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会報 第8号発行                                       平成21（2009）年1月1日（木） 

                                 

 

      
理事長 長谷川昭次 

「支援という事」 

NPO 法人環境創世ネットワーク21 の1 月号をここにお届けいたします。 

私共 NPO 法人環境創世ネットワーク 21 は色々の活動をしていますけれども、その中でも支援活動のウエイ

トが大きいのです。県内各地の掃除に学ぶ会が開催される時、又は学校主催の掃除に学ぶ会が開催される時、

その運営の事やリーダーシップの事や金銭面の支援を行っているわけです。運営の事やリーダーシップの事は、

過去十数年間の千葉掃除に学ぶ会のノウハウから十分支援できるのですが、金銭面の支援は、会員各位の会費

としての浄財から行われるのです。この金銭的支援も含めて19 回に及んでいます。(別掲支援一覧表をご参照

ください)。そこで私共NPO 法人の会費(浄財)の事を次に掲げます。 
 

 

会  費 

(1)正会員(個人)①入会金   1,000円 

②会 費  年額 6,000円 

(2)賛助会員(法人) (入会金はありません) 

       ①法人の資本金が1千万円未満  会費年額12,000 円 

      ②法人の資本金が1千万円～5 千万円未満 会費年額 36,000円 

      ③法人の資本金が5千万円～1 億円未満  会費年額 72,000円 

      ④法人の資本金が1億円以上              会費年額 120,000 円 

 

 

 

 

日本企画(株)と言えば、裸一貫から今日の栄光(40 億)を築き上げたその物語が「かがり火」(7 月発行)によく掲

載されています。その物語を非常に興味深くご覧になられた方も居られると思いますが、ここにその主な所を

抜粋して見ます。 

 

 

 

 

年２回発行（1 月１日・7 月１日）   発行所 NPO 法人環境創世ネットワーク２１ 

  発行責任者 長谷川昭次  〒273-0005 船橋市本町６－２１－１６（日本企画㈱内） 

  編集担当者 石井 和美        TEL：047-426-0026 FAX：047-426-6071 

この会費の中で(2)の④法人の

資本金が１億円以上の所に日

本企画株式会社が居りまして

本年度も昨年度も一昨年度

も･･･該当の金額を拠出して

くれています。 
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【前書きより】 

本年の9 月27 日、千葉県船橋市にある日本企画株式会社は創立35 周年記念式典を開催する。社員数 

687 名、年商約40 億円の情報処理サービス業である。今回、なぜこの会社を取り上げたかといえば、兄弟の

絆が強く、裸一貫から今日の栄光を築き上げたからである。映画にでもなりそうな、サクセスストーリを紹介

する。 

 

日本企画株式会社船橋本社 

代表取締役社長 利 哲雄(とし てつお)                                    

設立:昭和49 年4 月2 日 

資本金 ３億２０００万円   従業員:687 名 

売上:平成19 年度 40 億0765 万円 平成18 年度 36 億1600 万円 

〒273-0005 千葉県船橋市本町6 丁目21 番16 号 

TEL:047-426-0026(代表) FAX:047-426-6071 

 

【第２章】兄弟愛で会社の基礎をつくった 
島を出た後の利家の物語は、二男の清二郎氏が主人公になる。清二郎氏だけが東京の日本特殊鋼で働き、ご

両親と残りの兄弟は大阪にアパートを借りて住んだ。「日本特殊鋼は会社更生法の適用をうけていた会社だった

のですが、大きな会社なので給料も良く、社員寮もあって安定していました。私は安全靴にヘルメットで、ク

レーンを操りながら鋼材を移動させたり、鋼材についたキズを磨くような仕事が担当でした。そんなに難しい

仕事ではありませんでしたが、先輩たちを見ていると将来に希望があるようには見えませんでしたね」 

 清二郎氏は、夜は電気通信大学の二部に通って勉強した。ワンステップでも上がろうという意欲があった。

哲雄氏に言わせると、清二郎氏は兄弟の中で一番頭が良かったという。「徳之島は、貧しいけれども教育には熱

心な土地でした。兄貴は中学も高校もベストスリーから落ちたことはなかったと思います。おやじも勉強ので

きる子には畑仕事を免除するという方針なので、私はぶつぶつ言いながらも兄貴の分まで仕事をさせられまし

たよ」と哲雄氏。  

日本特殊鋼に見切りをつけた清二郎さんは 44 年に退職、次なる職場を探すまでのつなぎとしてアルバイト

として入ったのが、竹橋にあったコンピューターの入力を請け負う会社だった。キーパンチャーと呼ばれる女

性社員がほとんどで、男性社員はいなかった。清二郎氏のまじめさと働きぶりが認められて、間もなく正式な

社員として採用された。そこで奥さんとめぐり合い、47 年に結婚、48 年には子供が生まれた。会社も順調で、

何の問題もなかった。 

ところが、人生の転機が訪れたのは 49 年だった。取引先が清二郎さんの人柄と能力に着目し、会社を立ち

上げないかと声が掛ったのである。会社を設立したらすぐにも仕事を発注するし、会社設立の資金も出すとい

うことだった。清二郎氏は熟慮の末、独立を決意した。この時にいちばん信頼できる右腕として応援を依頼し

たのは、高校を卒業後、大阪の小松製作所に就職していた三男の成彦氏だった。清二郎氏の要請に成彦さんは

直ちにはせ参じた。こうして設立されたのが、日本企画株式会社である。ちょうどコンピューター社会の胎動

期だったから、会社は順調に発展し、売上も伸びた。 

「コンピューターを導入した会社には、必ず入力業務が発性するのです。だから、コンピューターを入れた

会社にわが社が営業に行くと、大抵受注できたものです。」と清二郎氏。 

昭和 53 年には、やはり高校を卒業して印刷会社で働いていた四男の哲雄さんに召集が掛った。哲雄さんも

すぐに兄の元に走った。 

そして昭和 60 年には、コックを辞めて鉄鋼関係の会社で働いて長男の和則さんが招聘された。故郷を出て

から 18 年目に、利兄弟は東京に勢ぞろいしたことになる。もう一人いた。たった一人の妹の初美さんの場合

は、ご本人ではなくご主人が、大阪の大手企業を辞めて日本企画に入社した。

「社長(清二郎)は兄弟の絆を何よりも信頼しているんですね。あれほど貧乏を経験した兄弟ですから、多少の困

難でくじけることはないと思っていたのでしょう。しかし、我々は決して公私を混同することはなく、会社で 

はお互いをきちんと役職で呼んで、けじめをつけてきたつもりです 」と哲雄氏。 

 

以下、紙面の関係上省略いたしますが、お読みになりたい方は事務局までお問い合わせ下さい。 

※最後になりますが会員の方々で著しい業績の企業や個人的活動がございましたら、ご紹介く 

ださい。会報に掲載させて頂きたいと思います。
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平成20 年度月例会・支援一覧表            

                                NPO法人 環境創世ネットワーク21 

回数 NPO支援 開催月日 開催場所 実行委員長 世話人地区 参加人数

122  1月19日（土） 成田国際高等学校 長田正友校長 印旛 150人

123  2月24日（日） 白井市立大山口中学校 青山光男校長 印旛 182人

 支援23 2月28日（木） 旭市立琴田小学校 浅尾英夫 千葉中央 168人

 支援24 3月4日（火） 木更津市立祇園小学校 北川先生 上総 171人

 支援25 3月7日（金） 木更津市立請西小学校 相川先生 上総 181人

124  3月15日（土） 浦安市立入船中学校 藤岡利夫 京葉 172人

 支援26 3月22日（土） 東金市立増穂中学校   

企業20回 ボランティア 3月29日（土） 船橋市立船橋小学校 利 哲雄 日本企画 287人

 支援27 5月24日（土） 印旛栄町立北辺田小学校   

 支援28 6月28日（土） 富里市立日吉台小学校 鈴木正一 印旛 

 支援29 7月9日（水） 市原市立白金小学校 中村校長先生 上総 147人

 支援30 7月9日（水） 四街道千代田集会所 金山恒治 印旛 19人

 支援31 7月13日（日） 四街道千代田集会所 金山恒治 印旛 18人

 支援32 7月30日（水） 学童と合同大会 野老真理子 山武 53人

 支援33 9月10日（水） リーダー研修 野老真理子 山武 31人

 支援34 9月12日（金） 君津市立周西小学校 鮎澤耳鼻科院長 上総 115人

プレ大会 ボランティア 9月13日（土） 船橋市立塚田小学校 長谷川昭次 日本企画 185人

 支援35 9月21日（日） 松戸市第一中学校 小川 登 東葛 73人

企業 

第21回 

企業 

ボランティア 
9月27日（土） 

船橋市立葛飾小学校・中学校

（1000人大会） 
長谷川昭次 日本企画 720人

125  9月27日（土） 佐倉市立佐倉中学校 小野明子 印旛 51人

 支援36 10月6日（月） 君津市立秋元小学校 石井校長先生 上総 50人

 支援37 10月8日（水） リーダー研修 野老真理子 山武 35人

 支援38 10月16日（木） 習愛会あきつ園 大塩幸雄 京葉 24人

 支援39 10月22日（水） 富津市立吉野小学校 立山先生 上総 70人

 支援40 11月12日（水） 木更津市立請西小学校 相川先生 上総 132人

126  11月21日（金） 木更津市立請西小学校 相川先生 上総 32人

127  11月29日（土） 成田市立玉造小学校 佐藤耕一校長 印旛 40人

 支援41 12月21日(日) 成田国際高等学校 田口富一監督 印旛 68人

                  平成21 年度千葉掃除に学ぶ会実施予定 

1 月１６日（金）  成田国際高等学校   実行委員長  小野明子    印旛掃除に学ぶ会 
1 月17 日（土）  成田国際高等学校   実行委員長  小野明子    印旛掃除に学ぶ会   

1 月23 日（金）  栄町立布鎌小学校    実行委員長    宮下忠光校長  印旛掃除に学ぶ会  

2 月21 日（土）  浦安市立明海小学校  実行委員長  藤岡利雄    京葉掃除に学ぶ会             

2 月24 日（火）   富里私立七栄小学校  実行委員長    國本興一校長    印旛掃除に学ぶ会 

３月２８日（土）   船橋市立塚田小学校  実行委員長  竹山天生       日本企画（株） 
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              平成21 年度日本を美しくする会実施予定 

3 月14 日(土)～15 日(日) 小布施掃除に学ぶ会        7 月26 日(日)        広島・呉・芸備合同 

5 月16 日(土)～17 日(日) 台湾掃除に学ぶ会 台湾全国大会  8 月1 日(土)～2 日(日)  静岡掃除に学ぶ会 

5 月20 日(水)～25 日(月) ニューヨーク掃除に学ぶ会     10 月8 日(木)～12 日(月・祝)中国掃除に学ぶ会(北京) 

6 月  宮古島掃除に学ぶ会                          10/24 日(土)～25 日(日) 鹿児島掃除に学ぶ会 

           

「感動を与えられる」 
日本を美しくする会、各地掃除に学ぶ会に掃除の五徳というものがあります。それは次のようなもので、皆さん

よくご存知のものです。以下記して見ますと 

【なぜトイレ掃除か】 

1.謙虚な人になれる･･････どんなに才能があっても傲慢な人は、人を幸せにすることはできない。人間の第一条件      

              は、まず検挙であること。謙虚になるための確実で一番の近道が、トイレ掃除です。 

 

2.気がつく人になれる････世の中で成果をあげる人と、そうでない人の差は無駄があるかないか。無駄をなくする      

                         ためには、気づく人になることが大切。気づく人になることによって、無駄がなくなる。      

その気づきをもっともひきだしてくれるのが、トイレ掃除です。 

 

3.感動の心を育む ･･･････感動こそ人生。できれば人を感動させるような生き方をしたい。そのためには自分自身     

が感動しやすい人間になることが第一。人が人に感動するのは、その人が手と足と体を使

い、さらに身を低くして一所懸命取り組んでいる姿に感動する。特に、人のいやがるトイ

レ掃除は最良の実践です。 

 

4 感謝の心が芽生える････人は幸せだから感謝するのではない。感謝するから幸せになれる。その点トイレ掃除を  

                        していると小さなことにも感謝できる感受性豊かな人間になれます。 

 

5.心を磨く･････････････心を取り出して磨くわけにいかないので、目の前に見えるものを磨く。特に人がいやが        

るトイレをきれいにすると、心もうつくしくなる。人は、いつも見ているものに心も似て

きます。 

 

・この五徳の第3 項「感動の心を育む」は他の項と少し違うように思われます。各項が、あくまでも自分自身が、

トイレ掃除によって身に付き心に得られるものであるのに対し、この第３項は他人に対しても感動心を育むこ

とができると言っているのだと思われるのです。 

 ・会社の上司や経営者が、先頭立って掃除をし、それを続けようとする時、この事はとても重要な事だと思われ

ます。社員や部下に感動を与えられるように掃除が出来て始めて社員や部下が自然とついて来て、いつの間に

か行動を共にするのだと思うのです。 

 

  編集後記(あとがき) 

良いお年をお迎えの事と思います。本年もどうぞよろしく。 

昨今、鍵山相談役は言われます。 

『生徒さんたちの掃除の指導に行って、昼時ただで食事をご馳走になっては駄目ですよ。 

仮にそれが給食であっても。折角良い事をして、ただでご馳走になったのでは、 

それは棒引きですよ』と。 

私共NPO 法人環境創世ネットワーク21 では、当日のリーダー・サブリーダーさん方に 

金銭的助成をさせてもらっています。その助成金の中から、学校側へ食事代実費をぜひお 

支払いください。学校側のためにも（学校はお金を持っていない）。 

掃除に学ぶ会のためにも（学ぶ会という観点からも）。 


