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◎はじめに
　コロナ禍でビジネス環境は一変しました。リー
マンショックを上回るコロナショックが世界に押
し寄せています。メディアでは飲食店、旅館・ホ
テル、観光会社の倒産など中小企業の危機的な側
面ばかりを報じています。でも、このコロナショッ
クに立ち向かって頑張っている中小企業も少なく
ありません。
　今回のコロナショックを乗り越えることで、バ
ブル以降閉塞感漂う日本経済に何か新たな革命が
起こるのではないか？そんな期待感も出て来まし
た。主に関西で毎年約５００人の経営者を取材。
経済学や経営学とはちょっと違う商人から学んだ
“ 実学 ” で、中小企業のパワーを感じていただけ
れば幸いです。

◎日本一明るい経済新聞とは
　まず、発刊していますけったいな名前の新聞「日
本一明るい経済新聞」について説明します。
　最近、新聞を読まない若者が増えています。大
学の講義や新入社員研修で新聞読んでいる？と聞
くと、１０人に１人読んでいれば良いほうです。
その理由として、インターネットの普及でパソコ
ンやスマートフォンからどこででも簡単に情報が
取れるようなった。忙しくて新聞をゆっくりと読
んでいるヒマがないーなどがあげられます。
　でも、もう１つ新聞を読まなくなった隠れた理
由があります。それは、新聞を読むと元気がなく
なるからです。新聞をはじめメディアで発信され
る情報は、どれも暗いニュースや嫌な話題ばかり
が目につきます。これでは、確かに新聞を読みた
くなくなるのも理解できます。

　月刊紙「日本一明るい経済新聞」は、ビジネス
マン愛読紙「日本経済新聞」と似ていますが、“ 明
るい ” という余分な言葉がついているのが特色で
す。日本の報道記者はスクープ、特ダネばかり追
いかけていますが、本紙は “ 明るさ ” を追ってい
ます。フジサンケイグループの日本工業新聞（現
サンケイビジネスアイ）に約３０年間在籍し、そ
こで自分自身いつも感じていたのが、日本のメ
ディアが大変、悲観的ということでした。
　間違ったことを正す、“ 批判 ” の精神はマスコ
ミにとって大変重要なのですが、“ 悲観 ” の精神
は不要です。どうも批判と悲観を取り違えている
ようにも感じていました。読者も楽観論より悲観
論の記事に惹かれるようで、その意味では日本中
が悲観的な見方を受け入れる体質があるように思
えます。テレビを見ていても、厳しいことを言う
経済評論家が重宝されています。
　“ 景気は気から ” とよく言われます。明るい気
持になると、人は積極的な消費行動にでます、経
営者も設備投資に力が入ってきます。でも、メディ
アが先を争って暗いニュース、嫌な話題ばかりを
流せば、消費者も経営者もやる気をなくしてしま
います。
　明るい経済情報を発信する新聞があっても良い
のではないかと、１９９７年６月に一部財界人の
賛同を得て日本一明るい経済新聞を創刊。その後、
独立し中小企業を対象にした元気の出る経済新聞
として展開しています。

『ニッポン再生に中小企業パワーを！』

日本一明るい経済新聞編集長（産業情報化新聞社代表取締役）　竹原　信夫

特別寄稿
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◎なぜ中小企業なのか？
　次はなぜ、中小企業に絞り込んだか？まず、日
本経済を支えているのは中小企業だからです。ト
ヨタの自動車もパナソニックの家電製品も新幹線
の車体も、そのほとんどの部品は中小企業の町工
場でつくったものです。
　関西の大手企業は東京へ本社を移転。今は地域
性の強い会社しか残っていません。さらに、大手
企業の取材が面白くなくなりました。大手企業の
経営トップは似たりよったりのことしかおっしゃ
いません。横並びの姿勢です。豪快な経営トップ
も、広報管理がしっかりして喋れなくなりました。
　その点、中小企業の経営者さんは面白いです。

「何しに来た！」「今日は忙しいからアカン」と、
ドタキャンも平気。でも、地方からふろしき包み
１つで大阪へ丁稚奉公に来られ、そこから艱難辛
苦、智恵と汗を出してでっかいビルを建てた成功
秘話。本屋で売っている人生哲学の本より、よっ
ぽど勉強になります。
　中小企業に絞った理由まだあります。日本のメ
ディアの特色は、大手企業相手の特ダネ至上主義
です。最近は大手新聞社の経営状況も厳しくなっ
ており、記者の数が大幅に減っています。
　経済部でいうと、特ダネが取れる大手企業を中
心にした取材シフトとなり、中小企業取材はどん
どん手薄になっているのが現状です。新人記者に
中小企業を任せるのは昔からですが、今では経済

部に中小企業担当記者が存在しない新聞社も増え
ています。
　一方、全国の中小企業経営者は「関西の中小企
業は面白い！」とおっしゃいます。逆に関西の大
手企業は？と質問しても、ほとんどご存じありま
せん。全国から見ても、関西は中小企業のイメー
ジが強いのです。

◎各メディアで元気な中小企業発信
　取材の中で見つけた面白い元気な中小企業を他
のメディアでも発信させてもらっています。現在、
ＮＨＫテレビ「おはよう関西元気な中小企業」の
コーナーで、毎月リポーターとして出演させても
らっています。さらに、ＭＢＳ毎日放送ラジオで
は毎週日曜日の朝の８時半から９時まで「日本一
明るい経済電波新聞」のパーソナリティを務め、
経営者から元気経営のヒミツをお聞きしています。

◎到来！中小企業の時代
　これまで大企業の下請け、陰となって関西経
済、日本経済を支えてきた中小企業ですが、ここ
へきてちょっと様子が変わって来ました。スター
トアップ、ベンチャー企業含めて中小企業の活躍
が目立っています。
　産業界が激変の時代に入ったからです。ビジネ
スでは「第４次産業革命」という言葉が飛び交っ
ています。ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ、ビッグデー
ター、ロボットなどが本格普及、産業界に革命を
起こそうとしています。
　さらに、この第４次産業革命よりももっと強力
な “ 革命 ” が起こりました。新型コロナウイルス
の「コロナ革命」です。１００年に１度とも言わ
れる世界的なパンデミック、世界の経済は危機的
な状況です。実はこんな激変こそ、中小企業の “ 出
番 ” なのです。
　規模で勝負する大手企業はあまり変化が起こら
ない安定期が得意です。資金力、人材、信用力、
過去の実績が活かされて、さらに大きく成長します。
　しかし、今回のような激変期になると規模や組
織が邪魔をします。なかなか迫りくる変化に対応
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できないのです。巨大なタンカーが嵐で座礁する
ようなもので、大きな障害物が迫ってきても機敏
に舵が切れません。
　一方、中小企業はタグボートのようなものです。
舵を自由に操り、嵐や障害物を避けて非難できま
す。小回りが利くのです。中小企業は、良くも悪
くも社長が全て。社長が１人で決断し、迅速に対
応できます。ここが迫りくる危機に対する中小企
業の大いなる強みです。

◎コロナ禍で社員と経営者が一丸
　堺の自転車部品メーカーはコロナ禍のなかで、
下請けから脱却し初の自社商品を開発しました。
パイプの曲げ加工技術を利用した感染防止グッズ
です。手の代わりにエレベーターボタン、電車の
つり革を非接触で持つことができます。経営者、
社員、パートさんが１つになって商品化、下請け
生産の頃とは職場のムードが一変しました。
　松原市のスポーツ靴下を製造する会社では、そ
の編み機を活用して無縫製立体マスクを作りまし
た。部位に合せて編み方も工夫されており、顔に
ピッタリフィットする機能性マスクです。マスク
不足が深刻な時に地元の松原市に寄贈され喜ばれ
ました。
　このほか、八尾のプラスチックの加工業では、
いち早く２月末からフェイスガードを開発して発
売、地元に寄贈されています。河内長野市の老舗
のつまようじ製造会社は、つまようじの材料を活
用した非接触棒をアイデアからわずか１０日で商
品発表、新聞やテレビでも紹介されました。
　八尾のお土産グッズを企画販売する会社では、
コロナ禍で新幹線グッズの需要が激減するなか
で、売り上げをカバーしたのが吉村洋文大阪府知
事のグッズでした。社長の娘さんがテレビに出演
している吉村知事のファンになっているのを見
て、「これや！」と吉村知事グッズの販売を閃き
ました。
 　早速、ダメモトで知事の秘書課に連絡。とこ
ろが、「知事も快く承諾していただきグッズをい
ち早く商品化。公人なのでロイヤリティもありま

せんでした」と。T シャツ、マグカップ、缶バッチ、
クリアファイルなど約 10 点を開発されました。
　 6 月から道頓堀のお土産店などで販売、バカ売
れし雑誌やテレビなどで紹介、一躍大ヒット商品
となり、新幹線グッズの落ち込みを救いました。
アイデアが浮かぶと即行動に移してビジネスにし
てしまいます。まさに、中小企業の真骨頂です。
　飲食店、観光・旅行会社など中小企業ではコロ
ナ禍で厳しいところも多いです。しかし、コロナ
禍で社員と経営者が一丸となって、新しいことに
挑戦されているところもたくさんあります。

◎金儲け、効率重視から社会貢献へ
　今回のコロナ禍をきっかけに、中小企業では経
営に対する考え方も変わって来ました。お金儲け
や効率だけを求めるのではなく、もっと大事なも
のに気づき始めています。従業員の幸福、いのち
の大切さ、社会貢献、サステナブル（持続可能）
などへの関心が高まっています。
　在庫していたマスク・消毒液を取引先、従業員
にいち早く無料配布、隣接の給食パン工場が休校
でパンが余ると、引取られて従業員に提供した会
社。困っているときだけに感謝され、強い信頼関
係が生まれ、その後の労使関係や取引関係に大い
にプラスになっているのです。

◎大企業が中小企業を育てる
　もう１つ言いたいのは、中小企業の新しい技術
を大企業がもっと前向きに採用して欲しいという
ことです。独自のアイデアによる面白い技術でも、
日本の大手企業は実績重視で対応されます。どこ
の会社が導入しているか？必ず聞かれます。
　その実績がないと、ほとんどの大手企業は導入
しません。「科学技術長官賞の賞状があっても、
大手は買ってくれません」と嘆かれます。海外は
違います。どこも使ってないなら、うちにその技
術を使わせて欲しいとなります。
　日本の大企業は中小企業を利用して大きく成長
してきました。そろそろ、中小企業に “ 恩返し ”、
今流行りの “ 倍返し ” をする時期ではないでしょ
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うか。今後中小企業を利用するのではなく、パー
トナーとして育てて一緒に成長するという発想を
お願いしたい。
　知名度の低い中小企業の素晴らしい経営力、技
術、商品をもっと多くの人に知ってもらわなけれ
ばなりません。小林昭雄大阪大学名誉教授の協力
を得て「関西発仕事コンソーシアム ~ やってみな
はれ ~」（略称やってみなはれ会）を毎月開催し
ています。
　中小企業経営者が集まり、大阪大学をはじめ各
大学、研究機関の担当者から最先端のお話をお聞
きし、情報交流をしています。一方、経営者も自
社の取り組みなどを発表し、産学連携を深めよう
としています。

◎まとめ
　今年３月末に愛媛県松山市の中小企業経営者さ
んから電話があり、日本一明るい経済新聞を大量
に購入したいと言われました。びっくりして、そ
の理由をお聞きすると、「中小企業の社長さんは
コロナ禍で暗くなり元気ない。日本一明るい経
済新聞をプレゼントして “ 明るい情報 ” で元気に
なってもらいたい」と。
　そこで、明るい情報でコロナ不況を乗り切る
“ コロナころりんプロジェクト ” を始めました。
コロナを次の成長のきっかけにする前向きな活動
を進めています。多くの中小企業が、コロナを機
にリモート、テレワークなどデジタル社会の一端
を学びました。「東京出張しなくてもよくなり、１・
５倍働ける時間が出来た」と社長さんは喜んでい
ます。
　さらに、コロナ感染を防ぐには考え方、食事、
運動で免疫力を高める“健康づくり”が必要です。
この考えを会社経営に当てはめると、何のために
会社はあるかという「経営理念」（考え方）、世の
中に役立つ仕事を通じた「収益づくり」（食事）、
会社のエクササイズ「社内改革」（運動）で免疫
力を高める “ 会社の元気づくり ” が大事です。
　今、中小企業はコロナで多くことを学んでいます。
パナソニックもソニー、ホンダもルーツは中小企

業でした。今回のコロナ禍を通じて、日本の中小
企業がパワーアップし、世界で活躍することで、
ニッポン再生につながるのではないでしょうか。
　最後に、日本の産官学そしてメディアも変わら
なければなりません。ＤＸ、デジタルトランス
フォーメーションへのシフトは今の常識を破らな
ければ実現できません。
　最近、メディアでは “With コロナ ” とよく言
われます。コロナと一緒にという意味ですが、
With にはもう１つの意味があります。“ 活用す
る ”“ 利用する ” と言う意味です。
　経営の神様、松下幸之助は「不況は会社を大き
くするチャンス」と言われました。コロナ不況を
利用して、社内体制を改革し将来の発展につなげ
るべきです。その先導役として、フットワークの
軽い中小企業に大いに期待したいと思います。
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特別寄稿

１．はじめに
　人口減少社会の時代では、日本全体を均一的に
整備する「作る」ことから、地域の特性を活かし
た「育てる」ことに、まちづくりの基本的な考え
方が方向転換をしている。昨今、大都市や地方都
市において、また商業地や住宅地においても、エ
リアマネジメントの活動が広がってきている。エ
リアマネジメントとは、民間事業者等が一定のエ
リアにおいて、公共空間を活用したイベント、清掃、
防災及びエリアプロモーション等に主体的に取り
組み、地域の価値を上げる公益的な活動である。
　昨年、国土交通省は、官民連携まちづくりをス
ローガンに「居心地よく歩きやすいまち」を推進
する方向性を打ち出した。令和時代は、国、地方
自治体、地域（市民、企業等）が、相互に協力を
しながら、ウォーカブルなまちづくりに取り組む
ことが最も重要であると考える。

２．エリアマネジメントの基本
　なぜ今、エリアマネジメントに取り組む地域が多
いのかと考えた時、日本には 2 つの課題に直面し
ているからである。 1 つ目の課題は、人口減少と
それにともなう経済規模の縮小が考えられる。戦
後日本の都市は 人口の急激な増加と社会資本の整
備が続き、1964 年開催の東京オリンピック、1970 
年開催の大阪万国博覧会は、経済成長のシンボル
といえる。しかしながら、国立社会保障・人口問題
研究所が推計する今後の日本の総人口は、2008 年
1 億 2800 万人をピークに、2020 年では 1 億 2500
万人、2030 年では 1 億 1900 万人、2040 年では 
1 億 1100 万人、2050 年で は 1 億 500 万人とな
り、その 3 年後には 1 億人を割り込むことが見込

まれている。自分の子供や孫の時代には、更に急
速な人口減少が進み、日本の都市を支える「人的
資本」が欠如する社会となることは確実である。2
つ目の課題は、老朽化する社会資本である。戦後
から高度成長を支えるために大規模な公共投資を
行い、道路、橋梁、トンネル、 河川、港湾などの社
会資本が整備されてきた。当時の政府は、都市の
成長を考えて、「都市を作る」ことに重点を置いて、
整備してきたが、現在では蓄積された巨大な社会
資本を維持管理しなければならない時代に直面す
る時期を迎える。国土交通省（2018 年）の資料では、
建設後 50 年を経過する道路橋の割合は、 2018 年
では 25％、2023 年では 39％、2033 年では 63％
を迎える。東京オリンピック、大阪万国博覧会を考
えると現在が、土木構造物の耐用年数である約 50 
年を迎えることになる。国土交通省の「社会資本
の維持管理・更新に関し当面講ずるべき措置」（2013
年）」資料では、その維持管理・更新費用が、2013
年では約 3 兆円、2023 年では約 4 兆円、2033 年
では約 5 兆円に膨らんでいる。現在の国の予算規
模は、約 100 兆円。その中で国土交通省の予算が
約 6 兆円とすると、現在でも全体の半分程度は維
持管理・更新費用に充当されていることが分かる。
今後少子高齢化による社会保障予算が、益々膨ら
むことから、社会資本を維持管理・ 更新する費用
が限定的にならざると得なくなることが明らかであ
る。 国が都市再生・まちづくり政策の一環として、
エリアマネジメントを推進する目的は、従来官が
担ってきた公共公益施設の管理やサービス水準の
維持が困難になってきていることから、市民や企業
などからなるまちづくり団体に、その補完的・代替
的な役割を担ってもらおうというものである。地域

「令和時代に求められるエリアマネジメントの役割」

( 一社 ) 大阪梅田エリアマネジメント代表理事　植松宏之
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により抱えるニーズは異なり、賑わい、安心・安全、
防災・減災、コミュニティ創生、美観・景観など
幅広い活動領域があるが、官と民が寄り添い地域
の活性化と地域の資産価値を向上させるためには、

「都市を育てる」視点に立ち、官民連携まちづくり
の取り組みが最も重要であると考える。

３．大阪梅田地区でのエリアマネジメント活動
（１）エリアマネジメント組織の設立経緯
　各エリアにおける大型プロジェクトが開発途中
であった 2009 年当時、個々の施設が賑わうだけ
ではなく、大阪梅田地区全体としての競争力、集
客力、地域力を高め、持続的な発展を目指すため、
西日本旅客鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、グラ
ンフロント大阪 TMO の 4 社で 2009 年 11 月に梅
田地区エリアマネジメント実践連絡会（以下、実
践連絡会）を設立した。これまで大阪梅田地区は、
緑や広場が少ない、歩道のアメニティーが不十分、
地下街が複雑で地上の回遊性が低いなど多くの課
題を抱えていたが、ハードの都市再生事業と同時
にソフトなエリアマネジメント活動を実行的・実
践的に実施していくことにより、エリアとしての
ブランド価値を高める機運が高まってきた。

（２）組織構成
　実践連絡会は、年に 1 回の総会があり、それ以
外に定期的に幹事会を行っている。現在、実践連
絡会の事務局は、阪急電鉄が行っている。

　事務局会議では、実践連絡会のコンセプトや中
長期的取組み方針等について、4 者で議論を重ね
て策定してきた。現在では、梅田全体の「賑わい」
を形成する「梅田スノーマンフェスティバル」「梅
田ゆかた祭」に取り組むための冬季イベントワー
キング・夏季イベントワーキング、WEB サイトを
通して梅田地区に係る情報の発信を行っている情
報発信ワーキングから構成されている。その他に
は、防災・減災の活動、全国エリアマネジメントネッ
トワークや視察訪問の受け入れ、国土交通省の補
助金申請業務などは、事務局が業務を担っている。
　また、実践連絡会 4 者で共通認識を持って活動
を進めていくために作成した「コンセプトブック」
を 2011 年に策定し、2014 年、2019 年に改訂更
新をしている。（http://umeda-connect.jp/）

（３）活動実績
　実践連絡会では、梅田地区全体を対象に、夏は

「梅田ゆかた祭」、冬は「梅田スノーマンフェスティ
バル」というエリアイベントを開催している。
　梅田ゆかた祭は、梅田の夏の風物詩となること
を目指し、2012 年度からスタートしている。グ
ランフロント大阪うめきた広場では、「ゆかた de
盆踊り」を実施しており、都心で地域住民と一緒
になった盆踊りという試みが大変好評で、毎年約
5,000 人の参加があり、夏の風物詩として定着し
てきた。また、エコをテーマとした「梅田打ち水
大作戦」では、会場を 4 つに分散して、約 2,000
人の方々が午後 4 時から同時に打ち水を実施して
いる。参加者は、一同に「梅田、涼しくなあれ」
と掛け声をかけて、ヒートアイランド対策に貢献
しようと地域の一体感を作り出している。
　このエリアイベントを開催する目的は、エリア
にある公共空間を利活用し、周辺の店舗施設と一

図1 梅田地区の5つのエリア構成 

図２ 実践連絡会組織図 
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体になり、来街者が梅田エリアを楽しく回遊して
いただくことと、地域の住民、店舗そしてワーカー
の方も参加して、梅田のまちに愛着をもっていた
だくことである。エリアマネジメント活動を実践
する実務者が、自らが楽しいと感じ、地域の方と
コミュニティを形成し、地域の絆をつくることが
重要であると考えて取り組んでいる。
　実践連絡会は、エリアのプラットホームとなり、
行政、警察、消防、地元自治会と連携して、エリ
アの価値を高める活動を行っている。道路の清掃
活動、不法駐輪・路上喫煙禁止の啓発活動、歩道
の道洗いなど地域と一緒に公益的な活動をするこ
とにより、行政から信頼や絆を形成してきた。そ
の効果もあり、車両の通行規制（歩行者天国）、
道路上へのベンチ設置（イベント時）、道路上の
上空占用（提灯設置）などの様々な規制緩和を獲
得することができている。　　　
　2012 年から 2019 年までの「梅田ゆかた祭」の
来場客数は約 17 万人、ゆかた着用者数は約 8 万
人、イベントの認知度は 53％と高まっており、
長く続けることにより、梅田の夏の風物詩として
認知されることを期待している。
　　　　
４．エリアマネジメントを支える法制度

（１）大阪市エリアマネジメント活動促進条例
　大阪市は、民間主導による柔軟なまちづくり活
動が今後ますます重要になると考え、2014 年 3

月に「大阪市エリアマネジメント活動促進条例（以
下、エリマネ条例）」が議会承認され、全国初と
なる BID 制度（Business Improvement District）
を創設した。この制度は、欧米を中心に法制度化
が進み、都市の活性化に成果をあげている BID
制度をモデルとして、合意形成が得られた地区の
地権者等が費用を負担し、自らが目標とする質の
高いサービス水準でまちを管理運営することを公
的に位置づけた制度である。具体的には、3 つの
法制度で組み合わされている。
①「地区計画」
　限定された地区が目指すまちの将来像などの方
針を都市計画法に基づく「地区計画」で制定される。
②「都市利便増進協定」
　2011 年度に新たに都市再生特別措置法に盛り
込まれた「都市利便増進協定制度」に基づき、活
動主体となるエリアマネジメント組織が、道路等
の公共施設の管理者と活動内容と費用負担につい
て協定を締結するものである。
③「地方自治法 224 条による分担金」
　「都市利便増進協定」で定められた公共施設の一
体的な整備または管理については、大阪市が分担
金として地区内の地権者から徴収して、エリアマネ
ジメント組織に交付して、その組織が実施する。
　上記の 3 つにかかる手続きは、国の制度を活用
したものではあるが、大阪市が決定、認定などの
権限を有しており、地方独自で取り組めるスピー
ド感を有した制度となっている。また、大阪市で
は道路等の公共施設等の占用についても、エリア
マネジメント組織に権限を与え、柔軟な運用を図

写真１ ゆかたde 盆踊り実施風景（うめきた広場） 

写真２ 打ち水実施風景（茶屋町）

図３ エリマネ条例の骨子（2014 年 12 月 4 日・日経新聞）
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ることを考えている。すなわち、特例道路占用で
は明確にされていなかった道路占用料の免除など
が実施され、エリアマネジメント組織の費用支出
が軽減されるため、より自由度の高い活動が可能
になると考えられる。2014 年 7 月 26 日に一般社
団法人グランフロント大阪 TMO が大阪市から都
市再生推進法人の指定を受け、2015 年 4 月から
本格的にエリマネ条例の適用が始まった。

（２）内閣府地域再生エリアマネジメント負担金制度
　2018 年 6 月 1 日に、待望の日本版 BID 法とも
言われる「地域再生エリアマネジメント負担金制
度」が公布・施行された。
　地域再生エリアマネジメント負担金制度とは、
３分の２以上の事業者の同意を要件として、市町
村が、エリアマネジメント団体が実施する地域再
生に資するエリアマネジメント活動に要する費用
を、その受益の限度において活動区域内の受益
者（事業者）から徴収し、これをエリアマネジメ
ント団体に交付する官民連携の制度である。詳細
については、内閣府地方創生推進事務局が策定し
た「地域再生エリアマネジメント負担金制度ガイ
ドライン」（2019 年 3 月策定、2020 年 3 月改正）
に記載されている。
　同制度の目的は、フリーライダーの課題をでき
るだけ解決し、活動となる安定的な財源を確保す
ることにより、公物管理に限定されることなく、
賑わいの創出等の活動を行い、地域への来訪者等

の増加や就業機会の創出など地域の経済基盤の強
化を目指すものである。
　なお、大阪梅田地区では、同制度の適用を検討
しており、エリアマネジメント団体の受け皿とし
て、「一般社団法人大阪梅田エリアマネジメント」
を創設した。同法人は、2020 年度内閣府地方創
生推進交付金を活用して、10 月に社会実験を行
い、業績評価指数（KPI）とその効果を分析し、
試行する予定である。社会実験のテーマは、「健
康ウエルネス～歩くフェス～」。テラプロジェク
ト（小林昭雄理事長）と連携して、運動・食・歩
行のコンテンツをサブテーマにして実施する。参
加者は、3 密に配慮しながら梅田エリアを回遊し、
参加者の健康増進、事業者の受益及び周辺エリア
への波及効果などを評価分析する予定である。

５．おわりに
　エリアマネジメント活動の原点は、地域の関
係者がお互いの信頼性を築き、その地区が保有
する地域力を関係者で高めようとする「絆」で
ある。すなわち「社会関係資本（ソーシャル・
キャピタル）」が重要であると言える。欧米では、
COVID19 の影響を受けて、BID 組織が行政と連
携して、生活道路を通行止めにして、車道で店舗
営業をしている。低成長期を迎える日本では、地
域に特化して活動するエリアマネジメント組織
が、官と民の中間組織として、地域が有する課題
解決に貢献するものと期待されている。

図４ 自主事業と分担金対象事業（大阪市資料） 
図５ 負担金制度の概要 
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花や植物と生活する
 バイオフィリックな生活様式とは
　新型コロナウイルス (Covid-19) に打ち勝てる
バイオフィリックな生活様式を、世界に発信でき
るチャンスが今、日本にあります。
　「バイオフィリック」とは、米国 E.O. ウイル
ソン博士の「人は先天的に自然を好む。」と言う

「Biophilia」説に基づき、花や植物が身近にあり
自然を感じる生活や職場の環境を作ることを意味
します。そして「バイオフィリック」な環境に身
を置くと、健康や幸福感、生産性、創造性が増進
する事が判ってきました。
　世界の建築業界でも「バイオフィリック・デザ
イン」が注目されており、その代表作が、米国シ
アトルでドーム状の植物園かと思わせる Amazon
本社です。
　特に現代人は、生活の中で建物の中にいる時間
が平均で 90% 以上と言われています。更に各国
の大都市圏に人口が 40% 以上集中する傾向にあ
り、大都市にある職場や生活の場を中心に、花や
植物、自然光、水を使い自然環境を整える「バイ
オフィリック」な生活様式が求められています。

　その良い例が故リー・クアン・ユー氏によっ
て 55 年前に建国されたシンガポールです。当時、
国民が住むマンションと円滑な交通を司る広い道
を整備した際、コンクリートの真っ白なシンガ
ポールが出来上がりました。日本をこよなく愛し
たリー氏は、世界に誇れるシンガポールにするに
は、東京の様に緑豊かな皇居が真ん中にある「ガー
デン・シティー」を創ろうと「公園庁」を設立し、
現在の緑豊かなシンガポールとなりました。
　さらにリー氏は「バイオフィリック」な国を創
ろうと亡くなる 10 年ほど前に、先ず人が自然に
触れあい楽しく健康に生きる環境である「ガーデ
ン」を整え、その周りに人が住む場所、人が働く
場所を創る「シティー・イン・ザ・ガーデン」を
提唱しました。海岸線の埋め立て地に約 100Ha
の Gardens by the Bay を 7 年前に開設し世界中
から集めた珍しい花や植物で人々を迎えます。内
外から年間、シンガポールの人口の 2 倍以上にあ
たる 1200 万人の来場者があります。

「日本式バイオフィリックな新しい生活様式」

クリザール・ジャパン株式会社　取締役副会長　海下 展也

特別寄稿

シアトルにある大植物園のようなAmazon本社スフィア― 
冷房が効いたドーム内に

ある人工の滝

Gardens by the Bay

日本からの桜も人気を
集める「桜祭り」
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日本が持つ花や植物を愛する文化
　日本では古来より花鳥風月の様に、「自然を観
察し愛でる文化」が大切にされて来ました。5 世
紀前半から 8 世紀前半にかけて詠まれた約 4,500
首を収録した「万葉集」では、3 分の 1 に当たる
1,548 首で約 160 種の植物が詠まれています。江
戸時代末期に来日した英国の植物学者 R. フォー
チュン氏は、ガーデニングが庶民の文化となって
いた日本を「世界で一番の園芸大国」と評しまし
た。また近年でも 1900 年のパリ万博に初出展さ
れた「生け花」が、それまで三角や丸、三日月形
だけだった、欧州のフラワー・アレンジメントに
自然の景色を切り抜いた様に生けるナチュラル・
スタイルを誕生させました。さらには自然の美を
生活に取り入れるアール・ヌボー文化にも大きな
影響を与えました。そして、現在の子孫にこの環
境を残す「サステイナブル」志向で「ハイテク」
な時代は、伝統や文化、人と人の絆、自然との繫
がりを大切にする「ハイタッチ」が求められます。
家庭に自然を織り込む床の間の花飾りや、自然環
境を維持し無駄を出さない「もったいない」精神、
来客への「おもてなし」の心がある日本流ライフ
スタイルが世界中でファンを増やしています。

花や植物が持つ驚きの効用
　2006 年にハーバード大学医学部の N. エトコフ
教授が「家庭に花があると思いやりが増し、落ち
込まなくなる。やる気も増進する。」という花の
効用を発表し、「家庭の花き *」が必需品と位置

付けられるようになりました (* 日本では花や花
が咲く草花を意味する「卉」を花き ( 花卉 ) と呼
び、観賞用の植物を総称します )。その後、欧米
で花きの効用の研究と報道が盛んになり、リーマ
ンショック等の社会不安解消策として、「花きの
あるライフスタイル」が浸透してきました。
　「贈る花き」は、受け手が瞬時に喜びを感じ、
贈り手の気持を素直に受け取ります (2005 年ラト
ガース大学 J.H. ジョーンズ )。これを受けて欧米
では、気持ちを込めて何気なく贈る「ありがとう
花束」や「ごめんね花束」、さらには「愛の告白
花束」が人気です。
　「職場の花き」は、仕事のストレスを軽減し、
集中力を高め、作業効率を 12% アップします
(1996 年ワシントン州立大学 V.I. コー )。更に職
場環境を改善し、欠勤率も 15% から 5% へ激減
します (1998 年オスロ農業大学 T. フィールド )。
今後、日本の「働き方改革」にも働く環境作りの
観点から「職場の花き」が大切な要素になります。
　「病院の花き」は、患者の回復を早め、術後の
鎮静剤等の使用も軽減します (2008 年カンザス州
立大学 S.H. パーク )。日本では関西を中心に院内
感染に繋がると、見舞い花を受けない病院もあり
ましたが、数年前に厚生労働省が事実無根と発表家庭の花き

贈る花き 心を贈る花束

職場の花き
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しました。
　「都市の景観を改善する花き」は、ゴミ、落書き、
犯罪を防ぎ、地域の不動産価値も高めます (2015
年ペンシルバニア大学 S.H. ハン )。また都市緑化
は精神的ストレスを緩和し、怒りや暴力に繋がる
犯罪を半減します (2001 年イリノイ大学 W.C. サ
リバン )。
　「店頭・店内を飾る花き」は、顧客を呼び込み、
滞在時間や売上を 12% 増やします (2002 年ワシ
ントン大学 K.L. ウォルフ )。また若者達には、「花
きのある美しい場所にいる。」と写真やビデオ付

きの SNS で発信するコトがクールな行動となっ
ています。有名な花店「青山フラワーマーケット」
を展開するパーク・コーポレーションが、花や緑
のある環境で喫茶や食事が楽しめる様開設した

「Aoyama Flower Market Tea House」は連日若者
たちが訪れ、1 時間くらいの待ち時間が有るほど
盛況です。
　「学校の花き」は、子供たちの集中力や記憶力、
創造性を促進し成績が 10-14% 上がります (2010
年シドニー工科大学 J. デール )。
　また日本の小中学校生は三分の一が慢性疲労症
候群と言われています。ストレスが深い眠りを妨
げるのです。その対策の一つとして脚光を浴び始
めたのが、花きの持つ「緑の香 (Green Odor) 」で
す(1996年山口大学畑中顕和教授)。「緑の香り」は、
良質の眠りを促し、健康と成績改善を実現します。
　「老年層への花き」として「ガーデニング」は
老年層に健康と精神的な安定をもたらします
(2008 年カンザス大学 S.A. パーク )。さらに認知
症者にも喜び、達成感、仲間意識を育みます (2006
年英国キングス大学 J. モリアティー )。

新型コロナウイルス（Covid-19）が
 送りつけてきた挑戦状
　世界中を不安と恐怖に陥れている新型コロナウ
イルス（Covid-19）のパンデミックは、緊急事態
宣言、三密回避、テレワーク、学校の休講、外出
の制限、国内外の移動制限、経済的な生活基盤の

店舗内外の花き
青山フラワーマーケットのTea House

東京の二子玉川にある人気の蔦屋家電内の植栽

学校での花き
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崩壊、生命や健康への恐怖、いつまでこの危機的
状況が続くかが判らないと言う不安等で、私達の
生活パターンを激変させています。
　特に大きな変化は、家庭にいる時間が長くなっ
たことです。それ自体は世界から大きく遅れた、
年間平均労働時間 2000 時間以上と言う「万年働
きすぎ社会、日本」には朗報です。しかし家庭で
の仕事の仕方や家族との接し方、子供たちへの勉
強と規律ある生活のさせ方等の戸惑いやストレ
ス、更には何時自分が感染するか、既に感染して
いるかもしれないことへの不安を感じる人々に
は、家庭内暴力、幼児虐待、イライラ、不眠、神
経疾患、身体不調、外出の過度の回避、飲酒喫煙
の増加と言う悪循環が生じがちです。また、学生
や社会人の半数近くが現状を「孤独」と感じてい
ると言う調査が国内外で発表されています。
　これら新型コロナウイルス（Covid-19）がもた
らしている大きな社会問題に、花や植物と暮らす、

「バイオフィリック」な新しい生活習慣が多くの
解決策を提供してくれます。
　「家庭の花き」がストレスを軽減し、深い眠り
を促進します。仕事も勉強も集中して行え、多く
の前向きな会話と発想が、笑顔の家族を実現しま
す。一人暮らしの家庭でも、生きている植物への
水やりだけで「孤独」の解消に繋がり、玄関先の
プランター１つのガーデニングでさえ、今まで話
したこともないご近所の住人との会話を生みま
す。そして「贈る花き」は、「元気にしている ?」

「頑張ろうね！」「直ぐに会おうね！」等のあなた
の心を家族や友人、同僚、ご近所、大切に思って
いる人々に伝え、深い絆を結んでくれます。
　また、「花や植物の効用」に着目した、新型コロ
ナウイルス（Covid-19）への対策も判ってきました。
　(1) 花や植物のある生活でストレスを軽減し、
良質の睡眠をとると、免疫力が増します。8 時間
以上の睡眠は 7 時間以下の睡眠に比べ、風邪等の
ウイルスに感染する率が 1/3 になるのです (2009
年カーネギー・メロン大学 S. コーエン )。
　(2) 快適な生活や職場環境における相対湿度は
30-60% です。一方インフルエンザ等のウイルス

が蔓延しやすい湿度である 25% 以下の環境で、
室内の明るい場所に観葉植物を室内面積の 2% に
整備すると光合成による蒸散で湿度が 30% 以上
になり、咳やくしゃみによる飛沫が落ちやすく舞
い上がりにくくなります (1992 年ワシントン州立
大学 V.I. ロー )。
　(3) 体内のビタミン D のレベルが低いと新型コ
ロナウイルス（Covid-19）に感染する割合が 1.77
倍になると判ってきました (2020 年シカゴ大学
D.O. メルザー )。感染予防のために外出を自粛す
る間でも、一日 10-20 分のガーデニングで日を
浴びると感染率が低下するのです。

アジア太平洋の時代
　この様に、「自然を観察し愛でる文化」を持ち、

「世界で一番の園芸大国」であった日本が、「花や
植物がもつ効用」を生活の場に上手く取り入れた

「バイオフィリック」で「サステイナブル」な新
しい生活様式を確立し、世界に発信して行くチャ
ンスがやってきました。
　一般に新しい生活様式は、各国の中間所得層に
よって広がって行く傾向があります。世界の中間
所得層に関する OECD の調査によると、日本は
2010 年に世界の中間所得層の購買力で 10% を占
めていますが、2030 年には 5% まで低下します。
その代わり購買力が大きく伸びて世界の 50% を
超える地域が中国、インド、その他のアジア太平
洋地域です。この地域では特に中間所得層の人口
が 2009 年の 5.3 億人から 2030 年の 32.3 億人へ
と6倍に増えて行きます。日本式「バイオフィリッ
ク」な新しい生活様式をアジア太平洋地域に広げ
て行けるチャンスが大きいのです。
　先ずは、新型コロナウイルス（Covid-19）に
対する医療体制の拡充と安全で迅速な検査体制を
構築した後には、　経済対策として 1930 年に米
国が世界恐慌を克服するために行った、ニュー
ディール政策の様に、グリーンインフラを拡充し、

「バイオフィリック」で「サステイナブル」な日
本を目指す、グリーンディール政策を展開してほ
しいと切望しています。



− 12 − − 13 −

　今年の 7月は記録的な降雨に見舞われ、8月は

予想以上の酷暑、そしてコロナ禍の中にあって、

ゆったりと自然を満喫できる環境ではありません

でしたが、9月になりやっと涼風が秋を感じさせ

てくれるようになりました。そこで今回は、9月

から 12 月をイメージして秋の散策道を取り上げ

ます。

初秋の景色を楽しむ
　とは言っても、まだまだ残暑が厳しい日もある

ので、まずは確実に快適さを確保できる山のハイ

キング・トレッキングから始めます。

　昨年の 9月下旬に訪れたのは千畳敷カールで

す。紅葉には 2週間程度早すぎたのですが、ピー

ク時の混雑を避けることはできました。木曽駒ケ

岳登山客と一緒に菅の台バスセンターからバスに

乗車、そのまま駒ケ岳ロープウェイで千畳敷駅に

到着。標高はすでに 2600 ｍを超えており、写真

の風景が目に飛び込んできます。千畳敷カール内

を散策するだけでも十分楽しめますが、元気があ

れば木曽駒ケ岳まで登ってみましょう。自分の

ペースでゆっくりと谷道を上っていき乗越浄土で

会員のひろば

四季を歩く⑶　秋の散策

嘉　数　隆　敬

千畳敷カール CANON　EOS　80D
EFS18-135ｍｍ　f/3.5-5.6　IS　USM　F8.0・1/200秒・ISO400

奥入瀬渓流 CANON		EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM

F4.5・1.0秒・ISO200
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休憩。すでに 2850m で、駒ケ岳 2956m まではも

う少しです。南方を見ると、はるか雲海が広がっ

ていました。早めに下山してバスセンターそばの

「こまくさの湯」で汗を流して体を休めるのがお

勧めです。

　秋の山の散策では、上高地も外せません。河童

橋から大正池までのハイキング、明神池から涸沢

カール方面まで足を延ばしてもOK。

　趣は変わりますが、十和田湖から蔦沼に抜ける

奥入瀬渓流の清々しさも素晴らしい散策ルートで

す。アップダウンが少なく、体力に自信がない方

でも問題ありません。蔦沼の紅葉はカメラマンに

大人気で、ちょうど朝日を正面から受けるので、

早朝から三脚の列がところ狭しと並びます。

　岩手の馬仙峡はさほど有名ではないかもしれま

せんが、男神岩、女神岩が落葉樹に囲まれて紅葉

の頃は格別の美しさを見せます。

野天風呂・露天風呂・秘湯を楽しむ
　10 月になり思い切って東北まで足を延ばせば、

温泉・美食との組み合わせが期待できます。青森

の酸ヶ湯温泉は「ヒバ千人風呂」という大きな混

浴施設で有名です。混浴といっても男性と女性の

スペースは分けられていて、湯舟は繋がっていて

も衝立があります。女性用湯あみ着も 1000 円で

販売されています。酸ヶ湯温泉の後ろには八甲田

山が控えていて、八甲田ロープウェイや城ヶ倉大

橋など紅葉スポットも数多くあります。

　八幡平を旅行する場合、11 月初旬にはドライ

ブウェイが閉鎖されるので１０月中になります。

八幡平ハイキングも楽しいのですが、個人的に気

に入っているのが「ふけ温泉」です。管理してい

る宿屋が 1件で、周りに 6か所程度の野天風呂

が散在しています。まさに秘湯といった趣で、半

数以上は混浴なのですが、観光客も少なく大自然

を満喫できるお風呂です。各野天風呂が点在する

酸ヶ湯温泉から見た八甲田山 CANON　EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM

F10.0・1/256秒・ISO100

馬仙峡 CANON　EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM　F7.1・1/125秒・ISO100
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敷地はところどころ湯気が噴出していて、紅葉し

た木々の錦繍と相まって秋を感じさせてくれま

す。

紅葉の名所を巡る
　紅葉の裏磐梯といえば、やはり五色沼が思い出

されます。数多くの湖沼群が名前の通り、種々の

青い色彩の水を湛えていて、それがモミジやカキ

ツバタなどを映して心躍る景色を作り出していま

す。片道1時間半程度の探勝路が設置されており、

平坦なハイキングコースになっています。

　11 月になると、関西でも紅葉の名所が次々に

見頃を迎えます。京都の神社仏閣の庭は 1年をか

けて手入れされた美しい紅葉が保証されており、

多少高めの拝観料も納得します。京都に負けず劣

らず美しい紅葉を愛でることができるところの一

つが湖東三山です。滋賀県の湖東にある西明寺、

金剛輪寺、百済寺の総称になりますが、紅葉名所

百選に選ばれています。日帰りで行けるスポット

なのでお手軽ですが、それぞれは多少離れていま

す。これらの天台宗寺院を結ぶシャトルバスが期

間中毎日運航されているので便利です。

　安芸の宮島といえば海に浮かぶ鳥居や社屋が有

名ですが、神社の裏手となり弥山のふもとにある

五色沼湖沼群 CANON　EOS　80D
Tokina	AT-X	80-400mm	f4.5-5.6	

F4.5・1/166秒・ISO500

湖東三山 CANON　EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM

F3.5・1/21秒・ISO100

ふけ温泉 CANON　EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM　F8.0・1/166秒・ISO100
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のが紅葉谷公園です。紅葉橋周辺のイロハカエデ

やオオモミジは秀逸です。

　ISCOのイベントとして、世界文化遺産となっ

た三菱長崎造船所や軍艦島を視察・見学に訪れた

折に、帰路の途中でメンバー数人と一緒に立ち

寄ったのが仁田峠です。雲仙ロープウェイから撮

影した写真を掲載します。曇天の夕方でしたが、

それでも急な斜面が紅葉で彩られていたのを思い

出します。

　今年はコロナ禍のせいで ISCOの見学会は開催

できず、講演会も数少ないので、大変寂しい思い

をしていらっしゃる会員諸氏も多いと存じます。

今後の状況は分かりかねますが、一刻も早く平常

時の活動に戻れることを祈念しております。

仁田峠 CANON　EOS　80D
EFS18-135ｍｍ　f/3.5-5.6　IS　USM

F4.5・1/64秒・ISO100

秋の宮島　紅葉谷公園 CANON　EOS　KissX7i
EFS18-55ｍm　f/3.5-5.6　IS　STM

F5.0・1/40秒・ISO100
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新 会 員 紹 介

奥
おく

　智
ともはる

治（1）54 歳　（2）滋賀県
（3）株式会社　日本触媒　事業創出本部・研究センター長
（4）ホルン
　　読書：松本清張著　昭和史発掘
　　旅行：ウィーン（歴史とクラシック音楽が好きなので）
　　その他： コロナ禍で活動休止中ですが、普段は市民オーケストラなどで演奏を楽し

んでいます。
（5） 歴史ある貴クラブの多様な活動に参加されていただいて、様々な分野でご活躍の皆

様と交流できることを楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。

片
かたおか

岡　幸
こ う き

毅（1）62 歳　（2）福井県武生市
（3）株式会社　KANSO テクノス　取締役　上席執行役員　水力統括部長
（4）旅行： 中東出身の方に薦められて、新型コロナが拡大する直前の今年 2 月に訪れた

オマーン。砂漠のイメージしかなかったアラビア半島ですが、3000 ｍ級の
山あり、世界遺産に登録されている灌漑水路はいまだ現役。冬場は気候もよ
く、オアシスでは気持ちよく泳げました。海の幸やおやつのデーツ（棗やし）
もなかなかイケます。

（5） 半世紀を超える歴史あるクラブで、広い分野からの最新情報などで大いに刺激を頂
いて、技術者として少しでも脳の活性化につながればと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

北
きたがわ

側　彰
あきかず

一（1）64 歳　（2）大阪府
（3）日立造船株式会社　執行役員　事業企画・技術開発本部　技術研究所長
（4）ゴルフ
　　読書：サピエンス全史
　　旅行： ハワイ島、溶岩の上に建つリゾートなど人間のたくましさを感じました。

（5） 大阪科学技術センターの委員ですが、大阪国際サイエンスクラブは謎の存在でした。
今回入会させていただきましたので、各種行事に参加しさらなる交流をさせてい
ただければと思います。

新しく入会された会員をご紹介します。　〔五十音順・敬称略〕
（1）年齢　（2）出身地　（3）所属（会社名等）部署・役職名
（4）趣味：読書（最近読んだ本）・旅行（印象に残った土地、理由等）・その他
（5）入会に際しての抱負など
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宗
そ う だ

田　敏
としあき

昭（1）58 歳　（2）兵庫県神戸市
（3）一般財団法人 大阪科学技術センター　普及事業部長
（4）読書： ４年前より年間 70 ～ 100 冊程度の乱読。最近のお気に入りは、葉室麟が描

く凛とした人生を貫く人物に焦点を当てた時代物です。
（5） 青少年をはじめ一般市民を対象に、科学技術や産業技術への理解増進を目的とした

事業を展開しております。本クラブの皆様と交流・コラボできることを楽しみにし
ております。

坂
さ か た

田　慎
し ん た ろ う

太郎（1）49 歳　（2）奈良県
（3）阪急産業株式会社　取締役　商事部長
（4）ゴルフ
　　読書： 「ネクスト・ソサエティ」
　　　　　「ソース～あなたの人生の源は、ワクワクすることにある」
　　その他： （ゴルフ）日々の雑踏から離れられ、色々な人たちと知りあえ、歩くこと

により健康にもいい等々。多種多様な魅力があり奥の深いスポーツ。
（5） 異業種、異分野の方々と交流させて頂き、私自身多種多様な魅力のある人間になれ

ればと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

重
しげさだ

定　宏
ひろあき

明（1）54 歳　（2）大阪府豊中市
（3）大阪ガス株式会社　ガス製造発電・エンジニアリング事業部
　　理事　ガス製造・エンジニアリング部長

（4）ゴルフ、サッカー
　　旅行：ケニア、広大なサバンナと野生動物の姿を見て世界観が変わりました。
　　その他： コロナ禍で、在宅で映画を見る機会が増加しました。日本では 2013 年公

開のインド映画「きっと、うまくいく」に感銘を受けました。
（5） 現在の職場では、電力システム改革に伴う新しい電力ビジネスにて脱 CO２に資す

る水素製造装置 HYSERVE やバイオガス関連の技術開発に取り組んでおります。
少しでもお役に立てればと考えておりますのでよろしくお願い致します。

小
こ

松
まつ

野
の

　悟
さとる

（1）43 歳　（2）大阪府
（3）有限責任 あずさ監査法人　大阪事務所　公認会計士
（4）読書：「哲学と宗教全史」出口 治明（著）
　　旅行：語学研修で行ったニュージーランド オークランド

（5） 会員に加えて頂きまして大変光栄です。皆様との交流を楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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中
なかがみ

神　保
やすひで

秀（1）53 歳　（2）岐阜県
（3）公益財団法人レーザー技術総合研究所　常務理事　事務局長
（4）旅行、映画、車
 　　 コロナ禍により旅行などの趣味も何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も

早く解消され、平穏な日々が戻ることを祈っております。
（5） 異業種、異分野のみなさまとの交流を楽しみにしております。

原
は ら の

野　佳
か つ こ

津子（1）53 歳　（2）大阪府
（3）住友電気工業株式会社　研究開発本部　研究企画業務部　研究推進部長
（4）読書： 「カモメになったペンギン」（著）ジョン・P・コッター、ホルガー・ラスゲバー
　　旅行： 大台ケ原、毎年、紅葉シーズンに家族で山歩きを楽しんでいます。訪れる度、

心が洗れる思いです。
（5） 歴史ある大阪国際サイエンスクラブに入会させて頂き、ありがとうございます。様々

な分野の方々と交流させて頂き、見識を広げたいと思います。
　　よろしくお願い致します。

西
に し お

尾　雄
たけひこ

彦（1）56 歳　（2）大阪府富田林市
（3）株式会社ＫＲＩ　取締役執行役員　経営企画担当
（4） 年甲斐もなく、もう 20 年以上、今住んでいる地元（大阪市）のクラブチームでソ

フトボールを続けています。身体が思うように動かない時もありますが、試合や練
習で汗を流した後にチームのメンバーと飲むビールが爽快で、やめられません。現
在は新型コロナウイルスの影響で飲み会は止むを得ず自粛していますが、早く再開
できるのを心待ちにしています。

（5） 昨年 9 月に開催された本クラブのシンガポール・深圳視察に参加させていただき、
大いに刺激を受けました。会報261号に私の報告も載せていただいておりますので、
宜しければご覧ください。年度が変わり、この度新会員として入会する立場になる
とは本クラブには縁があるな、と思います。よろしくお願いいたします。

西
にしかわ

川　秀
ひであき

昭（1）62 歳　（2）大阪府
（3）大阪ガス株式会社　顧問
（4） １.  出張や旅行先でのお土産で、かさばらないことと値段が安いという理由で集め

始めた色も形も材質も様々なマグネットが 100 枚を超え、冷蔵庫に貼っていま
したが、冷蔵庫を買い替えた時にガラスコーティングされており、貼り付ける
ことが出来なくなりました。これを機会にマグネットボードに貼り付け絵画の
ようにして楽しんでいます。一番のお気に入りは、触角が良く動く赤いイセエ
ビのマグネットです。

　　 ２.  在宅勤務を機会に家の近所の公園のウォーキングを始めました。同じ道でも日
によって、咲く花が変わり緑の濃さが変わり、鳴く虫の音が変わる新しい発見
があり、四季のある日本に生まれて良かったとの思いを新たにしています。

（5） 様々な分野で活躍されている皆様と交流できますことを楽しみにしております。ど
うぞよろしくお願いいたします。
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山
やまもと

本　和
かずひさ

久（1）61 歳　（2）大阪府
（3）日立造船株式会社　常務取締役　事業企画・技術開発本部長
（4）旅行： 家内とは良く温泉地に行きます。定期的に行くのは、有馬温泉や加賀温泉。

大学時代の野球部メンバーとは年 1 ～２回、ゴルフ付の同窓旅行に行ってい
ます。歳を重ねると共にプライベートでのつき合いの有難さを実感していま
す。

（5） 会員の皆様と交流させていただくことで自分自身の視野を広げたいと思いますが、
まずは新しい出会いがありますことを心から願っております。よろしくお願いいた
します。

藤
ふじさき

崎　光
こ う た ろ う

太郎（1）53 歳　（2）千葉県
（3）住友電気工業株式会社　総務部長
（4） 旅行： 今年の夏に、京都でも今までなかなか行く機会がなかった桂離宮、京都仙洞

御所に行くことができました。それぞれ日本の代表的名園であり、宮内庁の
方の説明も丁寧で、改めて京都の奥深さを感じました。

（5） 歴史あるクラブの一員に入会させていただきありがとうございます。入社以来、人
事・総務を担当しておりますが、メーカーの社員として本会を通じて視野を広げる
ことができればと思います。

　　宜しくお願いします。
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Memo



 囲碁の会【毎月第2、第4金曜日（午後半日）】へのお誘い 
　当サイエンスクラブの会員による囲碁の同好会「同友会」が下記の要領で開催されています。
会員同士の自由対局の他、プロ棋士による指導を受けることもできます（隔月開催）。ご関心のある
方はどなたでも随時ご見学頂けます。この機会に是非ご入会下さい！

記

日　時：毎月第2、第4金曜日　13:00～17:00
場　所：大阪科学技術センタービル会議室
参加費：1,000円（ドリンクサービス付）
その他：①｢同友会｣の年会費12,000円が必要です（4月に徴収）
　　　　②�活動は会員同士の自由対局が中心ですが、プロ棋士（現在は日本棋院の種村小百合二段）

の指導を受けることが出来ます＜隔月開催、3面打ち（指導料2,000円）＞

事務局からのお知らせ
＜今後の行事予定について＞
　・11/6(金)16:00～
　　特別懇談会｢浪花（大坂）よもやま話～くすりの歴史を訪ねて～｣
　　　於　大阪科学技術センタービル会議室またはZoomによるオンライン視聴

　・12/初旬（日程未定）
　　国際交流懇談会｢バーチャルリアリティ技術を活用したオンライン国際会議の動向（仮題）｣
　　　欧州と日本をオンラインで結んでご紹介します

　・1/15～2/7の毎金曜日
　　金曜サイエンスサロン「脳サイバーインターフェイスの拓く未来（仮題）」

　 この他にもおもしろい行事をどんどん企画していきますので、お楽しみに！（HP等で随時お知らせします）

　なお、当初予定されていた海外視察は、新型コロナウィルス感染症の世界的な蔓延の影響に 
より、開催しないことと致します。ご参加を楽しみにしておられた会員の皆さまには大変申し訳 
ありませんが、ご了承の程、よろしく願い申し上げます。
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編集後記
　9 月末になり新型コロナウイルスでの死者数が全世界で 100 万人を超え、国内感染者数も
8 万人を超えました。
　先日、IOC ＝国際オリンピック委員会 バッハ会長が、来年に延期された東京オリンピック・
パラリンピック大会開催へ向けておっしゃっていました。「最近、世界各地で大きなスポーツ大会が
開催されている。新型コロナウイルスのワクチンが開発中のなか、対策を講じれば制約はあっても
開催される見込みが出てきた。」ただ私たちが過去に観てきた数々のオリンピック大会とは全く
違った大会運営になると思います。
　先日、日本で開発された「全自動 PCR 検査機器」がテレビで取り上げられていました。検体を
入れた後すべての検査工程が自動化されており、人の手を介さないことで人への感染リスクを抑え、
検査時間も従来に比べ 3 分の 1 に短縮できるそうです。
　PCR 検査や感染予防に最大限配慮しつつ、平和の祭典・平和への発展を掲げるオリンピック・
パラリンピック大会が開催され、世界中の人々に夢や希望をもたらして欲しいと思います。
　今後、新型コロナウイルスに対して検査方法の新技術やワクチン開発などについて明るい
ニュースが伝えられていることを心より願います。
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会員の皆様へ
ホームページ「会員便り」へのご投稿お願い

　ホームページを2017年12月にリニューアルいたしました。
会員の皆様が発信したいトピックス（新技術、イベント等）を掲載いただける「会員便り」を新設い
たしました。大いにPRにご活用下さい。
下記の内容をいただきましたら、ホームページへアップさせていただきます。

①開催日など
②トピックスの内容(タイトル)
③詳しい案内はPDFにして下さい。

＜本件窓口＞
大阪国際サイエンスクラブ　事務局
TEL：（06）6441－0458　
FAX：（06）6441－0459　
Email : science@isco.gr.jp

− 22 −




