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働き者で勉強熱心な皆様、新年お
めでとうございます。いつも、本会の活
動にご指導、ご協力を賜り心より篤く御
礼を申し上げます。
昨年はコロナワクチンの接種効果も

芳しくなく、暮れには第八波に入った様
子、又ロシアによるウクライナ侵攻が始
まり、之もまた収拾の糸口が見えてい

ない状況で、暗い世相で幕が開きまし
た。今年こそ、人間の英知を結集して、
コロナ撲滅、戦争終結に導いていただ
きたいと願うばかりです。
翻って、我が会の特筆すべき出来

事(ニュース)ですが、
①Ｒ４/２/１４:元理事長、長谷川昭次氏ご
逝去、4/10:お別れ会(樹木葬)実施
②Ｒ４/５/２１:ナルコノンジャパンにて清
掃実習(以降、６/４、１２/１１に実習)
③Ｒ４/８/２５:松戸市在住の坂口千恵子
女史、船橋駅前早朝清掃デビュー(毎
週木曜日参加)
④Ｒ４/１１/２９:都立青山高等学校のウッ
ドデッキ完成、贈与式(祝賀会)

が上げられるかなと思った次第です。
さて、今年の活動ですが、ここ数年

殆ど本会の主目的である、金銭面の
支援事業が行われて折らず、浄財が
結構残っております。
つきましては、本年度の総会におい

て、多方面に亘る支援事業の拡大を
提案させて頂きたいと思っております。
定款の変更に係わることですので、是
非、会員一同様のお力添えを賜りたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、会員各位のご精

進、ご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶と
いたします。有難うございました。

千葉を美しくする会
理事長

利 清二郎
とし せいじろう

山武掃除に学ぶ会

２０２２年活動報告から

大里綜合管理株式会社
代表取締役社長

野老 憲一 様
ところ けんいち

２０２２年も毎週火曜日と土曜日
の朝、近隣の駅のトイレ掃除を実
施してきました。コロナ禍もあって
粛々と、けれども確かな手ごたえと
してきれいになっていることを実感
しています。先日、とてもすてきな
ことがあったのでここでお知らせし
たいと思います。

声かけ
「最近駅周辺に変な人がうろつ

いている」とタクシーや路線バスの
運転手さんの立ち話を耳にしまし
た。確かに最近、駅トイレの洗面台
が詰まり気味で配管の中にゴミが
多いと感じていました。暑い夏の
朝、駅トイレに行くと彼がいたので
す。洗面台で髭（ひげ）を剃（そ）り
つつ、かぐわしい香りを携えて。た
じろぎつつ、声を掛けました。

声かけその２
少し立ち話をしてわかったこと

は、名前はＫさん。橋の下で寝泊
まりしていること。駅に来て２週間、

それまで転々としてきたということ
でした。私は「一緒に掃除しません
か？」と声を掛けました。単純に排
水溝が詰まってしまうことと、誰か
がそれを掃除していることを知って
もらいたいという気持ちでした。断
られると思いましたが、やってくださ
ることになり、二人で洗面台に並ん
で掃除開始。「こんなところ掃除を
したことないよ。誰かが掃除してい
ることを、身をもって知れた」と感
想を話してくれました。

Ｋさんからの学び
誰でも使っていいはずの公衆ト

イレですが、招かれざる人だと冷た
い言葉を浴びることもありました。
Ｋさんと一緒に掃除することで知る
ことが出来たのは、「公衆」の外に
分類されてしまう人と、分類しようと
する人がいるということです。しか
し、掃除のもたらすものは平等に反
応してくれます。Ｋさんはそれ以降
も駅トイレの洗面台で髭を剃ります

が、排水溝が詰まらないように工
夫してくれるようになりました。Ｋさ
んは人間が一番怖いと言ったこと
があります。この出来事を通して、
差別をする、される当事者の一人
として、他人の痛みが分かる人に
なりたいと感じました。

汚れない洗面台
その後Ｋさんは橋の下からいな

くなりました。万引きで逮捕された
と噂（うわさ）で聞き、それ以来一
緒に掃除はできていません。しか
し、掃除を一緒にした後のＫさん
は、洗面台を汚すことはありません
でした。

むすび
２０２３年の活動は大きな変化は

できないとしても大切なことが何か
考え続け
ながら活動
していきた
いと思いま
す。

寄 稿

ご 挨 拶

２面



皆さま、こんにちは。
千葉県松戸市在住の坂口千恵子
と申します。

きっかけ
私は、約７年前に名古屋の街頭

清掃に参加した時の体験が心の片
隅に残り続けていたことが動機とな
り、令和４年７月に千葉を美しくする
会に入会しました。
そして、翌月の８月２５日から毎

週木曜日に、９月からは毎月第２土
曜日に日本企画さん主催の船橋駅
前清掃に参加させていただいてい
ます。

閃（ひらめ）いた活動が清掃
愛知県のアジア保健研修所とい

うＮＧＯ※で約７年前にインターンと
して活動していた時のことです。
どんな活動がしたいのかを尋ね

られ、閃いたのがアジアからの研修
生が寝泊まりする宿泊フロアの清
掃でした。
特にトイレ掃除が楽しく、そのこと

を友人に話をしました。すると友人
が「日本を美しくする会のトイレ掃
除や新宿歌舞伎町の清掃に参加し
たことがありますか、トイレ掃除や清
掃活動には不思議な力があります

よ」という話をしてくれたのです。こ
のとき私は、清掃活動とＮＧＯ国際
保健事業活動は一見関係がないよ
うですが、実は清掃活動にもＮＧＯ
と同じおおきな意義があると悟り、
たいへん嬉しくなりました。
そこで私は、「きれいになったの

でもう清掃は結構です」と言われる
まで、一人黙々と清掃を続けました。
その後、名古屋の街頭清掃にも参
加をしましたが、この活動は早起き
が苦手なこともあり、長く継続する
には至りませんでした。

船橋で活動再開
名古屋の清掃活動で芽生え、心

に秘めてしまった不思議な力で、
再び、千葉を美しくする会とのご縁
で、いつも間にか船橋駅前で箒（ほ
うき）とチリトリを握っていました。
船橋駅前清掃も継続できる自信

はありませんが、早朝の船橋駅で
私のために用意してくださった箒と
緑色のチリトリが遠くに見えると毎
回すごく清々しい気持ちになります。
この気持ちに不思議な力が後押し
をしてくれるので、自然と無理なく
続けられそうです。
苦手だった早起きにも、だんだ

ん慣れてきました。時々頂戴する
日本企画さんの有機農法のお野菜
はとても美味く、これも楽しみのひと
つです。

最近思うこと
掃除の道を歩まれている方々の

お姿を拝見しながら思うことがあり
ます。それは、まだ日本の将来は楽
観できない状況にあると思います
が、社長さんや上に立つ方々自ら
が中心となって清掃に取り組む文
化は、日本の秘められた不思議な
力を持っています。このような文化
が存続する限り、日本はまだまだ大
丈夫であると確信しています。

同志になりました
私は、マイペースではありますが、

これからも地道に清掃活動を続け
て行きたいと思っています。同志の
皆さま方、どうぞ、よろしくお付き合
いのほど お願いいたします。

千葉を美しくする会
松戸市在住

坂口 千恵子様
さかぐち ちえこ

日本の秘められた力

掃除の不思議な力

（２面）

日本企画株式会社
ボランティアサークル

リーダー

諏訪 貢一 様
すわ こういち

日本企画ボランティアサークル

船橋駅前清掃実践報告

寄 稿

寄 稿

※NGO（nongovernmental organization）
非政府組織（ひせいふそしき）で民間人や民間団体のつくる機構・組織のこと。 木曜日の同志と 2022.12.22撮影

重鎮３名ではじまる
船橋駅前清掃ボランティアは２０

２１年９月１１日（土）に第一回目が
開催されました。活動案内の広報
が不十分で参加者は社長、常務、
私の３名でスタートしました。
第２回目は７名、第３回目は１４

名と、その後参加者が徐々に増え
続け、多いときは３１名の社員が参
加しました。今では、来年入社予
定の内定者も毎月参加するように
なってきました。

活動のきっかけ
この活動をはじめたきっかけは、

当社に入社する新卒者の入社志
望に、ボランティア活動に対する
関心が必ずあるからです。
現在当社の社員大会はコロナ

禍の影響で学校のトイレ掃除がで
きず、自宅の清掃を中心に実践し
ています。その結果気持ちが下
がっていました。ボランティア活動
に関心をもって入社した社員に応
えるため、社長が「船橋駅前の清
掃を私と一緒にやろう」と声をかけ
ていただきスタートしました。
いまではベテラン社員、中堅社

員、そしてなによりも若手社員が中

心になり活動が広がっているので
従業員満足度も急上昇中です。
掃除は１日の良いスタート
毎回船橋駅前清掃でゴミ袋４袋

～６袋回収しています。参加者は
すっきりときれいになった街をみて
「とても気持ちのいい一日のスター
トがきれました」と感想が出ます。
私の満足度も急上昇です。

決 意
清掃して感動する人がこれから

も増え続けるように、若手と
一緒に実践活動を
続けて参ります。

集合写真 2022.11.5撮影
(個人情報保護の観点からモザイク加工)



（３面）

私は会社から電車で一時間ほど離
れた場所に在住し、人波やごみをあま
り気に留めずに過ごしていました。そ
の私が、1年前に日本企画株式会社
に入社し、ご縁あってごみ拾い活動に
参加することになりました。
私にとって、船橋は不慣れな土地

でした。そのため、出勤時は人波に慣
れることが精一杯で、街の様子を気に
する余裕が持てませんでした。
初めて船橋駅前清掃に参加させ

ていただいたときは、町にごみが散乱
していること、そして、集めるとその量
の多さに驚いてしまいました。
最初の清掃活動は慣れないことも

多く、道端のゴミに気づいて拾うのが
やっとでした。しかし、次第に、清掃活
動を重ねるごとに、ほうきを持ち、ちり
とりを持ち、ゴミ袋と火ばさみを持って、
清掃活動ができるようになりました。今
では、ほとんどの掃除道具を使いこな
せるようになり、自然と清掃道具を清
掃活動に生かせるようになりました。
誰しもが、ごみからは目をそむけた

くなります。飲み残されたペットボトル
や食べ残しを見て気分の良い人はい

ないでしょう。
清掃活動を重ねてみると、掃除をする
意義は、自分で出したごみに、自分の
目と心を向けることができるようになる
ところにあります。自分の目と心をごみ
に向けられたら、人は路上にごみを捨
てることは決してできなくなるのです。

人はこのことを悟るために、自ら清
掃することで、この意義を理解できる
ようになると思います。
その結果、ごみを捨てていく人も

減っていくのではないでしょうか。
私はこれからも船橋駅前のごみに

目と心を向けて掃除をします。

日本企画株式会社
運用事業部

島 咲娘 様
しま さくら

船橋駅前清掃に参加するようにな
り約1年が経ちました。
最初は、落ちているごみになかな

か気づけず、ごみが捨てられやすい
場所を見つけるのが難しく、あまりたく
さん拾うことができませんでした。
先輩方に指導してもらいつつ、何

回か参加するうちにポイントもわかり、
どんどん拾えるようになりました。毎回
清掃活動が終わった後に街を見るとと
てもきれいになっていて気持ちがいい

なと感じています。
もともと掃除から経営や仕事に繋

がる気づきがあればと思い参加するよ
うになりましたが、それ以上に仲間と
の交流の時間としても大切なひととき
だなと感じでいます。
当社は事業の構造上、普段なかな

か社員で顔を合わせる機会も少ない
ため、若手からベテランまで一堂にか
いする清掃はコミュニケーション上でも
良い機会になっています。
また、最近では内定者も参加する

ようになり、入社前に社風を体験して
もらえ、先輩社員とも交流ができるた
め、満足度の高い状態で入社でき、と
ても良い内定者イベントとなっていま

す。
最近では、駅前清掃を通して経営

や業務に繋がることはないか、どう
やって生かしていくかを考えるようにな
りました。
ごみを拾うとき一見きれいでごみが

ないように見えても、角度を変えたり、
振り返ってみるとごみに気づくことが
多々あります。
仕事上でも、物事をいろいろな角

度から見たり、時には振り返ってみる
ことで、新たな発見ができると思いま
す。
今後も、清掃活動を続け、もっと気

づける人になります。

日本企画株式会社
人事部

髙橋 綾美 様
たかはし あやみ

私は駅前清掃活動に通い始め、気
づきが２つありました。
１つめは、季節ごとに外の明るさが

違う事です。早起きをして掃除に行く
ことを繰り返しているうちに、朝焼けが
遅れてやってくることに気づきました。
今まで定期的に早起きをする習慣が

なかったため、日が短くなり、伸びてい
く変化を感じることで、思っていたより
も1年は早く過ぎるものと感じました。
２つめは、掃除はやった分だけ綺

麗（きれい）になることです。文字とし
て読む分には当たり前のことですが、
実際に自分が掃除してきた道を振り
返ってみると、まるで違った景色に達
成感を感じます。
ていねいな掃除と雑な掃除、それ

らは、通って来た道を見れば誰が見
ても一目瞭然です。この清掃活動を

通して、自分が掃除して来た道」とは、
自分の人生にも通ずるものがある様に
感じました。何事も過去の積み重ねか
ら成り、その積み重ねの結果として今
があります。
あっという間に季節が巡り、すぐ終わっ
てしまう人生を、どう生きようか、深く
考えるきっかけとなりました。

今後も自分なりの学びと気づきを
大切に、清掃活動を継続していこうと
思います。

日本企画株式会社
運用事業部

服部 匡延 様
はっとり まさのぶ

清掃ボランティア活動は良いこと
尽くめだと感じています。
入社前のボランティアのイメージは

「大変そう、社会貢献にはつながるけ
ど楽しくはない」とマイナスなイメージを
もっていたため自らその輪に加わるこ
とはしていませんでした。

そのように考えていた私ですが、
社会人になり何かに挑戦したいと、自
社で力を入れている清掃ボランティア
に参加することを決意しました。
実際に参加してみると清掃ボラン

ティア活動には多くの魅力があること
を知りました。1つは、社会貢献です。
自分の活動が人の役に立っていると
実感できるため非常にやりがいを感じ
ます。また、清掃活動後のきれいな街
を見ると嬉しい気持ちになります。
もう1つは、自身の成長です。清掃

ボランティア活動を通じて「観察力」
や「気配り」といった会社業務でも役立
つ力が身につきました。通行人もいる
ため、下ばかりを向いてごみを拾うわ
けにはいけません。視点を増やし視野
を広げる必要があります。そうした行
動を続けてきたからこそ、身についた
力です。

今後も参加し街をきれいにするとと
もに、自身の成長の糧（かて）にしてい
きます。

日本企画株式会社
開発事業部

香武 侑希 様
こうたけ ゆうき



開催日 開催場所 実行委員長 世話人地区 参加人数

7月5日 麗澤大学 富田裕之 れいたく ５名

9月6日 麗澤大学 富田裕之 れいたく ７名

9月17日 社員大会 自宅及び周辺（Zoom開催） 新井達也 日本企画
１５３名

+運営スタッフ

11月8日 麗澤大学 富田裕之 れいたく ４名

11月19日 大阪掃除に学ぶ会 淀川河川敷 中山正臣 日本企画 ３０名

12月11日 一般社団法人ナルコノンジャパン 鈴木砂予子
ナルコノンを美しくする会

日本企画（支援参加)
２３名

毎週火曜日6:00～7:00 東金駅トイレ掃除 １１回実施 石井俊晴 山武 （平均３名） 延べ３３名

毎週木曜日6:00～7:30 小西の農道の清掃 ６回実施 仁茂田祐基 山武 （平均４名） 延べ２４名

毎週金曜日
茂原駅周辺・茂原市民センター

ＫＯＫＯＭＯ保育園周辺 ２７回実施
大島朋子

茂原（社員２３名、自
衛隊事務所２名）

延べ６７５名

毎月第１・３土曜日6:30～8:00 あじさいロード整備 ９回実施 野老憲一 山武 （平均３.６名） 延べ３３名

毎月第２・４土曜日6:30～8:00 大網駅前トイレ清掃 １０回実施 野老憲一 山武 （平均３名） 延べ３０名

毎月第2土曜日6:30～7:30 船橋駅前清掃 ６回実施 諏訪貢一 日本企画 延べ１３７名

令和５年度 １月～６月千葉地区掃除に学ぶ会実施予定
開催予定日 開催予定場所 実行委員長 世話人地区 備考

1月5日 麗澤大学 富田裕之 れいたく 予定20名

1月7日10:00～13:30 横浜掃除に学ぶ会 社内清掃・周辺地区 小林朋幸 日本企画

3月7日 麗澤大学 富田裕之 れいたく 予定10名

3月２５日10:00～12:00 社員大会 （詳細未定） （選抜中） 日本企画

５月２日 麗澤大学 富田裕之 れいたく 予定10名

5月20日10:30～13:30 横浜掃除に学ぶ会 三浦海岸清掃 小林朋幸 日本企画

6月１０日 大阪掃除に学ぶ会 淀川河川敷/社内清掃 （選抜中） 日本企画

６月第２水曜日9:00～11:00 あじさいロード整備 野老憲一 山武

毎週火曜日6:00～7:00 東金駅トイレ掃除 石井俊晴 山武

毎週木曜日6:00～7:30 小西の農道の清掃 仁茂田祐基 山武

毎週金曜日
茂原駅周辺・茂原市民センター
ＫＯＫＯＭＯ保育園周辺

大島朋子 茂原

毎月第１・３土曜日6:30～8:00 あじさいロード整備 野老憲一 山武

毎月第２・４土曜日6:30～8:00 大網駅前トイレ清掃 野老憲一 山武

毎月第2土曜日6:30～7:30 船橋駅前清掃 諏訪貢一 日本企画（株）

令和４年度 ７月～１２月千葉地区掃除に学ぶ会活動および支援状況

編集後記
◆新年おめでとうございます。
◆コロナ禍の続く状況下ですが、会員
の皆様、当会にご協力いただいている
皆様には、昨年も多大なるご尽力を尽
くして頂き、深く感謝申し上げます。
本年も、宜しくお願い申しあげます。
◆会としての活動は、まだ少し停滞し
てはいますが、各地の掃除に学ぶ会
の皆様の創意工夫による活動のお陰
で、個人的な立場では充実した２０２２

年度を過ごしました。
◆東京掃除に学ぶ会・青山高等学校
を美しくする会、ナルコノンを美しくす
る会(年3回)、日本企画・Zoom（ズー
ム）による社員大会（掃除に学ぶ会(年
2回)）、日本企画・富山掃除に学ぶ会・
石川掃除に学ぶ会・京都掃除に学ぶ
会・福井掃除に学ぶ会の合同によるモ
ナの森掃除に学ぶ会(石川県・小松市)
の活動に参加をさせて頂きました。

◆それぞれにメンバーさんの所属エリ
アは違いますが、ひとり一人が持つ掃
除に学ぶ姿勢は素晴らしく、いつも感
動を頂き感謝の念が絶えることはあり
ません。継続は力なりと申しますが本
年も創意工夫で望んで参ります。
◆本年は、会員の皆様がより良く積極
的に活動しやすい情報等を発信する
所存です。以上、宜しくお願い申し上
げます。

編集責任者 利 和則 とし かずのり

（４面）


