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り こ

野老 真理子
さんに聞く

千葉県
大網白里市

東京都

アプレ・フクシマ︒東日本大震災後の社会のあるべき姿を模索する本誌にとって︑大きなヒント を

こ

くとすぐ冷たいお茶とクールネク
タイが出される︒冷やりとして実

年の企業である︒

％の節電を実現
ちに何が足りなかったんだろう﹂

先ず

％の節電をしました︒それ

頼らない社会を目指し︑１年間で

大里は東日本大震災以降︑原発に

初の年は３割削減した︒次の年に

の節電を担わないといけない︒最

ない所はあります︒誰かがその分

病院だとか警察だとか︑節電でき

と考え︑みんなで話し合いました︒

でも大飯原発は再稼働されてしま

と﹁交通整理に行く﹂と︒大きな
交差点でやったことのない交通整
理を︑それも見よう見まねで命が
けでしました︒五カ所でおよそ六

野老

震災の次の日︑まだ電車は
停まっています︒すると近所の人

野老

きてくれたんです︒そこでみんな

できるかもしれないと︑集まって

大里に行けば何か役に立つことが

がここに︵大里︶に集まってくだ

行動です︒なぜなら日頃活動して

でチラシを作って配り︑救援物資

さったのです︒その人たちは勤務

いる自分たちのエリア︑そこは自

︱︱大里の社員たちは︑なぜ誰の

分たちの場所︑自分たちの守るべ

を集めました︒大量の物資が集ま

指示も受けずにそのような行動が

きエリアという思いがあるのね︒

ってきて︑これを被災地に届けよ

先が東京ですから出勤できない︒

そこで目にしたのが信号機が止ま

うということになりました︒

もちろん︑みんな自発的な

ってしまって交通渋滞を起こして

日︑

最初に出発したのが３月

いのです︒

日々は解消していな

それからまだ有事の

るね﹂と話しました︒

﹁有事の日々が始ま

それを食べながら ︑

を していてくれて︑

女性たちが炊き出し

会社に帰ってくると

渋滞が落ち着いて︑

思いですね︒やっと

いといけない﹂との

うに﹁何とかしな

いる光景でした︒当たり前のよ

取れたのか︒

時間︒

東日本大震災
復興プロジェクト

は︑さらにその半分に︑つまり震

野老 真理子さん︵以下︑野老︶

角と丸 BX
1977年

今号の
表 紙

いました︒

30

与えてくれるひとりの女性経営者がいる︒大里綜合管理株式会社︵以下大里︶の野老 真理子さん︒大里は

り

に気持ちがいい︒このもてなしは
大里の社長 野老 真理子さんや社
員の方々が積み重ねてきた省エネ
実は大里では︑使用電気量を震

に対する﹁気づき﹂から生まれた︒
災前の ％にまでに減らしている︒

まりました︒それまでは１㌢単位
で進めていた作業を１㍉ずつ進め
ようと提案しました︒１㍉ならま
だ随分あるだろうということです︒
夏の対策︑冬の対策で改善項目は
100以上にのぼりました︒今年
％にまで減らそ

日︑その

止まりました︒わたしが社に戻っ
てくると︑みな蜘蛛の子を散らす
ように出ていっているんです︒わ
たしが﹁どこへゆくの？﹂と聞く

40

65

九十九里浜の中ほどにある大網白里市の不動産︑建設︑管理を営む従業員 人︑創業

と ころ ま

この大里がいまや全国的な注目

日に訪問させていた

を集めている︒社長の野老 真理子
さん︵ ︶にお話しをお聞きする
ため︑７月
だいた︒
社に着いて事務所には靴を脱い
で上がる︒が︑スリッパはない︒

％にまで減らそう

冷房は運転されていない︒席に着

災前に比べて
と提案しました︒
最初︑社員さんたちには︑その
目標の達成は難しそうだという空
気が漂っていました︒
そのとき﹁わたしたちの気持ち
はさらにそれを

︒

そのとき︑このあたりもす

日大里では

︱︱2011年の3月

うと挑戦しています︒

30

ごい揺れで︑道路の信号がすべて

野老

11

を分かってくれてありがとう﹂︒
手を挙げてそう言ったのは被災地
から大里に就職している女の子で
した︒向こうでは苦しんでいる人
たちがいっぱいいる︒その思いを
どれだけ共有できているのか︒わ
たしたちが忘れないでやっていこ
うとしていることに﹁ありがとう﹂
と言ってくれたんです︒
そうしたらオセロゲームのよう
に︑空気が全部ひっくり返って決

｜

30

被災地でゴミを片付ける。
復興プロジェクトの活動は130回におよび、
のべ参加人数は2430人。
義援金は1,370,318円に。

35

そこで﹁何でだろう︑わたした

今回のテーマはコミュニティ活
動です。
コミュニティビジネスの
第一人者で日本中の様々な組織
を研究されている細内 信孝先生
が「この人は本物です」
と紹介し
てくださったのが、
巻頭の野老社
長でした。
それ以来延べ88名に
およぶ三城グループの社員が、
野老社長のもとで研修させて頂
き、
現在150を超える店舗で地域
コミュニティに対する活動が行わ
れています。
社員が30人の小さな
企業ですが、
これからの時代の
先駆けとして大きな意味のある
企業だと思います。
各地区のぬう
びじょんくらぶでも様々なコミュ
ニティ活動を行っていただいてい
ますが、
我々のテーマである「ア
プレフクシマをどう生きるか？」
の手掛かりとして少しでも皆様の
ヒントになれば幸いです。
多根 幹雄

気づいているでしょうか︑
わたしたちは︒

野老 真理子さんに聞く

救援物資とボランティアを乗せて被災地へ出発する大里のマイクロバス。
土曜日の深夜23時に出発し、
現地で８〜 15時間活動し、
翌日の23時
に大里に帰ってくるというスケジュールを繰り返している。
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わたしたちは。
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35

野老 真理子さん
公衆トイレの掃除。
すべて素手で磨きあげる。
素手で行うことでわずかな汚れにも気づくことができる。

Tanet 通信

02
54

猪熊 弦一郎
（1902−93）
は、
1975年から冬の間をハワイで過
ごすようになります。
ハワイの温暖
な気候と太陽の光は、作品に鮮
やかな色彩をもたらしました。角と
丸をモチーフに、
線の動きや色
面の濃淡が印象的な作品となっ
ています。
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Neu Vision Club No.227

今も続いています︒

ムの始まりです︒

ロジェクト・チー

日本大震災復興プ

それが私どもの東

動いている人のもとには人や物が

ソメソしないで第一歩を踏み出し︑

分かったことはたったひとつ︒メ

れないんだろうとかです︒それで

ものが食べられて︑ここは食べら

のか︒何でここの人たちは暖かい

片付いて︑ここが片付いていない

思い掃除を選んだのです︒

く訓練﹂をしなければいけないと

いために︑わたしたちは︑
﹁気づ

二度とこのようなことを起こさな

になる前に気づくべきですよね︒

いろ考えられますが︑最悪の事態

つけておけば良かったとか︑いろ

後になって考えれば︑見張りを

に

分掃除をします︒さらに

分

ひととおり掃除をした後︑さら

集まってきている︒だから瓦礫も

震災が教えて
くれたこと
誰かのせいにして待ってるだけ

片付いちゃうんです︒
磨くとシミなんかが取れてさらに

震災がわた
の人のところへは何も動いてこな
綺麗になる︒

野老
したちに教えてく
い︒﹁来ない来ない﹂といってい

分前に綺麗だと思

れたことは︑いざ
っていたけれど実は汚れていたの
だと気づく︒

るだけ︒この違いです︒
一般的な掃除はそれまでも行っ

さを受け止めなけ

の反対側にある怖

まれています︒そ

て豊かな自然に恵

四方は海に囲まれ

割は緑に覆われ︑

と︑

野老
年前︑わたしどもの作業現

掃除についてお話しします

られたとか︒

る活動で︑そもそも掃除から始め

その中でも目立つのが掃除に関す

社会活動をされているようですが︑

︱︱今では250項目にもおよぶ

課題でした︒

ければならない︑それがわたしの

さないという仕組みを作り上げな

は︑そのようなことを二度と起こ

もう一度再生しようとしたときに

を落とすようなことをした会社が︑

るようにしました︒ひとさまの命

て︑業務の時間内にしっかりとや

﹁気づく﹂訓練| 掃除

となったら死んで
しまうということ
です︒

ればならないとい

ていました︒それからは業務とし

うことです︒
場で死亡事故を起こしたんです︒

日本は国土の8

30

列で見ています︒

からその後を時系

問しています︒だ

３０回被災地を訪

わたしたちは１

けがえのない命を私たちのせいで

者を即死させてしまいました︒か

す︒そこへ入ってきたバイクの若

つけてトラックで曳いていたんで

細い農道で︑切った木にロープを

さまや地域の方たちのお声にも気

ると社内のことだけでなく︑お客

﹁気づく﹂という訓練をしてい

の業務改善は今では千を数えます︒

ら気づいていく︒そのような社内

さまざまなことに掃除をしなが

しても︑自分で動こうとする人が
増えています︒

目の前にある課題をひとつひと

かった﹁気づかされる

数の都合で紹介できな

の中のせいにしたり︑政治のせい

問題点を人のせいにしたり︑世

のいろいろな活動︒会

フレキシブルに使って

育﹂や事務所や社屋を

﹂など︒改めて機会を見てご紹

ニ個人ビジネス﹁ナノビジネス

なくしてしまいました︒

なりますが︑これってやっぱり変

は大事なことですね︒社会活動に

何でここの瓦礫が

ですよね︒地域の中では︑家に帰
ればＰＴＡ同士ですし︑お互いに

地域にゴミが落ちているから︑
うことになる︒駅の構内やトイレ

まになる︒役割としてはあってい

とが得意な男たちとは︑
根本的な違いがあるよ

気づくという訓練をしてきて︑気

つ︑いろんな人と一緒にやろうよ

こと﹂がまだまだたく

社員が︑お客さまと社員という

にしたり︑行政のせいにしたりす

議のあり方やそのテー

介できればと考えている︒そのと
きには︑さらに進化を遂げた大里
をご覧いただけると確信している︒

年前に亡くなった
若者の命に対する慰霊の碑︒
会社の庭におかれている︒

︱︱野老さんは﹁物事を概念化し

いけれど︑人間ってこれだけの関

掃除する仲間ですよ︒それがこの

せいにすることは変だよねって気
係だけじゃない︒掃除の時に︑そ

の掃除も海岸の掃除も気づいて行

づくわけです︒気づいていろいろ
の仕事ぶりを受け止めてくれて︑

うに思われる︒
野老さんには﹁女性

事務所の中で会うと社員とお客さ

それに気づいてそれを取ろうとい

﹁お客さまは神様です﹂みたいに

事務所の片方で︑
一般のお客さまの前に座ってコンサートを聴く学童保育の子供たち︒
今日の指導
当番は野老社長
︵画面奥の白いシャツ姿︶
︒
このようにこの部屋は︑
大小のコンサートの会場︑
応接
スペース︑
会議スペース︑
事務所などと極めて融通のきく空間になっている︒
このようなスペースの
利用方法も
﹁気づきの訓練﹂
の結果だという︒

30

35

づくようになってきました︒

30

この若い母親は大里の社員。
この母親のお母さんも大里の社員。
この赤ちゃんは学童保育の間、
かたわらに寝かされていた。
右は野老社長。
この赤ちゃんが成長して３代続けての社員になることが期待されている。

うようになった︒気づいても人の

と取り組んできました︒それが数
信用して訪ねてきてくださる︒い

ならではの力﹂を感じ

概念論を振り回すこ

えると２５０項目の社会活動にな

ろんな出会い方をしてお客さんに

させられた︒そして︑
絶やさない明るい笑顔
とともに断固として目
強靱な意志をお持ちだ

づいたことはやろうとしてきたこ

と言いながらやってきました︒う

さ ん あ っ た ︒ 例 えば

管理株式会社には︑紙

とが︑業務改善から地域に広がっ

ちは一度始めると止めないので︑

年前に始めた﹁学童保

立場で会うのと︑一緒に道を掃除

る人がこの町では減ってきました︒

マの立て方︑社内のミ

17

ない﹂といわれた︒

ったということです︒

もなるということだと思います︒

地域の社会活動は
販促活動

物事を概念化しない
野老

とお見受けした︒

の前の問題に取り組む

野老 改まって﹁地域とは﹂って

念化するとどんどん遠くなってい

︱︱野老さんにとって地域とは︒
考えたことはないです︒地域を豊

くので︑物事を概念化しないと決

﹁地域とは﹂という風に概

かにしようなんてスローガンでや

めてやっています︒

野老さんと大里綜合

ってきたわけではない︒もともと

たというのが今の形です︒

増えるばかりです︒

地域活動と社員教育と販促はひ

する仲間としての会い方では違い

自分でやろうとする人が増えるの

とつのものです︒

ますよね︒お客さまと社員だと

20
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ＮＰＯ法人 ニューロクリアティブ研究会・セミナー

﹁創造する脳〜女性の直感が世界を変える﹂
７００点以上をとったトップクラ

ＮＰＯ法人ニューロクリアティブ研究会 事務局長 田村 雅則
なぐ脳梁膨大部が太く︑この左右
脳のバランスが女性の言語能力の
スの男女の比率は︑１９８３年で
赤ちゃんを斜面で這い這いさせ

数系全国統一テストがあります︒

１２００年前からより豊かな命を
高さを生み出します︒また︑誰か
対1︑２００５年で４対１とな
る際︑男の子の親御さんはできる

のうりょうぼうだいぶ

増やしていこうとする思考があり
の気持ちを考える共感性にすぐれ
り︑学力差は改善しています︒と
ことを信じますが︑女の子の親御

回セミナーは﹁世界中で︑

ません︒男社会の効率性や生産性
ています︒一方︑男性の脳は体系
ころが︑男子のスコアにバラツキ
さんは心配そうにみています︒生

第

にはないあり方のヒントは女性が
化や空間認知を得意とするといわ
があり︑上位に男子が多い︵下位
も男子が多い︶ことが︑女子は数
ェンダーラベルをつけているので

まれた時点から両親が無意識にジ

ジェンダーラベル︱︱

学が苦手という認識をつくってい
す︒

年の３年間はドルが

らサイクルは既に変わっており︑

％

上がり円安が進むというのは嘘︒

消費税を引き上げると︑株価が

きても不思議ではないのです︒要

の通貨危機かバブル崩壊がやって

２０１６年には金融資本主義最後

議長交代の市場洗礼を引き金に︑

３年間の株価に織り込むバブルが

い材料が出れば︑向こう何十年を

ドル高サイクルの終焉︑シェール

年は経済は順調に推移するものの︑

これらの要素から２０１３〜

動に役立つ空母建造案﹂など︑お二

ス構想や災害時のコミュニティ移

びつけた地域間連携セカンドハウ

脳科学導入案﹂﹁震災と内需を結

からも可能です︒

http://www.neurocreative.org/jp/

会員のお申込みは︑

あなたの創造性大募集︒

しました︒

彦理事長の宣誓でセミナーは閉幕

ひご参加ください﹂という多根 伸

す︒〝脳と創造性の謎解き〟に︑ぜ

えを反映できる会員制に変わりま

方通行的な活動から皆さんのお考

﹁ニューロクリアティブは︑一

かな議論へと融合していきました︒

らダボス会議とも思える創造性豊

人のまったく違う分野が︑さなが

いえるのではないでしょうか︒

ームづくりこそがこれからの鍵と

りの個性や多様性を生かし合うチ

いう二項対立ではなく︑一人ひと

れていません︒要は︑男性女性と

位と違う女性リーダー像が共有さ

す︒加えて︑今までの男性的な職

支援する環境差の方が大きいので

意な能力差はなく︑むしろ才能を

結論として︑平均的な男女に有

● 男女の違いを活かした社会へ︱︱

るらしいのです︒

値上げ︑加えてユーロＬＴＲＯ
︵長期資金供給オペ︶満期の波紋︑

２０１３〜

もし︑２０１５年に消費税が

は︑このような市場変動の原因を

アメリカＦＲＢ︵連邦準備制度︶

堅調に推移するという予測です︒

に上がれば︑日本の景気は腰折れ

読み解くシナリオで︑自分をどう
ことは過去

発生しやすいというわけです︒

ガスバブルの崩壊︑日本の消費税

ッションでは︑﹁初中等教育への

続くクリエイティブ・ディスカ

いでしょうか︒

どころか不況への突入は必至です︒

● シェールガス・
石油のバブル発生か ︱︱
月﹁２０２０年までにア

らかです︒

● これからのシナリオ
〜２０１６年は要注意 ︱︱

● 生まれてすぐ貼られる

知っているのではないでしょうか﹂
れています︒

アメリカにＳＡＴ︱Ｍという理

● 男女に能力差はあるのか︱︱

という︑多根 弘師発起人による開
催の言葉で始まりました︒女性の
の直感と思考がどう世界を変えて
いこうとするのか︑発生発達神経
科学︑国際金融学の全く異なる分
野の女性スペシャリストが望まし
い共創社会をめざします︒
最初に︑東北大学大学院医学系
研 究 科 ・ 教授 大 隅 典 子 先 生 に よ
る﹁創造性と想像性︱男女の違い
を活かした社会へ︱﹂ から︑変え
るヒントをご紹介しましょう︒

● 男女の脳に違いはあるのか︱︱
女性の脳は︑左右の脳半球をつ

次に︑金融コンサルタント・経
済評論家・大阪経済大学客員教授
の岩本 沙弓先生による﹁金融資本
主義の激動期をどう生きるか﹂か
ら︑変えるヒントをご紹介しまし
よう︒

● これからの
ドル・円の為替相場は ︱︱
まずは︑ドル・円の超長期のサ
イクルです︒１９７１年の変動相
場制導入以来︑ドルは３年間上が
ると 年間下がるというサイクル
が読み取れます︒２０１２年秋の

大隅 典子先生
岩本 沙弓先生

消費税引上げで財政再建できない

● アベノミクスの
最大リスクは消費税か ︱︱

東北大学大学院医学系研究科・教授
金融コンサルタント・経済評論家
大阪経済大学客員教授

守るかが今問われているのではな

ドル最安値と円最高値のあたりか

13

年の経緯からみて明

昨年

メリカは世界一の産油国になる﹂
というＩＥＡ︵国際エネルギー機
関︶の発表がアメリカの有力メデ

10
15

ィアから一斉配信されました︒い

20

15
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会場での様子（金沢工業大学 大学院 東京虎ノ門キャンパス）

奥出雲多根自然博物館の
スキフォクリニテス
副館長 菅田 康彦
風にたなびく髪のような海百合
（ウミユリ）
の一種で
す。
古代ギリシャ語の
「百合」
という意味のクリノイド
（Crinoid）
に由来する名前で、
おそらく初期の発見者
は花の化石？と思ったに違いありません。
これはれっき
とした動物で、
ウニやヒトデ･ナマコなどと同じ系統であ
る棘皮
（きょくひ）
動物の一種です。
触手のような腕を
使って微生物を捕らえて食べています。
スキフォクリニテスという学名は
「杯状の長い剛毛」
という意味のラテン語で、
この毛のような触手のある場
所が冠部
（かんぶ）
、
ここを支える柄の部分を茎部
（け
いぶ）
、
海底につかまって全体をささえる根部
（こんぶ）
に分けられます。
茎部は節のような茎板
（けいばん）
が
積み重なった形をしており、
死後はこれがばらばらにな
ることが多く、
見つかるウミユリの化石の大半は茎の
部分あるいは触手がばらばらになった化石です。
冠部
が明瞭に残っているものはあまりありません。
そんな中
でこのモロッコ産のスキフォクリニテスの標本は非常に
多くの個体の冠部が残っている保存の良いものであ
ることがわかります。
母岩の割れ口を見ると更に多くの
個体が積み重なっている様子がみられます。
産地で
はかなり広い範囲でこの様子が見られるようですので、
もともと群体として生息していたものが何らかの突発
的な事象
（事件）
が起こり、
大量死したものが急速に
折り重なるように埋積し、
そのまま大きな変動を受けず
に化石化したと考えられます。
ウミユリはかつては化石でしか知られておらず、
現
生ウミシダが近い仲間であるとされていましたが、
19世
紀に入って現生種がいることが明らかになったもので
「生きている化石」
の一つとして知られています。深海
底に生息しており、
以前は固定生活を行っていると思
われていましたが、
近年になって、
冠部を器用に使って
海底を移動していく様子が観察されており、
生態に関
しては詳細な検討が必要になってきています。

生きている化石
古生代シルル紀のウミユリ

標本全体の寸法
58㎝

厚み
㎝

7
38㎝
宍道 I.C

54

314

吉田掛合I.C

♨
海潮温泉

佐白温泉♨

432

奥出雲町

314

ＪＲ木次
線

（さくらおろち湖） 三成

至米子市

いずもやしろ
いずもみなり かめだけ

雲南吉田 I.C 尾原ダム

横田

183

奥出雲
おろちループ

高野 I.C

432

N

至三次

9

山陰自動車道

線
号

至三次市

きすき
25
ひの
ぼり

安来市

24

線
県道 号

54

車道
松江自動
三刀屋木次I.C

しんじ

至米子市

9

県道

至出雲市

松江市

三次東JCT・I.C

至広島

線 びんご
314
備
芸
183 おちあい
JR
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

冠部

至新見

公益財団法人

奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

佐白温泉

長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

年中無休 営業時間／ 6：00〜21：00
HP：http://www.chojyanoyu.jp

茎板
茎部

スキフォクリニテス
根部

古生代シルル紀

モロッコ産
4億4340万年前〜 4億1920万年前

8

世界の

リップの球根生産量を誇っていま
す︒そのため春になると︑万年雪
をいただいた標高3284㍍のマ
ウント・ベーカーとカスケード山
脈を背景に︑色とりどりのチュー
リップがどこまでも続く光景が見

︵約100㎞︶

北約

マイル

例でシアトルの

しの一つの成功

るような一大イベントのチューリ

小さな町で数千人の観光客が訪れ

が集まって努力した結果︑現在は

１９８４年にオランダ移民の人々

風土が似ているからということで︑

じの街です︒メイン通り沿いには︑

にあるドイツそのものといった感

商業的な街とは違って︑アメリカ

は︑日本のテーマパークのような

作った町なのです︒レベンワース

おこしのためにドイツそのものを

生まれ変わった町です︒まさに村

っています︒

年２百万人を超える観光客で賑わ

をそれぞれ楽しめる町なので︑毎

なる山間ののどかな町です︒四季

かりで︑歩いているだけで楽しく

わいいドイツ風の店構えのお店ば

に建ち並んでいます︒とってもか

ン屋さん︑ビアホールなどが両側

この施設が建てられました︒

付し︑車イスの成人を受け入れる

恵まれない人たちに﹂と敷地を寄

リンセス・マチルドが﹁ヌイイの

設︒ナポレオン3世のいとこ︑プ

ここは重度の身障者が暮らす施

す︒

ギフトショップ︑レストラン︑パ

身障者の外出を手伝う
﹁日曜日の仲間たち﹂
パリミキ フランス

日下部 聡美
日曜日の昼過
人のボラ

ンティアグループ﹁日曜日の仲間

当施設で活動する約
たち﹂は月に1回︑身障者の外出

ぎ︑やって来た
のはヌイイ市内
を手伝います︒身障者の中には家

の高級住宅地に
族と離ればなれで︑外出の機会す

川によって運ばれてきた栄養分の

す︒このスカジット・バレーには

崩落したことで話題となった町で

ット・リバーにかかっている橋が

町で︑つい2・3ヶ月前にスカジ

吸い込み笑顔がこぼれます︒彼ら

行くと︑外の空気を体いっぱいに

を目的としています︒施設の外へ

日常の外出を味わってもらうこと

映画館︑書店︑ピクニックなど︑

を彷彿させるような観光の町へと

住民をあげてドイツのバヴァリア

寂れかかった町を復興させようと︑

ます︒この町は︑１９６０年代に

レベンワースという街があげられ

カスケード山脈を超えたところに

その他には︑シアトルから東へ

もっとも重要な土地を村が入手で

人ほどに増加しました︒これで︑

従来の2000人ぐらいから５万

96㎢から

華西村になり︑面積は従来の0・

が︑周りの十六の小村を統合して

ーとは︑もう

手の動かせないアジア系のバレリ

リックや足下の文字パネルを示す

か︑きらきらした目を向けるパト

きません︒この日は体調がいいの

半分の人は言葉を発することがで

とりにあいさつをして回りますが︑

が1・5万元ありました︒しかし

管します︒

リスク引き当て金として企業が保

た工場長の取り分は持株に変えて︑

％は企業の蓄積に充てます︒ま

ら皆無に近い人もおり︑美術館や

おかげで肥沃な土地が広がり︑オ

は︑連れ出してくれる﹁日曜日の

きました︒華西村は独自の経営管

華西村の書記の呉仁宝が密かに金

ミン

明

年近い付き合いで

ランダに次いで世界第2のチュー

仲間たち﹂を信頼し︑楽しみに待

理策を執ります︒彼らは蓄積と配

か せいそん

いる華西村
チェン

パリミキ 中国

鄭
中国で︑誰も
が知っている金

㎢に拡大し︑人口は

国の鉄鋼政策に恵まれる

どになり︑今は全国一の栄誉が

多めです︒

積を多め︑現金を少なめ︑持株を

守り続けます︒配分を少なめ︑蓄

工場が3年後

具製作工場を興し︑

人の小さな

1961年当時︑華西村は借金

ヴェルサイユ宮殿へピクニック
運河のほとりでランチを

万元の売上を築き

個もあります︒華西村の村人は

毎月一人は ％の給料を受け取り︑

すべての村所属企業の従業員は︑

村の企業には無担保で︑総資産の

大量入手に便宜を与えられました︒
％は企業の流動資金に充

％まで銀行から融資を得られま

み︑１６００万円から１億６千万

まず︑呉仁宝と華西の村人たち

共に豊かになるために

台の乗用車があります︒

残りの

上げました︒華西村は社会資源の

24

円の資産を所有し︑家には1〜3

400〜600㎡の一戸建てに住

20

20

30

30

鉄鋼材料の売買で大儲け︑村の総

した︒村の企業が発展維持できた

収入の６割を占めました︒国が規

て︑年末に一度に支給します︒普

す︒請け負う企

制するたばこ産業にも︑華西村の

ポイントです︒工業化が進む中︑

業の利益目標を

企業が参入しています︒村は一銭

段︑ボーナスは給料の三倍︑ただ

超えた分につい

も投資せず﹁華西村﹂の名を使わ

華西村は国の政策に恵まれました︒

て︑2割は自治

たとえば鉄鋼工業︑価格二本化で︑

体に納め︑８割

せ︑年間約２０００万元の利益を

従業員に払わず︑持株資金として

は企業内で配分

得ました︒最近は﹁華西村に学べ﹂
から見学客が絶えず︑旅行業が村

します︒その分

の経済の一大柱になりました︒

という国のスローガンで中国各地
％は工場長に︑

配の仕分けは︑

企業へ支払い︑翌年から配当しま

（写真下）
華西村の門の様子

持ち村がありま
す︒他の村と︑
全く違った取り
組みで発展し続けている異色の村
を紹介します︒
華西村は﹁天下第一村﹂と言わ
れ︑蘇州︑上海など周辺都市から
車で約一時間の距離にあります︒
年代初期にも︑

40

30

60
％は管理職に︑
％は従業員に︑

30 30 10

年を経て︑華西村は大きく豊か

になりました︒

全国でいち早く﹁乗用車村﹂﹁カ
ラーテレビ村﹂﹁パソコン村﹂な

70

（写真上）
華西村風景

金持ち村といわれて

分をする場合︑次のような原則を

あ る Maison dʼ
Accueil Spécialisée (MAS) Princesse Mathilde Neuilly.一人ひ

フランス

﹁コミュニティと町づくり﹂
﹁チューリップ﹂と
﹁ドイツ﹂で
観光の町に
パリミキ アメリカ

マンシー 奈津代

にあるスカジット・バレーのオラ
ップ・フェスティバルが毎年開催

られます︒本国オランダと気候や

ンダ村があります︒ここは︑パリ
されています︒

20

地域の町おこ

ミキのカスケード店の近郊にある

チョコレート博物館を見学。
皆チョコレートが大好き

っています︒

63

10
2013.10.1 Neu Vision Club 秋号
2013.10.1 Neu Vision Club 秋号

11

90

ぬうびじょんくらぶ

※他にも各国より寄せられた原稿をwebサイトにて掲載しております。 http://i-nvc.jp

アメリカ

中国

40

本物の投資をする時代
さ わかみ あ つ と

年金が当てにならないと思って
年には人口が

は７億人だった︒それが２０５０

準の生活を享受している豊かな人

さわかみ投信株式会社 取締役会長 澤上 篤人

いる人？全員ですね︒じゃあその
億人︑豊かな人は

まま何もしないでいいの？ちなみ
と元本が倍になるのに３６００年
確かに生きている間にはいろんな

業の株を買って応援すればいい︒

かになりたい欲求を実現できる企

億人にもなる︒そんな人々の豊

の金融機関の経営が危なくなる︒

年金も︑銀行をはじめ︑ほとんど

落し︑債券をたっぷり持っている

い︒インフレが起これば債券は暴

フレはいつ発生してもおかしくな

大量の資金供給でマネタリーイン

お金をどんどん使えば︑新規の雇

使うようになる︒これらの分野で

Ｏ︑ボランティア︑起業にお金を

スポーツ︑芸術︑技術開発︑ＮＰ

人間豊かになれば文化︑教育︑

％とする

もかかってしまう︒アメリカには
ことが起こる︒第一︑第二次の二
ペイオフで１０００万円までは守
用を生む︒特に︑起業では計算づ

に預貯金で金利が0・

年間の運用利回りが年率で
つの大戦でそれぞれ２５００万人︑
られると言うけれど︑保証するは
くでないお金でないと︑まともな

わった？毎日お風呂に入っている

われたリーマンショックで何が変

わることは無い︒百年に一度と言

い︒そのうちにインフレで預貯金

預金の支払い制限が起こりかねな

ると預金封鎖やキプロスのように

できない︒実際︑銀行が危なくな

間預貯金５９１兆円をとても補償

長 期 投 資で豊かになって︑カッコ

したのは近所のおじさん︒本物の

必要︒アップルも最初にお金を出

クマネーの供給者が社会のために

事業はできない︒そういったリス

豊かになって
カッコ良くお金を使おう

７％というファンドがある︒仮に
７５００万人が亡くなった︒２回
ずの預金保険機構には現在資金

・

最初１万円投資したら７４２０万
の石油ショックで石油の値段が
プールがほとんどゼロ︒日本の民

し︑シャンプーも使う︒長い間に

本物の長期投資とは
投資において大事なのは﹁変わ
はいろんなことが起こるが別に慌
良くお金を使うファイナンシャル

らないトレンドにしっかり腰をお
の価値も暴落︒しかも金利は０・

アプリで治療法を調べた︒

③上腕二頭筋が切れた際︑健康

会員︑三城︑事務局で Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ぬうびじょんくらぶでも今後︑

Ｍ・Ａ さま
会報誌は少し硬い感じはしま
すが︑次の秋号が楽しみです︒
高松丸亀町商店街の記事は︑じ
っくりと読ませてもらいました︒
兵庫県 Ａ・Ｏ さま

兵庫県

徳島県上勝町の﹁ゼロ・ウェ
イスト﹂は︑無駄︑浪費︑ゴミ
をなくすという︒ゴミとして出
せば金がかかるが︑資源にすれ
ば金がかからない︒行政のあり
方を見習うべきだと思います︒

です︒

などのＳＮＳを活用していく予定

多根自然博物館にこのような
ものが展示してあるとは驚き︒
島根県 Ｎ・Ｆ さま

世界のコミュニティと住空間
は 国 の 違 い が よ く わ か り ま す︒
たいへん有意義な記事内容でし
た︒川柳もユニークで興味深い︒
兵庫県 Ｊ・Ｍ さま

読者の声

プリがあったので試した︒

④血圧の測定経過３ヵ月無料ア

塾から伺えました︒

助け合っている様子が市民

人と人で繋いで教えあい︑

した︒そうならないよう︑

と辞めてしまうと話されま

聞けない︒そして聞けない

できる人でないとなかなか

です︒高齢者は相手が信頼

必ず誰かに教えているそう

自分が教わったことは︑

教わったことは教える

大阪でのセミナーにて

︵株︶三城主催の

２０１３年６月

ていこう︒

インディペンデンスの段階に入っ

て安全︒

も大丈夫︒まったく預貯金と違っ

れているので信託銀行がつぶれて

信託銀行に信託財産として預から

02

成長記録を撮っている︒

日

パーセント︒一方︑ファンドは

ろ し ︑変 わ る ト レ ン ド を 先 取 り す
ンドは何か︒それは世界経済が長
期的にならしてみると︑年４％成
預貯金は安全だとみんな思って
いる︒しかし︑世界経済は構造的

を強くするために学ぼうと思いま

24

長しているということ︒どうして
どん増えている︒１９７０年では
なインフレ要因を抱えているし︑

か︒人口が増え︑豊かな人もどん
億人︑でも先進国水

世界人口は

年前からインターネット市民塾を開いて

アイパッド を 使 う
富山市では官民一体となり︑
いて︑中でも高齢者へのＩＣＴ︵インフォメーション＆コミュニケーショ
ン テクノロジー︶支援を行っています︒長寿高齢化が進む中︑高齢者が生
き生きと暮らせるインターネット社会の実現を目指しています︒その中で
は誰もが共に学び︑共に創る喜びを共有しています︒人間性の温もりを考
えられるような形にしていきたい︑そのようにお話された参加された皆さ

学ぼうとする気持ち

なりました︒

けてから︑みんなつぶやくように

んは︑年齢に関わらず︑自由にタブレットを使いこなしています︒

月に一度の交流会
市民塾では月に一度交流会が開
催され︑タブレットを使った1ヵ
す︒そして︑疑問点をサポーター

した︒特に︑東日本大震災発生以

人と人とのつながり︑結びつき

が指導し解決へ導きます︒サポー

来︑世の中が変わったと実感し︑

月の成果を皆さんの前で発表しま

ターは富山大学の学生さんで︑一

にするために︑エンドウ豆の

話に使う︒来年の栽培の参考

てコメントをつけ︑親子の会

②庭の花が咲いたら写真を撮っ

せる︒

えて帰ってくるお嬢さんに見

ッドで写真を写し︑仕事を終

①回覧板が回ってきたらアイパ

に活用しています︒

例えば︑アイパッドを次のよう

学ぶという意志が強くなりました︒

人

人ひとりについて丁寧に指導して
いました︒お互い顔見知りの

前後のグループで行っています︒

市民塾では︑新しいものに挑戦す
る高齢者になりたい︑元気のない
高齢者といわれたくないという気
持ちが溢れるようでした︒
﹁つぶやき﹂という独自のコミ
ュニケーションツールを使ってい
ます︒最初は見る人ばかりでした
が︑﹁拍手﹂というアイコンを付

サポーターとの様子

預貯金よりもずっと
安全な投信︵ファンド︶

てることはない︒

ンドやコドモファンド︒

１９３３年から２００７年まで

円に︒これが複利の効果︒これを
倍に跳ね上がった︒でも長い目で

1947年3月28日生まれ 愛知県出身
70年から74年までスイス・キャピタル・イン
ターナショナルにてアナリスト兼アドバイザー。
その後、
80年から96年までピクテ・ジャパン
代表を務める。
96年にさわかみ投資顧問を
設立し、
99年には日本初の独立系投資信託
会社であるさわかみ投信を設立。
「さわかみ
ファンド」
１本のみの運用で、
純資産は3,000
億円、
顧客数は11万人を超え、
日本における
長期運用のパイオニアとして熱い支持を集め
ている。
販売会社を介さない直販にこだわり、
長期保有株の本格派投信
「さわかみファンド」
を通じて、
投資を通じて未来をつくるという独
自の長期投資を提案している。

る﹂こと︒じゃあ変わらないトレ

30

■澤上 篤人 氏

みれば自分たちの生活は大きく変

93

やろうというのが︑さわかみファ

02
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ぬうびじょんくらぶ

※紙面の関係上、一部しかご紹介できませんが、全文は webサイトにてご覧になれます。 http://i-nvc.jp
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川柳

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

入選

利市

今だから話してみたい片思い
奈良市 北野

勝也

寄せ書きに並べて書いた片思い
神戸市 久世

遠くから眺めただけの片思い
岡山市 森本まさみ

土田

勝亮

甘酸っぱい香りが残る片思い
伊勢崎市

神原

照男

掛 違 い一つ あ ま っ た 恋 釦
伊勢崎市

節子

五十 年 高 倉 健 に 片 思い
姫路市 桑名

幸子

愛の歌そっと伝 える片 思い
岡山市 皿井

鹿野久美子

にきびさえ何やら嬉し片思い
美濃加茂市

幹雄

秀一

片思い告白できぬもどかしさ
深谷市 久保

片思い時を刻んで今は喜寿
備前市 谷口よしこ

岡山市 永見

心咲

貝あわせ何度出しても棄てられる

星野幸次郎

愛しても好きが云えない情けなさ
伊勢崎市

方巳

今一つ勇 気 がな くて片 想い
岡山市 大沢

民子

片思いときめく心もてあまし
三次市 末本

武

片思いこがれる胸を誰が知る
境港市 田口

香

片思い彼に届けと祈る日々
千歳市 有
※添削の上︑入選をした句も数句含まれています︒

■投稿要領について

﹃本 音﹄

次回宿題
ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒︵ペンネーム可︶

8048

宛

138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒
︻締め切り︼ 月
︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2
姫路市飾磨区三宅 1
NVC本部事務局

※ご意見・ご感想は「読者の声」コーナーにて掲載する場合があります。

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2013年11月15日

宿題﹃片思い﹄

寿子

律子

じれったい鈍い男に片 思い
姫路市 宮本

秀夫

好きだからずっとひとりでいて欲しい
狛江市 山田

あの人の心の中 を覗きたい
松江市 加納亀太郎

憧れでいつも終わった片思い
岡山市 新田すすむ

藤生

片思い今はメールで突き破る
伊勢崎市

孝

アルバムの中で寝ている片思い
帯広市 圓尾

（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙へのご意見ご感想を入力しご応募ください。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入ください。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

-

発売を前に︑川島教授と古山先生をお招き
し︑東京と姫路にて﹁麗美人発表会＆講演会﹂
が行われました︒

-

お客さまに自信を持ってお薦めできるよう
に社員のみなさまも真剣に耳を傾け︑質問を
投げかけ︑一つ一つ丁寧に答えていただいた
ことに信頼できるドクターとの繋がりが持て
ました︒感動のサービス︑感動の商品でお客
さまに喜んでいただける自信がついたひとと
きでした︒
十月末に発売を予定しております︒
どうぞみなさまメガネの三城・パリミキの店
頭にてご自身のお手に取って実感してみてく
ださい︒きっとその良さを感じ取っていただ
けることと思います︒
お肌に明るさと輝き︑ハリや透明感に満ち
た年齢を感じさせない美肌を目指してまいり
ましょう！

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://i-nvc.jp

三光

伊藤

︻天 ︼
片思い
今も心に
棲むほたる
岡山市

﹇評﹈遠い遠い可憐な少女時代︑作者をと
りこにした初恋︒言葉を交わしたこ
ともなかったが︑未だに作者の胸の
中でやさしく輝く蛍のように棲みつ
く彼を忘れられない︒

節子

長谷川さつ子

︻地 ︼海峡の
波に捨てたい
片思い
松江市

萩原

会報NeuVisionClubの表紙を飾っていただいている、猪熊 弦一郎さんの絵のTシャツ
です。大小30のいろんな顔が描かれているアートな仕様となっています。
（男女兼用 Mサイズ/日本製/綿100％）

イーフェイス代表
伊豫 亜嬉子

会場内風景

ぬうびじょんくらぶ

応募方法 下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
10

古山先生

いつまでも綺麗でいたい！

麗人花

﹁Neu V ision Club﹂は年4回︵1月・4月・7月・ 月︶に発行しております︒
定期購読のご案内 確実に毎号手に入れたいという読者の皆さまには︑定期購読をお勧めいたします︒
320円分の切手と郵便番号・住所・氏名・電話番号をご記入の上︑
左記までお送りください︒
お申込みは4回分のみになります
購読開始は現在発刊中の号の次の号からになります
お一人で複数冊はお申し込みいただけません
発送先は国内のみに限らせていただいております
発刊日にメール便で発送します
〒672 8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138 ＮＶＣ事務局 ﹁定期購読﹂係

-

15
-

『猪熊 弦一郎さんの絵のTシャツ』
を
5 名様にプレゼント！
【読者プレゼント】
川島教授

倉敷市

麗美人

11

昔から﹁色の白いは七難隠す﹂という諺があ
るように︑美しく白い肌は女性の憧れです︒
そして︑いつまでも美しくありたいと願う女性
にとって欠かすことができないのが毎日のお肌
のエイジングケアです︒
お客さまの声にお応
えし︑三城オリジナル
美容ケア商品として夢
美草シリーズ・麗人花
シリーズを開発し︑み
なさまにご好評をいた
だいてまいりました︒

夢美草

そしてこの度︑さらに沢山のお客さまに求め
られる美白シリーズの開発を︑東京女子医科大
学皮膚科の川島教
授監修のもと︑自
由が丘クリニック
理事長︑古山先生
とのコラボ開発で
〝麗美人〟を発売
することができる
ようになりました︒
麗美人

︻人 ︼片思い
一番星の
ような君

新商品

下記ホームページにて公開いたしております。
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兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-

TEL︵079︶224・5700︵代表︶

