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会報 第9 号発行                                     平成21（2009）年7 月1 日（水） 

 

理事長 長谷川昭次 

“新しき佳き名称で” 

NPO 法人「千葉を美しくする会」、これが新たに

認証された私共の会の名称になります。この名称は、

その活動内容や目的を良く表しており、なじみ易い

と、なかなか評判なのです。 

この名称になりましたのは偶然ではなく、そこに

は歴史があるのです。それは、平成11 年、NPO

法人「日本を美しくする会ネットワーク」で発足し

たのでした。その頃NPO 法人という制度そのもの

を理解している者は極く少い数でした。又全国組織

の日本を美しくする会・各地掃除に学ぶ会から見れ

ば、NPO 法人等という物は全く関係ない物のよう

に受け取られていた事でした。 

このような時に千葉は、全国に先駆けてNPO 法

人を設立したわけです。設立しましたら次の日から

すかさず、全国や本部関係者からクレームが付き、

バッシングもされてしまいました。許せない!  けし

からん!! 等と。止むを得ず、この名前は取り下げる

事に致しました。そのままにして置くわけにはいか

ないので、関係者で協議し熟考した結果、つけられ

た名前が「環境創世ネットワーク21」でした。こ

の名前で長い間活動を続けておりました。 

 数年前、「日本を美しくする会」の本部の方で、

NPO 法人設立の機運が高まってきました。設立に

当たっては千葉のNPO法人環境創世ネットワーク

21 の活動や資料が役立てられて行ったのでした。

これに続いて台湾でも、台湾のNPO 法人を設立し

て行きました。その成果は十分に発揮されておりま

す。 

 こうして本部NPO法人日本を美しくする会が設

立され、軌道にのったのを目の当たりにして、千葉

も千葉を美しくする会という名前にして、より連携

を図られるようにしたらどうか、と考えたのでした。

その事で本部に打診しましたら、異存は無い、かえ

って好都合との事、そこで早速協議をし、総会に掛

けまして、NPO 法人「千葉を美しくする会」とい

う名前になったのでございます。 

この新しき佳き名称で千葉の東葛、京葉、千葉中

央、上総、山武、印旛6 地区と日本企画の掃除に学

ぶ会を大いに支援して行こうと思います。そして社

会や世の中を少しでも良くして行きたいものだと

思います。皆様がたの更なるご支援、ご協力を切に

お願いする次第でございます。 

 

 

      

 

 

                               改め 
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リーダーシップへの助言も 

新しい名称が認証されたのを機に協賛及び助成金申請の様式を改めたいと思います。（3 ページ参照）今まで

掃除に学ぶ会と、学校主催の場合とが似た様式で粉らわしかったので別々の２枚の様式にしようと思います。 

 これらは助成金申請書が主になるものですが、リーダー・サブリーダーへの助言、助成も忘れてはならない

ものだと思います。 

 その意味で、次に掲載します小野明子さんの記録は、リーダー・サブリーダーの資質の向上にとても参考に

なるものだと思います。文中棒線の「班のM さんが今までで、一番感動したと言ってくれて気持ちが良かった」

とありますように、リーダーの高い資質の向上その物が大切なのだと感じます。ちなみにこの時小野さんは、 

１１０回目のリーダー・サブリーダーの経験で、毎回のようにその準備と反省をしているとの事。 

 

 

平成１９年１２月９日（日）                         印旛掃除に学ぶ会 

杉並区立沓掛小学校に於いて                       代表世話人 小野明子 

 

いつもの笑顔で迎えられた。６班で１２人だった。

私はリーダー・サブリーダーを務めて今日が110

回目。 

自分の班にいつもの大木さんがいた。彼女にアドバ

イスを頂きながら、事前に清掃現場を見に行く。課

題は?便器はあまり汚れていない。床の汚れが気に

なる。床磨きは大事にしよう。サブリーダーは佐々

木進さん。開会式後の流れと役割分担を相談しなが

ら現場2 回目点検。意見を聞き、二人で修正しなが

ら検討。場に応じて変えることにして。前回の失敗

を話して気遣うことにした。 

① ミーティング 

② 道具並べ（初回の人は見ている） 

③ 道具だし・天井と床・蛍光灯掃除・学校の道具

掃除・換気扇外し 

④ 道具説明 

⑤ 実演・分担場所決める 

⑥ 便器60 分、金具、壁、床 

⑦ ホースで水掛け 

⑧ 道具洗い              

⑨ ふきあげ   

⑩ からぶき 

⑪ ペーパー折 

⑫ 学校の道具入れ・反省。感想 

道具の説明のしかたが良いと初めて実行委員

長に褒められた。班のM さんが今までで一番感

動したと言ってくれて気持ちが良かった。改善

点はきちんと見回ること。換気扇の中とドアの

汚れが取れなかったのは残念。分担された大木

さんが忘れていたと言ったがリーダーとして

見落としていた。気配りが足りない。何回やっ

ても落ちがある。まだまだ修業中の身である。

次回は印旛の国際高校だ。今年度の集大成とし

てリーダーシップを発揮し、歴史に残る会にし

たい。野球部の思いに応えたい。
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※実物はA4 の大きさに        協賛及び助成金申請書 

（掃除に学ぶ会の場合）       年  月  日 

NPO法人 

千葉を美しくする会 

理事長 長谷川昭次 様                       申請者                 掃除に学ぶ会 

                                  氏名                       印 

 TEL 

                                   送金先 

 

下記行事を実施しましたので、別添資料を添えて、貴法人のご協賛及び助成金の申請をいたします。尚、下記の物を

資料として添えます。 

1.掃除に学ぶ会の場合 

 ◎栞 ※ 協賛NPO 法人「千葉を美しくする会」が表紙に。掃除の五徳と思い入れと班編成と配置図と歌詞 

   ◎会計報告(反省会の時の物 )。 

 

尚、助成金申請書は次の通りです (      や〔   〕(   )に数字を入れてください) 

 ■ 希望助成金額        円            
            

     1.掃除に学ぶ会の場合 

・児童生徒の参加人数 (   )  ×(   )=〔    〕 

                                                                                円  

・児童生徒の参加人数 (   )  ×(   )=〔    〕 

 

  月  日        学校     実行委員長           印 

 

 

 

※実物はA4 の大きさに        協賛及び助成金申請書 

（学校主催の場合）                年  月  日 

NPO法人 

千葉を美しくする会 

理事長 長谷川昭次 様                        申請者                  掃除に学ぶ会    

氏名                        印 

TEL 

送金先 

                                   

下記行事を実施しましたので、別添資料を添えて、貴法人のご協賛及び助成金の申請をいたします。 下記の物を資

料として添えます。 

Ⅰ.学校主催の場合 

 ◎栞を添える  ①. 協賛NPO 法人千葉を美しくする会が表紙に。 

         ②. 学校側の清掃学習会に対する思い入れが次に。 

         ③. リーダー、サブリーダー名と児童生徒名（班編成）が載っている。 

 ◎感想文を添える 

 

尚、助成金申請書は次の通りです。       に数字を入れてください 

 ■ 希望助成金額        円  

■ 希望助成金額の内訳             

Ⅰ.学校主催の場合 

      ・リーダー、サブリーダーの人数(    ) ×1000 円 ＝          円 

 

  月  日        学校     実行委員長           印 

1 人の保険料 

1 人の食費 人 

人 

人
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平成２１年千葉掃除に学ぶ会実施予定 

7 月22 日（水）   千葉県立大網高等学校                山武掃除に学ぶ会 

7 月28 日（火）  木更津市立八幡台小学校               上総掃除に学ぶ会 

9 月11 日（金）  君津市立周西小学校          学校主催    上総掃除に学ぶ会 

9 月～10 月 予定  松戸市立風早北部小学校               東葛掃除に学ぶ会 

 9 月26 日（土）  船橋市内小・中学校   企業ボランティア        日本企画株式会社 

１０月３１日（土）  佐倉市立白井小学校   実行委員長  高橋正昭校長  印旛掃除に学ぶ会 

１１月２８日（土）  富里市立富里中学校   実行委員長  葉山幸雄校長  印旛掃除に学ぶ会 

12 月        瀧澤学園 千葉モードビジネス専門学校       千葉中央掃除に学ぶ会 

 掃除に学ぶ会リーダー育成会 〔リーダーを100 人育てるのが今年の目標〕  山武掃除に学ぶ会 

 （7 月22 日・8 月5 日・9 月9 日・10 月14 日・11 月11 日・12 月9 日・1 月13 日実習） 

 

 ※この他に9 月・10 月・2 月・3 月には「清掃学習会支援」の要請が学校側から多くなる事と 

思います。上記開催に奮って参加し応援しあいたいものです。 

 

 

 

 

 

編集後記（あとがき） 

会報7 月号をお届けします。本来なら7 月1 日にお届けする予定でしたが、 

この度は、次のような事情により遅くなりました。 

       NPO 法人「千葉を美しくする会」、この新しい名称が県から正式に認証され 

るのを待っていた事。もう１つは日本を美しくする会の機関誌「清風掃々」を会員 

各位にお届けしたくて、７月初旬に発行されるのを待っていた事。 

       そのような訳で、会報７月号が予定よりおそくなりましたが、その分「清風掃々」 

も含めて、内容面で堪能頂けるのではないかと思います。 

広くご覧頂けましたらとても嬉しく思います。 

       尚、お届けします「清風掃々」は全国誌でありながら、千葉から５名の執筆者 

が選ばれています。  

                          記 : 石井 


