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活 動 報 告
用件
場所
参加

羽田街道おもてなし清掃(37 回)
日時 2019 年 4 月 7 日 8:15-10:30
環七大井埠頭 湾岸道路(野鳥公園～大田市場)沿
記入 2019 年 4 月 8 日 縄田良作
128 人（初 10～20 人） 内新宿調理師専門学校様(新調)59 人、アライズ様 18 人 懇親会 94 人(内一般 35)
(時間)8:15-10:15 開会･掃除・閉会・解散
-10:30 運搬・ゴミ捨･道具･清掃
-10:40-11：40 懇親会
(配員) ②～⑧15～20 人 ⑨4 人 野鳥 14 人
(道具)
⑧
⑨
リヤカー
4
猫車
0
②
竹ホウキ
10
⑦
シダホウキ
2
西門
ｽｸﾚｰﾊﾟｰ
4
⑤
手箕
10
③
ちり取り
3
スコップ(角)
8
④
草刈鎌
8
・(ゴミ)可燃 25 資源 15(缶 5 ﾍﾟｯﾄ 9 瓶 1)袋

【全般】 三周年記念。鍵山相談役がおいでになり、挨拶はされませんでしたが、皆さんから大きな拍手が。
(1)植木剪定
すっきりし、掃除もとてもし易くなった。ごみ量は通常の半分以下。
(2)粗大ごみ
仮置きしたものが長く処置されず、今回やっと撤去。大変困っていた問題。
(3)掃除と経営(3p) 掃除に取り組む二団体の話。経営に好影響があることは間違いない。
(4)懇親会(2p)
年一度の懇親、他県の方の話が聞け、新調さんのお料理をおいしく頂いた。
(5)オリンピック後は？(3p) 経緯と今後の進め方を世話人から・・。
②【西門北側】

【野鳥公園東門】

【粗大・不燃ごみ】

2 日前下見ではなかったレジ袋と空
缶がバス停から門まで点々、通勤者？

昨年 9 月～、溝もレールも草土で埋
まり見えず。格子を外して掃除する

仮置きしていたものを、今回やっと
除去。半年間要望聞いてもらえず

【感想発表】

[区域]

全員新調さんの学生さんでした

・[②] 初参加です。ゴミが多かったです。枝などを使って、踏みつぶされたタバコの
吸殻を一つひとつ取るのはすごく大変でした。気づいたことを次回活かしたい。
・[③] 植込みを掃除しました。上から見たり下から見たりして、枝に引っ掛かっている
ペットボトルなどを取るのが大変でした。
・[④] 初参加です。率直にゴミが多いと思いました。誰かが捨てたら誰かが拾うという
ことに気づきました。学校でもきれいにしたいと思いました。来てとても良かったです。
・[⑦] 植込みにゴミがものすごく捨てられていました。あらかた取りましたが、手の届かないところもあり、トング
などがあればと思いました。糞尿も多く、大変でした。いい経験になりました。
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【懇親会】
◎香川から 地方では東京オリンピックに関われません。ゴミの１つも拾って「少しでもお
手伝いしたい」と思って参りました。新調の皆さんが、自分は食べずに飲物や食物を配っ
てくれて申し訳なく、頭が下がります。皆さんの気持ちを抱えて四国に帰ります。
◎香川から 誘われて夜汽車で今朝着きました。私の勤務校では 20 年掃除を続け、
我々の例会は 240 回、毎月どこかの学校でやっております。これからも続けていこうと思
います。今日は皆さん方とお知り合いになり、またたいへん美味しいものをいただきまし
て、身も心も満足です。
◎兵庫から 千種さんから「ゴミの原因はトラックダイバーや」と聞きまして、運送屋をやっておりますので(会場
笑)、罪滅ぼしで参りました。ただ知っといて頂きたいのは、ドライバーがゴミを出しているでしょうが、実際トラッ
クを止める場所がない、市場には時間通りに来い、競りに間に合わなければ値段が下がる。だからドライバー
は必死に走ってくる。来たら、荷物を下ろせないからちょっと外で待っとけなど、そういう扱いを受ける腹いせが
出てしまうのでしょう。料理人は材料を仕入れるところから始まりますが、市場の周りからきれいにすると、職人
の技も大きく変わってくるだろうと思います。私の知る上神田という人もそういう話をしておりました(会場笑)。オリ
ンピックの後も、この市場の周りがきれいであるよう願っております。
◎大阪から 羽田街道のことは聞いておりましたが、東京までは来てもここには来れませんでした。春になった
らと思っていたら木南さんが行くと知って、私もご一緒しました。初めてモノレールに乗りました。野鳥公園で土
を掘り出す溝掃除を楽しくできました。また来させて頂きます。お料理、美味しかったです。
◎名古屋から 毎回来ているので、私は東京の人だと思ってるかも知れませんが、実は名古屋から来ています。
今日は大勢の方に野鳥公園東門の清掃を手伝って頂きました。二人で３か月くらいやっても埒があきませんで
した。徐々に手伝って頂くようになって、今日は強力な助っ人を頂きまして、一気にきれいになりました。今日の
お料理は、気持ちがこもっていてすごく美味しかったです。
◎静岡から 新調の皆さんとは新宿や渋谷の掃除で毎月会っているので、私は東京の人間だと思っている人
もいるかもしれませんが、静岡の伊豆からの参加です。今日は野鳥公園で、本当に溝が土で詰まっていて、太
刀打ちできない感じだったんですが、皆で力を合わせ、やっと途中まで貫通して、中から幼虫や蛙が出てきて、
そんな楽しい掃除でした。木南さんと同じく、私も運送屋です。事情はありますが、マナーを徐々に上げていい
形になるといいなと思います。お掃除を経営の中心にして、会社もずいぶん良くなって来ました。掃除は人を
育てるのにとても役立ちます。料理には 5 つの味があると伺いましたが、私は今日の料理で、新調さんの｢人間
味｣という味が一番美味しかったですね(会場笑、拍手)。
◎静岡から 私はきれいにするのは勿論好きなんですが、自分が楽しいからお
掃除をしているところがありまして、いつも楽しく参加させて頂いています。
◎神戸より単身赴任 大阪の天分塾に行っていたご縁で、いろいろ勉強させて
頂いております。今日初めて参りましたが、朝眠くて、行くかどうか迷ったんです
が、皆さんとご一緒して、単身赴任では味わえない清々しい朝を迎え、また美味
しいお料理もたくさん頂きました。今日は本当に来て良かったと思います。
◎世話人 鈴木武
東京オリンピックを、｢おもてなし｣ということで誘致しました。きれいな羽田空港に着いたお客さんが、都心へ
向かう道路がひどいと、鍵山相談役から手紙が縄田さんにあり、2 人で下見にきたら、本当にひどい。2 人で 4 年
掛けてシコシコやろうかと思っていたのですが、まさかこのような大勢の方に、お食事、お土産付きで・・・3 年前
には夢にも思っておりませんでした。続けていると、範囲が広がり、大勢の方に参加頂くようになり、本当に有り
難いことです。四国の友だちから、参加するとの電話を頂いたんです。四国からわざわざ、そこで朝無理して 7
時に駅へ来たんですね。驚いたのは、赤い服着た変な若者(新調様)がもう来てるんですね(会場笑)。何時に来
てるんですかね。気を使いますので、あまり早く来ないように・・・(会場笑)、大変ありがとうございました。
◎東京掃除に学ぶ会代表世話人 千種敏夫 (閉会式締めの挨拶)
汚れは街の文化だといわれます。汚いままにしておくと、街は荒れ、人の心は荒んできます。きれいにしたら
問題がはっきり見えるようになり、問題が解決していきます。そして人の心は浄化します。
新宿や渋谷では商店街などが協力してくれますが、ここには住人がいません。皆さんのお力が必要です。今
まで私たちは、やっていれば広がるだろうと思っていましたが、今は時代が違います。一人でも多くの人に伝え
て、街をきれいにすることに協力してもらって下さい。この運動を大きく広めていくのは皆さんです。今後もご協
力をよろしくお願い致します。
以 上
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【資料】

羽田街道おもてなし清掃 経緯と今後

組織ぐるみで参加されている二団体にお話を聞きました。
(株)アライズ様

五反田の IT 企業

大中管理部長
昨年会社で美化委員会が立ち上がり、10 月から羽田に参加させて頂いています。すぐ仕
事に活かすのは難しいのですが、来るたびに気づきがあります。私は、学生時代ボランティアには興味がありま
せんでしたが、今は若いときにやっておけば良かったと後悔しています。新調の学生さんは非常にいい経験を
されており、これは社会人になって必ず活かされます。やってこなかった私が、今苦労をして言えることです。
小池正行社長
十数年前に掃除に学ぶ会に参加し、最初一人で始めました。今は五反田駅
前の掃除もしていますが、私がいなくても社員がやってくれるまでになり、非常に有り難いです。こ
れも、掃除の学びからだろうと思います。引き続き参加させて頂き、少しでも世の中のお役に立てる
企業になりたいと思います。
新宿調理師専門学校

｢人間を創る学校｣

角田考平先生(教務課課長)
上神田校長が赴任した 8 年前、我々は学生から「先生」と言われ、学生のこ
とより自分の都合で授業をしていました。教職員は｢心を磨く」ために「掃除」を始めました。「なんで？」と思う者
ばかりでしたが、きれいにすると心に化学変化が起きて清々しくなり、学生に目が向くようになったのです。学校
の掃除は業者委託か、やっても放課後です。学生は用事にかこつけて帰り、指導が手薄になると学生にサボり
心が生まれます。そこで掃除を授業に採り入れました。
学生は、一昨年の築地トイレ清掃、昨年の羽田、歌舞伎町 200 回大会で掃除を経験しました。そして去年の
4 月から街頭清掃を始めました。朝 7:15 生徒は寝ぼけ眼でしたが、次第に街の人から挨拶や感謝の声を頂くよ
うになり、生徒たちは掃除を通して次第に成長していると実感しています。
上神田梅雄校長
生徒は授業の一環として、教員は引率で来ました。掃除の会の皆さんが歴史を刻んで
いるものに、お客さんで参加しては失礼だと、その気持ちでお料理を少し用意させて頂きました。グルメを自慢
し合うのは下品だと思います。料理人をやってきて一番の気づきは、命の基である食材は、自
然、神様から与えられているものであり、みな感謝して頂くのが人類共通のテーブルマナーだと
思います。料理人は、たかが調理師ではなく｢神に仕える誇りある仕事｣であり、そういうことを伝承
する人を一人でも二人でも作りたいと思っています。皆さんのご指導をお願いします。
世話人 縄田良作
経緯
この｢東京湾岸道路｣は、横須賀から千葉県木更津の先まで、東京湾をぐるりと回る全長 160 ㎞の交通
の大動脈です。この地点は、南 2 ㎞にある羽田空港を出たお客様が最初に目にする場所で、私たちはこの
600m 範囲を掃除しています。東京オリンピックが決まり、鍵山相談役から｢おもてなしを唱える人は多いが、ゴミ
一つ草一本取る人がいない。現地を掃除しませんか｣とのお便りを頂き、実際来てみると、とても日本の玄関、東
京の玄関とはいえない汚れ放題の道でした。最初は 10 人から 20 人、2 年目は 30 人から 40 人で、この頃はまる
で｢賽の河原｣で、やってもやっても変わらない無力感がありました。ところが去年の 10 月から 3 か月新調の生徒
さんがお出でになり、150 人レベルでやって大きく変わり、その後の維持は 40-50 人でできるようになりました。
趣旨
2 周年大会で、鍵山相談役は「この活動は①羽田街道をきれいにすること ②日本の国をよくすること」
と仰って頂きました。森信三に「一眼は遠く歴史のかなたを、そして一眼は脚下の実践へ」という言葉があります
が、「国や将来のことを考えながら足元のゴミを拾う」が本会の趣旨です。
問題は「ゴミの処理」です。ゴミを拾っても捨てるところがなければ、活動できません。野鳥公園さんのご好意
で引き取って頂けていますが、粗大ごみと不燃ごみはだめなので、やむなくあそこに仮置きし、行政に半年前か
ら撤去をお願いしていました。しかしお忙しいのでしょう、｢忘れてた｣とか｢まだ見に行ってない｣とかで、今朝まで
撤去されませんでした。でも本日やっと処理出来て、まるで○秘が通じたかのような爽快感です。(笑)
オリンピックの後は？
地元住民の国道美化活動を支援する｢ボランティアサポートプログラム｣があります。
全国 1644 団体、東京国道事務所管内で 36 団体ある、ある意味公的お墨付きです。この取得を 3 年近くお願い
していますが、未だ認められません。理由は、私たちが地元住民ではないからだそうです。プログラムに期待す
ることは、①近隣企業への参加促進です。大田区は日本最大の中小企業集積地域です。新調さんとアライズさ
んのように、大田区の企業にも社員教育の一環として取り入れて頂きたいのです。玄関から｢掃除しませんか｣と
入っても、アヤシイと思われて叩き出されます。②通行者への啓発です。日曜早朝の活動は、今ほとんど知られ
ていませんが、｢ここは○○会が掃除をしています｣というサインボードを掲示でき、通行車や人に知ってもらうこ
とを期待します。 ③粗大ゴミなどの回収です。お役所ももう少し考えてくれるんじゃないか、と。
オリンピックの後もずっと続けるに、遠方の方々の善意だけに頼るには困難があり、地元の参加を頂くことが
条件と考えます。そのためにプログラムを取得し、地元に知ってもらい、参加を促したいのです。

