
 1

 

会報 第12号発行                                             平成23（2011）年1月1日（土） 

                   

はじめの言葉 

      

理事長 長谷川昭次 

新年度道具代支援について 

“並べられた道具を見て不足不満を言わない”と言う事を掃除に学ぶ会では合言葉としている。しかし並べら

れた道具が、不足不満だらけだったらどうなるのだろうか? その道具が薄くなっていたり、破れそうだった

り、先端が摩耗して丸まっていたり、本数が足りなくて使えなかったりしたら、便器は良く磨けないだろう。

ましてや便器を磨いて心を磨こう等と言う事は不可能だ。 

 掃除道具は並べる前に、道具の取り揃えの時に十分に吟味されていなければならないだろう。良く手入れが

され磨き上げられ切れ味鋭く、そして種類と本数が整えられている事が大切だと思います。 

掃除道具の取り揃えの大切さから、掃除に学ぶ会に参加した児童生徒１人当たり100 円を道具代として支

援させてもらって来ています。新年度1 月からは、この支援を生徒100 人を上限として、更に続けて支援さ

せてもらおうと思います。これを機に道具の取り揃えに、更に一層の関心を寄せて下さると良いな ! と思いま

す。 

 掃除に学ぶ会の掃除実習に於いて、1 人でも多くの班の人達が便器磨き   心磨きに感動が持てるように

したいものだと強く思います。道具の十分な取り揃えと相まって。 

 

 

『リーダーマニュアルは不用か』 

 リーダーマニュアルは不用だという人がいる。マニュアルに頼り過ぎて力が抜けてしまうから。或いは、

班の人達の前で硬直化してしまうから、だから不用なのだと。 

 私は10 年来100 回以上のリーダーを務めている。マニュアルを班の人達に適用する時、その仕方や進め

方に気を使って。例えば、発する言葉を吟味するとか予告しながら進めるとか、又皆の掃除の流れがスムー

ズに行くように配慮して行くとか。もう１つ気を使うのは迫力である。やる気充分で班の人達の前へ立つ。

皆を魅了する位までになって。今になっても私は、自分のマニュアルを用意して掃除に学ぶ会や清掃学習会

のリーダーを務めさせてもらっている。この時 ①マニュアル ②運用の妙 ③迫力を兼ね備えるようにして。

(これがなかなかの好評) 

 余談になるが、リーダーが上の三つを兼ね備えると、サブリーダーの指導育成に非常に役立つという事を

発見している。 
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或る学校の予想以上の取組み 

 

市原市双葉中の清掃学習会は、私共も相当力を入れた。 

何しろ鍵山相談役のお声がかりと言う事もあって。当日は生徒の予想以上の取り組みがなされて行った。そ

して終了して見て次のような思いを持たれた生徒も現れたのである。ちなみにこの論文は、市の或る弁論大

会で優秀賞を贈られた原稿である。尚この会報に掲載する都合で最初の挨拶部分を少しカットさせてもらっ

ている。 

 

｢私の大きな願い｣               市原市立双葉中学校二年 佐増 貴子 

もしも、私の描いた絵に落書きがされていたら

どうでしょう・・・・・。きっと、「もう絶対に

絵なんか描かない」と思うだろうし、「落書きを

した人がゆるせない」と、思うでしょう。しかし、

さらに驚いたことに・・・。その中学校の生徒達

は、なんとその落書きを消して、上からまた新し

い絵を描いたというのです。それを知った時、私

は、「落書きなんかに負けない」という強い気持

ちに感動し、私も見直したし、そんな強い気持ち

を持ちたいと思いました。 

 私の家がある光風台から、市役所へ向かう道路

を通る時、私はいつも嫌な気持ちになります。そ

れは、市役所の前にある陸橋の下に、たくさんの

落書きがされているからです。「そんなに古くな

い陸橋なのに・・・。」きっと作った人も、近所

に住んでいる人も、私と同じ気持ちだと思います。

でも、私にはその落書きを消すことは・・・でき

ません。だから私は、自分の住む地域、まずは私

の通っている双葉中学校から、落書きがなくなる

といいなと思い、どうしたら良いかを考えました。 

 私の通っている双葉中学校の今の状態は、決し

て良くはありません。授業妨害をする人もいれば、

教室のドアや備品を平気で壊す人もいます。私は、

今のままの双葉中学校ではいけないと思うので

す。そこで、先日行われた「学校中のトイレを掃

除する」というボラン

ティア活動に参加しま

した。一緒に参加した

仲間みんなで、トイレ

の便器に手を突っ込ん

で、ゴシゴシ擦りました。汚いところがキレイに

なっていくのを見て、まるで私の心も洗われてい

くような気持ちになりました。もちろん最初は、

私を含めてみんなが、便器の中に手を入れるなん

て絶対嫌だと言っていました。けれど、気がつけ

ば、互いに競争しているかのように、熱心に掃除

をしていました。終わった時には、トイレも、私

達一人ひとりの顔も本当に輝いていました。 

 トイレをキレイにしたことで、私はトンネルの

落書きを消して、描き直したあの中学校の生徒達

の気持ちが、分かった気がしました。トイレをキ

レイにしたいと思ってボランティア活動に参加

した勇気、掃除をやり終えて味わったあの達成感、

きれいになったトイレを持続させたいと思うこ

の気持ち。それは、私達の学校を変える大きな一

歩になったはずだと思います。この一歩を共に踏

み出した仲間と一緒になら、絶対にこの双葉中学

校を変えることができる!! そう思いました。い

つかこの思いがかなって、双葉中学校だけでなく、

地域の人達みんなの笑顔があふれていたら、私は

本当にうれしいです。そして、その時にやっと、

このボランティア活動が成功だったのだと確信

できるのではないでしょうか。 

未来に向かって歩む私達。その第一歩を決して

無駄にせずに、一歩ずつ前へ進んでいこうと思い

ます。未来の市原市に、笑顔があふ

れていることを祈って・・・・。 
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平成22 年度掃除実施表 

 

 

 

回 数 NPO 支援 開催日 開催場所 実行委員長 世話人地区 参加人数 

 支援78 1 月16 日（土） 千葉県立成田国際高校 日暮 尚子 印旛 74 人

 支援79 1 月23 日（土） 旭市立干潟中学校 山本 三男 山武 113 人

 支援80 1 月23 日（土） 千葉県立八街高校 小野 明子 印旛 61 人

第137 回  1 月26 日（土） 浦安市立日の出小学校 藤岡 利雄 京葉 96 人

 支援81 2 月6 日（土） 習志野台中学校 佐倉真由美 印旛 48 人

 支援82 3 月4 日（木） 木更津市立祇園小学校 小川 義則 上総 154 人

 支援83 3 月5 日（金） 栄町立安食台小学校 小野 明子 印旛 37 人

 支援84 3 月11 日（木） 旭市立琴田小学校 山本 三男 山武 45 人

 支援85 3 月15 日（月） 千葉県立印旛高校 小野 明子 印旛 165 人

 支援86 
3 月19 日（金） 

3月20日 (土) 
大網白里町立増穂中学校 山本 三男 山武 189 人

企業 

第24 回 

企業 

ボランティア 
3 月27 日（土） 船橋市立市場小学校 諏訪 貢一 日本企画 286 人

 支援87 4 月17 日（土） 陸上自衛隊高射学校 小野 明子 印旛 72 人

 支援88 5 月8 日 (土) 印西市立小林中学校 鈴木 正一 印旛 57 人

 支援89 5 月29 日 (土) 浦安市立日の出小学校 アゼリー学園 京葉 42 人

第138 回  5 月29 日 (土) 印西市立いには野小学校 鈴木 正一 印旛 30 人

 支援90 6 月9 日 (水) 山武市立成東中学校 山本 三男 山武 88 人

第139 回  6 月26 日（土） 富里市立富里小学校 小西 秀範 印旛 59 人

 支援91 8 月9 日（月） 東庄町立橘小学校憩いの里 熊谷 紀子 京葉 6 校合同

 支援92 8 月21 日（土） 松戸市立根木内小学校 金光 容徳 東葛 13 人

 支援93 8 月21 日（土） 富里市立日吉台小学校 日暮 尚子 印旛 52 人

企業 

第25 回 

企業 

ボランティア 
9 月25 日（土） 船橋市立金杉小学校 栁井 敏夫 日本企画 197 人

 支援94 10 月2 日（土） 佐倉市立臼井西中学校 鈴木 正一 印旛 68 人

 支援95 10月13日（水） 柏市立風早北部小学校 金光 容徳 東葛 113 人

 支援96 10月19日（火） 旭市立旭中央小学校 山本 三男 山武 120 人

 支援97 10月23日（土） 市原市立双葉中学校 鈴木茂校長 上総 203 人

第140 回  10月30日（土） 印西市立印旛中学校 杉沢 保雄 印旛 117 人

 支援98 11月10日（水） 木更津市立請西小学校 藤波 光 上総 196 人

 支援99 11月17日（水） 香取市立小見川中学校 鈴木 正一 印旛 228 人

第141 回  11月27日（土） 富里市立富里中学校 佐藤 耕一 印旛 125 人

第142 回  12月18日（土） 八街高等学校 日暮 尚子 印旛 92 人
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開会式の挨拶は? 

私共の掃除に学ぶ会でも学校の清掃学習会でも開会式の挨拶は、何をどう言おうかと気をもむ物で

ある。そんな時、次に揚げる挨拶文は、1 つの型を示してくれる。内容的にもその順序性にしても。 

 

「掃除に学ぶ会」について（平成22 年1 月23 日千葉県立八街高等学校にて） 

印旛掃除に学ぶ会世話人 日暮尚子 

みなさんおはようございます。大寒に入り、一年で一番寒い今日、私はこの掃除に学ぶ会に参加

することをちょっぴり面倒だと思っていました。でも登校してくる皆さんの挨拶の素晴らしさに

接し、そんな気持ちがどこかに吹き飛んで行きました。また、こんなにも沢山の生徒さんが集ま

りトイレ掃除をすることの素晴らしさにも感動しています。 

 ここ八街には５年間勤務していたことがありますのでとても懐かしい気持ちもしています。 

 私は、「掃除に学ぶ会」について少しお話します。私達は「NPO 法人日本を美しくする会」

の下部組織です。 

 掃除に学ぶとはどんな事でしょう。 掃除を学ぶではありません。掃除業者ではありませんの

で、掃除の仕方を学ぶのではありません。ただ単にトイレを奇麗にしたいのなら掃除業者に依頼

すればいいわけですが、それとはちがいます。掃除に何を学ぶのでしょうか。 

 今、皆さんの気持ちはどんなでしょうか。正直なところトイレ掃除なんかいやだなと思ってい

る人が多いのではないでしょうか。ましてや素手で便器を磨くなんてとんでもないとか、部活動

で決めたことなので仕方ないと思っている人も多いでしょう。掃除に何を学ぶかは皆さんの心の

中にあります。感動の度合い、感動したことは、それぞれ違います。掃除をする２時間程で感じ

ることはそれぞれ違っていいのです。自分を見つめ、自分の心と対話をする時間なのですから。

こんなに一所懸命やれる自分に気づき自分自身の行いに感動する人もいるでしょう。普段わから

なかった友達のすごいことを発見して感動する人もいるでしょう。私達の「掃除に学ぶ会」はそ

んな感動を少しでも多くの生徒さんに体験してもらいたくてこうして色々な学校を回って活動し

ています。 

 掃除を通して、皆さんの心の中に何かを植え付け、必然的にトイレはきれいになっていくので

す。 

 この掃除に学ぶことで、皆さんが共通して感じられるのは、今日すぐ結果が表れること（きれ

いになること）そして、必ずみんなが感動を得られることです。 

さあ、それではみんなで素晴らしい時間を共有しましょう。 

 

 

    
編集後記 

サラリーマンの健康講座 
  みなさん!! お元気ですか? 今回は突発性難聴について記します。 

なんの前触れもなく、ある日突然、耳の聞こえが悪くなる｢突発性難聴｣。多くは片方の耳に起

こり、耳鳴りや、めまいが伴うこともあります。原因は明らかになっていませんが、治療を受

けるのが早ければ早いほど、聴力を回復することが出来るそうです。急に難聴が起こったら、

聴力の回復と、他の病気との鑑別のためにも、早めに専門の医療機関を受診し、疲れやストレ

スがたまらないよう日頃から注意をしましょう。(引用:笑顔より) 

記:石井和美 

 


