NPO 法人美しい港町横濱をつくる会「平成３１年度講演会」

認定 NPO 法人日本を美しくする会 間仲昶充氏をゲストに
｢掃除の効用」～会社も社員も輝く掃除～と題して講演頂きました!
横浜市開港記念会館にて 68 名の出席で開催致しました
NPO 法人美しい港町横濱をつくる会の第 6 回通常総会が開催された 3 月
12 日(火)15 時より、横浜市開港記念会館 1 号室において、当会会員及び市
内の事業者の方々にも参加頂き 68 名の出席で開催致しました。
講師に認定 NPO 法人日本を美しくする会 関東ブロック長、間仲昶充(まな
か てるみつ)氏をお迎えして「掃除の効用」～会社も社員も輝く掃除～と題し
て講演頂きました。
森裕子事業企画委員(写真右)の司会で始まり、当会を代表して鈴木一男会長
（写真右下）より、出席頂きました方々への感謝と当会活動等についての挨拶
が述べられ、早速、講演際して、司会より「間仲様におかれましては、認定
NPO 法人 日本を美しくする会 1 都 7 県の関東ブロック長を務められてお
ります。
日本を美しくする会は、掃除活動の先駆者でもあります、鍵山秀三郎氏が
設立した NPO 法人団体で、美しい街づくりと学校や公共施設の環境美化、保
全のための街の清掃、トイレ掃除と指導など幅広く活動を行っております」と
紹介し、講演にはいりました。
間仲氏より、当会の講演にお招き頂いたことにお礼が述べられ、その後｢日
本を美しくする会」の活動ビデオが放映されました。(以下、講演の要旨です)

社員と共に掃除を始めた結果、環境が変わり、安全性が向上、チームワークも良くなり連帯感も備わ
り、残業も少なくなるなど、経営改善に寄与したというお話をいたします
平成 3 年 11 月 岐阜県 恵那で行われた「はがき祭」の際、日本
を美しくする会 前会長の田中さん（東海神栄工業(株)社長）は、た
またまホテルの予約をしていなかった鍵山さんに ご自宅にお泊まり
頂きました。その晩 鍵山さんから『お掃除をすると人生が変わりま
すよ。』『会社も変わりますよ。
』というお話をお聞きし、ものは試し
だと田中さんが掃除を始める訳です。
最初は近くの神社で掃除を始めたそうです。其のうちに手応えがあ
るようになり、掃除には何かすばらしい力があるのだとお感じになり、
社内で社員と共に掃除を始められました。そうしますと環境が変わり、
従業員のチームワークも良くなり、連帯感も備わってくると言うこと
で、使用している機械、車、備品等の耐用年数が上がって来る訳です。 （講演する間仲氏）
そうしますと自ずと残業も少なくなるなど、経営改善に寄与する形になります。其の当時は丁度
バブルがはじけた頃で、経営改善に繋がり田中さんは、本当に掃除をして良かったというような話
があります。

世界に広がる掃除道について お話いたします
鍵山さんが始められた掃除は地球規模で広がっており、世界各国で掃除が行なわれております。
学校の先生方も掃除を始めております。先生方の間では「鍵山教師塾」・「便教会」があります。便
教会は愛知県の高野先生が始められた「教師の 教師による 教師のためのトイレ掃除に学ぶ会」で
す。これは、
「方法論や技術や手法ではなく、ただ身を低くして実践あるのみ」という理念に、多く
の先生方が賛同しております。

掃除の効用について事例をあげてお話いたします
竹花 豊氏が広島県警本部長として活躍されていたころ、広島では暴走族が横行していました。
平成 18 年の頃です。何とか暴走族の子供たちに更正してもらえないかと思い、地域の方々と協力
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し、暴走族のリーダー達に「トイレ掃除を見てみないか、落書きを落としてみないか」と誘いまし
た。 最初のうちは「何言ってんだ。そんな事できるか。」と反発していました。一生懸命やってい
る所を見たりすると 凄いなど感じたのでしょうか、一人二人と参加するようになってきたと言うこ
とです。
同じ目線できちっと説明して 教えて やってみせる。その様にして 暴走族のリーダー達に接して
いくと心が通じ、掃除をするという芽生えが生じた訳です。大日本帝国海軍の司令官 山本五十六の
言葉に「やって見せて、言って聞かせて、させて見せて、褒めてやらねば、人は動かじ」という有
名な言葉があります。やはり、同じ目線に立ち、真剣に説明して、やって見せれば必ず通ずるのだ
と思います。

新宿歌舞伎町を５年清掃活動をした結果、事件発生率が６割減少しました
石原東京都知事の時、竹花 豊氏が副知事として招聘されました。それを機に 我々は都庁周辺の
掃除を始めました。当時はまだ区役所の協力も商店街の協力もなく、ゴミは自分たちで会社に持ち
帰って処理しておりました。そうこうして、３年程が経った頃、竹花 豊氏が、東京都の治安対策本
部長を仰せつかった訳です。ご存知のように都庁の直隣には歌舞伎町があります。当時の歌舞伎町
は暴力団或いは中国マフィアが横行していました。竹花さんは どうにかしなくちゃいかんと言う事
で、広島の暴走族のことを思い出して、「日本を美しくする会」に、『歌舞伎町の掃除をしたいので
協力してほしい』と私共に話がありました。
各方面と いろいろ相談をし歌舞伎町の掃除を始めた訳です。グレーチングの中(側溝)を掃除する
とお財布・キャッシュカード・注射針などが出てきました。暴力団とかマフィアが暗躍していたの
だと想像されます。５年程 その街頭清掃を続けました。そうしますと、事件発生率が６割少なくな
りました。半分以下です。
掃除はその場の環境を良くして 悪いことが出来ないようになっていくのだと思います。
毎月第 3 木曜日に掃除をしていますが、今では歌舞伎町・新宿駅東口・渋谷道玄坂の３箇所をロ
ーティーションをして行なっております。今でも竹花さんは毎回参加しております。私も毎回参加
しております。5 時 50 分から 7 時くらいの間です。その時間は丁度キャバクラのお姉さんが帰宅
する時間です。お姉さん達は「ご苦労様です」とか「有難う」と声をかけてくれます。
私は それが楽しみで行っております。(笑)
東日本大震災での支援活動についてお話いたします
昨日 3.11 東日本大震災から 8 年が経ちましたが、東日本大震災でも我々は活動をしてきました。
5 月の連休に 愛知の「三河掃除に学ぶ会」が中心になって石巻 専修大学のグランドにテントを張
って、全国から集まる掃除仲間と支援活動を行いました。
私は、その年の 1 月に関東ブロック長を拝命しました。7 月から 1 ヶ月テントに泊まり込み、全
国から来る仲間達の仕事の手配をしたり・昼食を配ったり、食事をつくったりと活動してきました。
この地区の方々から大変 喜ばれました。

荒れた中学校で集中的に掃除を行い学校が蘇りました
山梨県の事例をお話させて頂きます。校門の所にパトカーが常駐するような大変荒れた中学校があ
りました。
その学校は 廊下を
バイクで走り回たり、
トイレのドアは穴だ
らけ、廊下のガラスも
割れている様な状況
でした。
「山梨掃除に学ぶ会」
の 人たち が中 心に な
っ て集中 的に 学校 で
掃除をしました。年に
５回 ２ヶ月に１回で
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すね。私も何回か参加しています。私が参加した時は
掃除中に生徒が抜け出してしまい、他の班の生徒を誘
い一緒に遊びに行ってしまうんですね。そんな状態で
したが、その後も掃除を続けた結果、落ち着いた生徒
達になりました。今では何と優秀な進学校になりまし
た。

29 年ぶりに体育祭が開かれたという事例です
29 年間体育祭が開けなかった学校で掃除をした
結果、生徒さんの気持ちも雰囲気も変わってきて落ち
着いたのでしょうネ、体育祭が開かれる様になりまし
た。凄い話ですよね。このように 掃除というのはビックリするような効果があります。

次に 相談役が掃除を始められたころのお話をいたします
鍵山相談役が会社を始められたころの話ですが、一生懸命相談役が掃除をしても なかなか社員
の方が掃除を手伝うことはなかったという事です。
相談役が便器の掃除をしていますと平気で隣の便器で用を足したり、相談役が床を一生懸命掃除
していますと、その上を飛び越えて行くという状況だったとのことです。相談役も『辞めたいなー』
と何遍思ったかわからない、と言う話を聞いております。10 年くらいして、やっと社員の中から手
伝ってくれる方が出てきたとのことです。

千代田区一番町の一等地を購入する切っ掛けについてお話いたします
会社を始めたころ、相談役はアパート暮らしでした。近辺の掃除も毎日やっておられました。つ
つじの花の手入れなども一生懸命やりました。つつじの花は咲き終わったら摘んでやらないと 翌年
良い花が咲かないのですね。つつじが咲き終わるときれいに摘んでいたそうです。
ある日、ご主人から『この土地を買ってほしい』と言われました。相談役は『そんなお金はあり
ません』とお断りしたそうですけど、そのご主人は『いくらなら購入できますか？』
『可能な金額で
結構です。
』また、
『あなたのような方に 購入してほしいのです』とも言われたそうです。
凄い話ですよネ。相談役のお言葉ですが、
「相手の方が 喜んでくれることを 代償を求めず 積極
的に行う。
」というのが有ります。利己でなく利他ですね。

トイレ掃除の 5 つの効用についてです
① 謙虚な人になれる どんなに才能が有っても、傲慢な人は人を幸せにすることは出来ない。人間
の第一条件は、まず謙虚であること、謙虚になるための確実で一番の近道は、トイレ掃除です。 お
陰様の気持ちですネ。
② 気づく人になれる 世の中で成果を上げる人とそうでない人の差は、無駄があるか、ないか。無
駄をなくすためには、気付く人になることが大切。気付く人になることによって、無駄がなくなる。
その「気づき」をもっとも起こさせてくれるのがトイレ掃除です。 無駄がなくなり、効率がアッ
プします。
③ 感動の心を育む 感動こそが人生。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、
その人が手と足と身体を使い、さらに
身を低くして一所懸命取組んでいる姿
に感動する。特に、人の嫌がるトイレ
掃除は絶好の実践です。人生の幸せは、
感動の数に比例すると言います。
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
る感受性が豊かな人間になれる。活か
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されいるということです。
⑤ 心を磨く 心を取り出して磨くわけにいかない
ので、目の前に見えるところを磨く。特に、人の嫌
がるトイレをきれいにすると、心も美しくなる。
人は、いつも見ているものに心も似てきます。ト
イレ掃除をして、美しい心になって下さい。

メルマガで送られた相談役のお言葉をご紹介いたし
ます
掃除を始めたからといって、すぐ儲かることはありません。ただ、掃除をして環境を綺麗にします
と、場の雰囲気が穏やかになります。穏やかな環境は、心の荒みをなくし、怒りを抑える効果があ
ります。特に、逆境のときは身の回りをきれいにしておくことによって、救われるような気持にな
ります。これは、掃除の大きな効用です。
毎朝、鍵山相談役から携帯にメールマガジンが送られてきます。
「日本を美しくする会」のホーム
ページに電話番号が書いてありますので、お尋ねして頂ければわかると思います。どうぞ ご活用く
ださい。

掃除を行う上でのポイントです
1）掃除を始めるときは事前の準備が大事 準備がきちんと出来ていれば 7 割終わったのと同じで
す。それくらい準備が重要です。準備をして掃除を始めると掃除が非常にし易くなります。
2）効率を重視する どうやったら効率よく出来るのかを常に考えて掃除に取り組むと、より、効果
的に掃除ができるようになります。
3）創意工夫 この場所は竹箒を使ったら良いのか、シュロ箒を使ったら良いのか、その辺を考えて
使う道具、方法などを考える必要があります。これらを考えて掃除に取り組
まれますと、早く効率的にでき、より広い場所の掃除ができる事になります。
今日は、～会社も社員も輝く掃除～ というテーマでお話させて頂きました
が、是非、実践してみてください。我々、日本を美しくする会 「神奈川掃除
に学ぶ会」は新横浜の駅周辺の掃除を毎月第 2 木曜日 5 時 50 分から 7 時迄
掃除を行っております。もし、興味がございましたら ご参加頂ければ幸いと
存じます。とホワイトボードに証しながら熱心に話されました。
1 時間に亘る講演も終了したことから、閉会の言葉を藤木久三副会長(写真）
より、講師への謝辞と会場の方々にお礼を述べ、１時間に亘った講演会もお
開きとなりました。
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