣は無事でした！　

いつものように5時前に起床し、玄関ドアから新聞を取ってきてテレビの
スイッチを入れました。一人お茶を入れて、テレビの前に座り、台風情報
の画面をボヤッと眺めていました。ベランダ越しの外に雨は降っていない
よう。

そのとき突然テレビの画面に『緊急情報！』という文字。NHKのアナウ
ンサーが「緊急地震情報です。中部地方に大型地震が発生する可能性があ
ります。火の始末をして身の周りの安全を確認してください。大きな揺れ
まで時間の余裕はわずかです。…」

言い終わらないうちに体がぐらっと揺れました。続いてそのあと大きな揺
れがありましたが、ようやくその頃になって事態が飲み込めました。直前
とはいえ、地震の予知が出来たのです。「ようやくできたか！」こんな感
動を覚えました。しかし直前ではあまり意味ないか？

というより、画面で「静岡市震度5、西伊豆町震度6弱…」などと発表さ
れるにつれ、浜松に住んでいる娘の麻衣に思い至りました。さっそく携帯
に連絡しました。通じません。留守電に「おとうさんです。だいじょうぶ
ですか？落ち着いたら電話ください」

待っても電話は入りません。メールも送りました。「おとうさんです、だ
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いじょうぶですか？困っているようでしたら連絡もらえればすぐ駆けつけ
ます！」連絡をもらっても、すぐ駆けつけられるはずありませんが、勢い
で書いてしまいました。

5月に引越ししたとき持ち込んだ家具が、眠っている麻衣の上に倒れか
かっていないか、私が取り付けた照明の留め金がしっかり留まっていなく
て、衝撃で麻衣の上に落ちたりしていないか、いやな想像が頭をよぎりま
す。

6時近くなってようやくメールの返事が来ました。「たいしたことないか
ら全然だいじょうぶ」。すかさず「安心した！」と送りました。

麻衣のことでこんなに心配したのは、ヤツのインド旅行で連絡が取れな
くなった3日間（電波の届かない地域にいたことがあとで判明）以来でし
た。

2ヶ月ほど前の名古屋出張で、帰りの新幹線が浜松を通過するときのこ
と。新幹線の中から「出張で名古屋から帰るところ。今、新幹線が浜松を
通過しました。次の出張では麻衣の部屋に泊めてもらおうと考えていま
す」とメールしたことがありました。そのメールに返事はなく、思えば麻
衣へのメールはそれ以来でした。

 2009-08-14 07:31:38

高崎駅ゼロバンセンホームから母のいる病室へ

世間はお盆休みに入って、プラスエムは開店休業状態。めったに鳴らない
電話、それはそれで寂しいものです。そんな13日、ひさびさ母を見舞い
ました。3週間ぶり。

会社から東京駅までタクシー5分、東京駅から高崎駅まで新幹線で50
分。高崎駅からは上信電鉄で富岡駅に向かいます。上信電鉄は高校の通学
に利用していた電車。恥ずかしさと懐かしさ半々の「高崎駅ゼロ番線」が
発着ホーム。
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高校時代から、高崎駅を利用する同級生も『ゼロバンセン』なんて聞いた
ことないと、その存在すら信じようとしません。そのゼロ番線ホームは高
崎駅の盲腸みたいに、隅の隅に今でも存在していました。

人家や畑の脇をこするように、また田んぼの中を2両編成で悠々と走る姿
は昔のまま。乗客はまばら。私は富岡駅まで約40分の間、ドアのガラス
におでこをつけてずっと外の景色を眺めていました。

午後になるとたいてい湧き出す入道雲。遠くの山並み。うなぎ取りに夢中
になった鏑川。子どものころの記憶にあるものもたくさん残っています。
その中で苦い記憶もよみがえりました。

うだるような暑さの真夏の午後、道端の畑でトマトをかじっているみのる
少年がいました。小学校3,4年生くらい。畑はよその畑でありワルガキが
2,3人いっしょでしたが首謀者はみのる少年。

トマトは夏の日差しを浴びて熱いくらい。しかも果肉の先が少し赤くなっ
た程度なので、まったく甘みはなくトマトというよりきゅうりをかじって
いるようでした。

病室ではベッドの脇にだまって腰を下ろして、しばらく母の顔を眺めるこ
とになりますが、黙って顔を眺めている状態がなにか落ち着きません。

声をかけようにも、意識のない相手に向かって「元気か？」もヘンだし、
「だいじょうぶ？」といって、だいじょうぶなはずないし「どうして
た？」も「いい天気だ」もやっぱりヘン。

それでだまって眺めています。母のベッドの脇で、大きなアリが1匹かべ
をよじ登っています。垂直のかべを蛇行しながら上手に登ります。やがて
天井に到達しましたが、さすがに天井を這い回ることは出来ず、天井のヘ
リを横に這って行きました。

14：50分頃病室に着いて約1時間、母といっしょにいました。静かな時
間であり暇な時間でもありますが、今の私にとっては何ものにも代えがた
い特別な時間でした。
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2009-10-21 10:25:04

プラスエムの田んぼで収穫した米で収穫祭！

今朝、姨捨（長野県千曲市）のプラスエムの田んぼで収穫した米を食べま
した。光ったご飯粒は、いつも食べているご飯とひと味もふた味も違いま
した。

でも、やっぱり田植えや稲刈りをした仲間のみんなといっしょに食べた
い。そこで、近いうちに会社で手巻き寿司またはおにぎりパーティーを計
画したいと思います。

姨捨の田んぼで稲刈りが行われたのは9月26日のこと。稲を刈り取って
それをはざがけにして天日干し。参加した9人が心地よい汗を流した2時
間あまりの楽しい作業でした。

残念ながらそのあと10月12日に行われた脱穀作業には行けませんでし
た。地元の農家の人が代わりに作業を引き受けてくれ、プラスエムの田ん
ぼで収穫されたお米が無事送られてきたのは14日のこと。

ただしそれは玄米。食べるにはもうひと手間、精米作業があります。農家
で育った私には、兄といっしょにリヤカーで近所の精米所に米を運んだ記
憶があります。精米所では埃っぽい空間で大きなベルトがいくつも回って
いました。幼い頃の記憶。

葛飾区の住宅地にその精米所（自動精米機）はありました。30キロほど
のお米の袋は、腰を痛めている私には持ち上がりません。そのためいくつ
かの袋に小分けして車で持ち込みました。30キロ程度のお米の精米は、
100円硬貨6個、たった10分で終わりました。

ひと粒一粒のお米はプラスエムの財産。関わった人たち一人ひとりが喜ぶ
顔を思い浮かべながら、小袋に分ける作業も楽しい時間でした。

兄といっしょにリヤカーで近所の精米所に米を運んだ記憶、兄が引くリヤ
カーを押しながらでこぼこ道を歩いたであろう体験は、私の「原体験」の
ひとつでもあります。薄暗くて埃っぽい精米所の土間。大きなベルトがい
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くつも回っている光景。また家族総出の稲刈りの光景も大切な「原風景」
として記憶に残ります。

いま、「原体験」をテーマにした仕事が進んでいます。「原体験」とは
『意識に浮かぶ風景の中で、その人のものの考え方に大きな影響を及ぼし
た幼少時の体験』またはそれを思い起こさせるイメージとでも言えるで
しょうか。子どもたちにとって、とても大切な「原体験」に関わる仕事に
遣り甲斐を感じます。

幼少時の「原体験」をたくさん持っている私としての役割は、姨捨の棚田
での米作りを今年も継続することと思っています。

 2009-10-29 08:32:11

脳梗塞で倒れて以来、母は5ヶ月も生きてくれました

10月26日早朝、母が逝きました。5：40分ごろ、リビングで電話の呼
び出し音が鳴っているのを布団の中で聴いて、それと確信しました。

予感がしていたからです。ふだんならその時間は通勤電車の中ですが、た
またま前夜帰宅が遅くなり、起きられませんでした。

電話は横浜に住む兄からのもので、病院からの連絡で逝ったのは5時26
分とわかりました。看取ってあげることはできませんでしたが、すでに意
識がなくなって5ヶ月、本人には寂しいという意識もなかったわけで、そ
の点だけが慰めでした。

5ヶ月の入院の間、出来るだけ顔を出したいと思いそのようにしました。
時間があるときは車、そうでないときは新幹線を利用。新幹線を利用すれ
ば会社から往復5時間ほどで、群馬県富岡市にある病院に約1時間滞在す
ることが出来ました。

ものをいわず眠り続ける母と過ごす1時間。あっという間の1時間です
が、回数が重なるにつれて、病院に行きさえすればいつでも母に会える、
そんな安心感を持ち始めたところでした。10月23日午後、たまたま仕事
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の都合がついて新幹線で病室を訪ねました。

人工呼吸器をつけていました。意識はないのに薄目を開けてときどき瞬き
をします。たおやかな母親のまなざし、その目をなぜか「牛の目みたい」
と思いました。幼い日に実家で飼育していた牛の、優しさの中に悲しみを
たたえた瞳と似ていると感じました。

その目を見たときハッとしました。いよいよかもしれない！それは自分の
中で確信に近いものになり、1時間がたっても2時間がたっても病室を出
ることが出来ませんでした。あたりが暗くなった頃、ようやく病院を出ま
した。

病院の庭から上弦の月を見上げました。こんなに冴え冴えとした月を見た
のは初めてでした。振り返ると母のいる病室のブラインド越しに明りが見
えます。まだそこには温かい手をした母が確実に存在する、後ろ髪を引か
れる思いで駅に向かいました。涙がポロポロこぼれました。

これが母との別れでした。

私の中で母との別れはその日に済んでいました。だから26日に看取って
上げられなかったことに、それほど悔いはありませんでした。

5月11日に脳梗塞で倒れて以来、母は5ヶ月も生きてくれました。この
5ヶ月間は私にとってかけがえのない時間でした。

この時間のおかげで私は母の死を受け止めることが出来ました。そして命
日となった10月26日は、母が私を生んだ日でもありました。

戒名は『妙慶院温光智照大姉』。温の字は、温泉が好きだった母のため
に、兄が菩提寺の住職にお願いして入れていただいたもの。享年85歳。
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2009-10-31 07:36:45

通夜、告別式と母を送る儀式は淡々と進められました　

亡くなった10月26日、自宅の座敷に横たわる母と対面。顔の白布をめく
ると薄化粧をほどこされた母がいました。

苦しそうな呼吸からようやく解放され、穏やかな顔をしていました。いつ
も病室でしたようにおでこに手を当ててみると、もう温もりはありませ
ん。

『コスモスをかきわけ帰る生家かな』この日の読売俳壇に投稿されていた
句。実家の前の休耕畑には、この句のようにコスモスが一面に咲き乱れて
いました。

通夜、告別式と母を送る儀式は淡々と進められます。私も近親者としてそ
れなりの役割を与えられ、それをこなしているうちとうとう母の肉体が消
滅する瞬間がやってきました。

母の体を焼き尽くすのにどれほどの燃料が費やされたかは知りませんが、
2時間足らずの間にわずかな灰と骨だけになりました。そのうちの主だっ
た骨がもんじゃ焼きの鉄板のような台に取り分けられて乗っていました。

2人一組で、その骨をはしで骨壷に納めていきます。参列者全員がその作
業をしても、まだ大半の骨は残ったまま。その骨を係りの人が小型の塵取
りとはしですくいあげて骨壷に運びます。その動作は料理人による鉄板焼
のよう。その手元を見守る参列者。残ったわずかな灰も刷毛できれいに集
められ骨壷に納められました。

母の体はすっぽりと骨壷に納まってしまいました。病院で亡くなってから
骨壷に納まるまでわずか3日間。流れ作業のように運んだ作業に、私の気
持ちなど入り込む隙もありませんでした。

骨壷に納まった母は、2度と人の目に触れることはありません。導師は
85年の母の人生を『花』に例えてくれました。花は雨や風に耐えて美し
く咲きます。忍耐の徳、美の徳、無常の徳、この3つの徳で母も大きな花
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を咲かせたというのです。

母の死。人間がいつかは通らなければならない道を私も通過したというこ
と。息子が運転する帰りの車の中で、久しぶりにさまざまな話をしまし
た。話といっても一方的に私が話すだけですが、珍しく彼らがきちんと受
け止めていることはよくわかりました。これも母からの贈り物かも知れま
せん。

2009-12-02 17:15:10

プラスエムに「福」がてんこ盛りの熊手　

2009年もはや師走に入りました。毎年同じようなことを考えますが、も
う師走？という感じがします。カレンダーを11枚めくったことが信じら
れないほど。師走らしい行事は「酉の市」に出かけたこと。

今年も熊手を買ってきました。比較的大きいです。「福」をかき集めると
いうことで、いろんなものがついています。七福神、大判小判、お多福、
打出の小槌、紅白の梅、米俵、大入り袋、大福帳（左右に）、福達磨、
招き猫、注連縄、稲穂、的を射抜いた矢、そして真ん中に2010年の干支
「寅」将棋の駒。

「商売繁盛、家内安全」の札、裏には火の用心の札が貼ってあります。そ
してひときわ大きな「寿　株式会社プラスエム」の文字。「福」のてんこ
盛り。大事に会社に持ち帰りました。

プラスエムは来年創立10周年を迎えます。お金はないけど何か記念にな
ることが出来たらと考え続けてきました。そして思いついたのが3年間書
き綴った「プラスエム春夏秋冬」を本にすること。絶対に売れないと思う
ので無料にします。

そして、創立10周年を記念してというわけではありませんが、事務所を
移転することにしました。今の事務所はとても居心地がよく気に入ってい
るのですが、手狭です。唯一余裕があった私のスペースがどんどん削られ
て、すでに余裕がなくなりほかにつぶすスペースがなくなりました。
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引越しは2月を予定していますが、その準備も含め格別忙しい年の暮れ。
忙しいときこそ足を地につけてと自分に言い聞かせています。まだまだ気
の抜けない日々が続きます。

2009-12-31 16:48:49

結局大晦日も出勤、2010年の闘いに備えて　

大晦日の午後、今も会社にいます。2009年は、結局元旦から大晦日まで
出社してしまいました。年末に片付けてしまいたかったことを、たくさん
来年に持ち越します。それほど慌しい年末でした。見方を変えると幸せな
ことでもあります。

この一年を振り返ると、実に刺激に富んでいました。1月にはあばら骨に
ひびが入り、全治3ヶ月。プライバシーマークの使用認定を受けたのは2
月。そして4月には、東京商工会議所の会員になりました。

長野県千曲市の姨捨（おばすて）棚田のオーナーになり、田植え・稲刈り
作業に汗を流しました。新型インフルエンザの猛威には、小中学校の学級
閉鎖や学年閉鎖などにより、プラスエムの仕事も大きな影響を受けまし
た。

良いこともいやなこともてんこ盛り。差し引いて良いことのほうが多い年
でもありました。プライベートの生活では、娘の麻衣が晴れて社会人にな
り、私の負担が軽くなりました。母の死も受け入れなくてはならない現実
の出来事でした。

そして年越し。年明け1月18日には、創立10周年を迎えます。それを機
会に、このプラスエム春夏秋冬を単行本にします。年末年始の休みを利用
しての編集作業におおわらわ。また、2月6日に予定している、創立10周
年記念パネルディスカッションの準備も休み中の大きな仕事のひとつ。

慌しい中、あと数時間で2010年になります。大晦日の今日も、暗いうち
に出社してそして日が暮れました。日暮れの家路を辿り、2010年の闘い
に備えることにします。


