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天明塾長講話 

「人間力テスト」（抜粋） 

 

今回は「人間力テスト」です。ちょっと考えていた

だいて、答えを書いて「せーの」で開いて皆に見ても

らいます。 

 

●第１問 

野田一夫名誉塾長の言葉から。「成功の反対は失敗

ではない」、では成功の反対は何でしょうか。 

 

答えは「何もしないこと」。 

 

 

 

 

●第２問 

毎年所得番付で上位に入っている「銀座マルカン」

という会社の斉藤一人さんが出がけに下駄の鼻緒が

切れました。さて、何と言ったでしょう。 

 

答えは「出掛ける前で良かった」。 

ついているということですよ。出掛ける前だったら

ば直していくとか、履き替えていくこととかできる。 

 

●第３問 

 日本一の大富豪、竹田和平さんは、うどん屋さんで、

うどんに追加して頼んだおにぎりが売り切れていた

時、何と言ったでしょう。 

 

答えは「おめでとう。良かったね、売り切れたんだ。

完売したんだ。」 

人間力とは、人間性とは、他を思う心と行動。相手

のことを思うほど人間性が高い。 

 

●第４問 

 障害者や就労困難者だけを採用することを経営目

標としているＩＳＦネットの渡邉幸義社長。採用の面

接のとき、応募者が来た時に社長が出て行って、「あ

なた方は○○○」。○○は何でしょう。 

 

答えは「あなた方は全員合格です」。 

そのうえで、「うちはこんな問題があってこうだよ。

嫌な方はお帰りください」、ほとんど帰らないと言っ

ていましたけれどもね。 

２０２０年に障害者の給料を２５万円にしますと

いう目標。どんな障害を持った人でも、その人、固有

の能力がある。その能力を発揮させていく。それが経

営者の仕事ですと言っていました。 

 

●第５問 

 ある国の王様は側近Ａをものすごく信頼していた。

側近Ａは王様のどんな質問にも「起こったことは最高

でございます」と答えていたからである。あるとき王

様は右腕にケガをした。側近Ａを妬んでいた側近Ｂと

Ｃは、側近Ａに「王様が右腕にケガをしたことをどう

思うか」と尋ねた。側近Ａは何と答えたでしょうか。 

 

 答えは「最高でございます」。 

 

 さあ、そのことをＢとＣは王様に告げ口しました。

「王様、側近Ａは王様がケガしたことを最高ですと言

っていました」と言ったら、王様は怒って側近Ａは牢

屋に入れました。 

 

●第６問 

 そんな時に王様は狩りに行くことがありました。狩

りに行ったらば、人食い人種に捕まった。人食い人種

は病気の人は食べない。大けがをしている人は食べな

い。自分に毒が回っちゃうから。それで王様は食べら

れないで済んだ。「そうか、側近Ａはそのことを言っ
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ていたんだ」。狩りから帰ってきた王様は、自分が間

違っていたと気づいて側近Ａを牢屋から出して侘び

ました。「償いとして、どんなことでもお前の希望を

叶えてやる。何なりと言え」と言ったら、側近Ａは「償

いなど、とんでもございません。私は牢屋に入ってい

て最高でした」 

 

 答えです。「償いなんてとんでもありません。私は

牢屋に入っていて最高でした。もし私が牢屋に入って

いなかったら、王様と共に狩りに行っていたに違いあ

りません。そして人食い人種に捕まった私は、ケガを

してないから食べられてしまったに違いない。牢屋に

入っていて最高でございました」。 

 

 

 

 

●第７問 

 年中無休でお客様の要望に応えたい。加藤製作所と

いう中小企業があります。求人チラシ「意欲のある人

を求めます。ただし○○○」。 

  

 答えは「ただし６５歳以上」。これで有名になった

会社です。６５歳以上だから土日に働いてくれるわけ

だ。それで正社員は月曜日から金曜日までやって、そ

れで結果としてお客さんには年中無休。 

 

●第８問 

ある人が福島正伸先生に訪問の約束をしたけれど

交通渋滞があって、お約束の１時に間に合わない。「先

生、１時のお約束でしたが、１０分か１５分ほど遅れ

てしまいます。申し訳ありません」と言った。福島先

生は何と答えたでしょうか。 

 

答えは「えっ、１時半のお約束じゃなかったです

か？十分時間がありますからごゆっくり」。 

 人間性とは他を思う心と行動だから。「あのバカ、

遅れやがって」というのはうちの学生の答え。「あっ、

ちょうど良かった。今、立て込んでいて１５分くらい

遅れるとちょうどいいです」でもいいですよね。相手

が安心するから。 

 

● 「道と経済の合一」を願う祈りの経営を生涯追求

したダスキンの鈴木清一という創業者は、「損と徳の

道あらば、損の道を行け」。有名な言葉ですね。その

意味するところは何でしょう。 

 

 「損と徳の道あらば、損の道を行け」というのは、

相手に徳を与えろということです。だから、皆、他を

思う心と行動なんです。 

 

● 久しぶりに会った先輩から声を掛けられた。「お

元気ですか」、何と答えるか。「元気だよ」。昔の人は

決してそうは答えなかった。昔の人は「お陰様で、元

気にしています」。必ず「お陰様で」。 

 

●第９問  

松下幸之助は部下を叱った後に、決して落ち込まな

いように必ず行ったことがあります。それは何でしょ

う。結構叱ったようですよ、松下さんも、ビシビシと。 

 

 答えは、必ずその奥さんに電話をして、「今日な、

ちょっと叱っちゃったからな、美味しいものを今日は

食べさせてやってくれ」、必ず奥様にお電話をした。 

 

 最後、志を持ち続ける。挑戦の心を忘れない。心を

養う。全てを必然と受け止める。他の幸せを願う。以

上を自然体でできる、これが大事です。考えてやるの

ではなくて、パッとそれができる。 

 自分で作った問題だけに、いろんなところで、「あ

っ、これできていない」「あっ、これもまた間違った」、

そんな行動ばかりでございます。そんなことにぶつか

るにつけ、自然体でやれるようになっていこうと思っ

ている毎日です。 

 以上で終らせていただきます。ありがとうございま

した。 
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講師 手塚 茂樹 氏 [竹浪比呂央ねぶた研究所] 

「「ねぶた」のこれまで、これから」 

 

 皆さん、こんにちは。あおもり立志挑戦塾第５期生

の手塚茂樹です。私はねぶた師という職業に昨年から

就いております。昨年、デビューさせていただきまし

た。 

 

■ねぶたの世界に入ったきっかけ 

 私はねぶたを５歳の頃に見て、ものすごい衝撃を受

けました。構図の大胆さ、迫力、色の綺麗さに魅せら

れまして、以来、ずっとねぶたを見るのが好きな子ど

もでした。 

高校２年生の時、５代目名人の千葉作龍先生の講演

を聞く機会がありました。講演の中で、「今、ねぶた

を作っているから、興味のある人はねぶた小屋の方に

ぜひ来て見てください」ということで、私は次の日、

すぐに自転車で手伝いに行ったわけです。講演を聞い

た高校の生徒は７００人くらいいたんですけれども、

実際に行ったのは私１人でした。 

 その千葉先生のねぶた小屋に、手伝いとして 10 年

間通いました。その時に千葉先生のお弟子さん、現在

は私の師匠にあたる竹浪比呂央というねぶた師の先

生に出会いました。 

その後、私の師匠の竹浪先生と私との兄弟のような

関係がずっと続き、１０年くらい経って、私の師匠の

竹浪先生が千葉先生のところから独立するというこ

とがございました。 

 竹浪先生についていこうか、千葉先生のところに残

ろうか、いろいろ悩んだんですけれども、新しいもの

を作っていきたいという思いもあり、竹浪先生の方に

弟子入りということでお世話になることになりまし

た。それが平成１３年のことです。 

 

 

そこから実際に自分の作品というものを作る機会

が増えまして、青森市観光コンベンション協会が主催

している後継者育成のＰＲ用ミニねぶたを５年、６年

やってから、今度は中型ねぶたのお話をいただきまし

た。そして、昨年、マルハニチロさんの団体からお話

をいただきましてデビューさせていただきました。 

こういうことで、ちょっと時間が掛かったんですけ

れども、新聞では遅咲きねぶた師という、苦節２３年

紅白初出場のような紹介をされたんですが、いろいろ

人の御協力を得ながらデビューすることができまし

た。 

 

■「ねぶた」の一生 

ねぶた師の仕事は原画を描くところからスタート

です。どういう題材にするか、どういう構図にするか、

どういう色にするか、場面設定がどういうことなのか

という解説文も考えることになります。今、ねぶたが

終ってまだ８月ですけれど、もう私は来年の題材をい

ろいろ試行錯誤しているところです。 

実際、ねぶたの製作が始まるのは、雪が降る頃。２

月ぐらいから大型ねぶたの人形を組み始め、ゴールデ

ンウィークの頃には、ねぶた小屋に運び込んで、実際

に骨組みを本格化していきます。 

骨組み、電気配線が終りますと紙張りということに

なります。マス１つずつに和紙を貼っていき色をつけ

ます。最後に、出来上がったねぶたを台に上げ、運行

します。１年かけて作るんですけれども運行が終った

後はすぐ解体されます。 
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■ねぶたの歴史 

ねぶた祭りと言っていますけれども、特定の寺社と

か祭礼ではありません。祀るものがありません。守る

後ろ盾がない民間の行事です。 

今、有力とされる起源については、旧暦の７月７日、

七夕祭りではないかと言われています。秋の収穫に向

けて、夏のけだるさや災いを燈籠に乗せて川とか海に

流してしまう、眠り流しという行事の燈籠が大型化し

てねぶた祭りになったのであろうと言われています。 

ねぶたがいつから始まったのか、はっきりとは分か

りませんが、今から２９３年の江戸時代の享保７年に

弘前藩の５代藩主がお忍びでねぶたを見たという記

録が残っています。 

青森市はもともと、善知鳥村という村で、大体、家

が７軒くらいしかない寒村だったそうです。幕府が江

戸に移った時に、以前は、京都から日本海ルートで物

資のやり取りをするため、青森の港は鰺ヶ沢の方にあ

った。ところが、江戸に幕府が移ってから太平洋ルー

トのほうが近いということで、新たに港を造る必要が

生じて、それで善知鳥村、現在の青森市に町を創ろう

としました。 

新しい町を創るにあたって、物資をやり取りするわ

けですから商人の町にしたいということで、最初は、

大阪や近江、福井県の若狭あたりなど、関西の方から

商売の得意な人の移住を募ったそうです。集めるにあ

たって住む場所を提供したり、税金を優遇し、それで

青森市が商人の町として発展してきました。新町通り

は港に近い商店街ということで栄えていたわけです。 

そして、その商人達がねぶたを作って出して、盛り

上げていきました。ですから青森のねぶたはハネトと

いうものが存在して、派手に、賑やかにという発展の

仕方をしてきました。こういう商人の町として発展し

てきたものが、今の青森のねぶたにもずっと続いてい

るわけです。ねぶたを出す意義は、その場所で商売を

している御礼として地域の人達に恩返しという意味

で出すというのもありますし、また働いている人達の

福利厚生のためでもあります。 

ねぶたは最初から祭りだったわけではありません。

戦後すぐですが、昭和２２年に青森市の海運局が青森

市復興港祭りというのを開催しました。その復興港祭

りの目玉行事にねぶたが出ました。ですから、ねぶた

祭りではなく、港祭りの中にねぶたが出たということ

です。昭和３２年までそういう扱いでずっと来たんで

すが、昭和３３年に青森ねぶた祭りとして、今まで港

祭りに出ていたねぶたが独立して青森ねぶた祭りと

なりました。 

 

 

■ねぶた師の現状 

「ねぶた師」というふうにねぶたを作る人を言い始

めたのは昭和４０年代からだと言われています。いわ

ゆる製作費用をもらって作るプロの人です。 

ねぶただけで食べていくのは贅沢をしないと何と

かなりますが、決して楽ではないということで、今ま

でのねぶた師は台数を増やすということに一生懸命

でした。ところが台数を多くするということは、例え

ば「いやあ、ちょっと値段をまけてくださいよ」と団

体に言われた時にも、「じゃあ、安くてもやりますよ」

という人も出てきて、価格破壊が起きてしまいます。

こういうことで、若い人が進学、就職となった時に、

現実を見るわけです。結局、保証もないですし職業と

して成立していないですから。結局製作者にはなれま

せん。 

また、スポンサーさんが何かの事情でねぶたを出せ

ませんとなった時は、一気に無職になってしまいます。

だからと言って退職金があるわけでもありません。そ

れでほとんどのねぶた師の人は、ねぶた師以外の職業

を持ってねぶたを製作しています。後継者が育ちにく

い状況です。 
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■ねぶたのこれから 

この現状を打破したいということで、私の師匠であ

る竹浪比呂央が個人でねぶた研究所を立ち上げまし

た。現在、私はここの研究所の職員として働いており

ますので、一応、本業がありつつねぶたの製作をして

います。私はまだ恵まれている方です。研究所を創っ

た理由は職業の場を増やすということです。一般の見

学を受け付けていますし、古い写真とか文献の管理、

研究もしています。 

今、研究所の方で新しい取り組みとして、ただごみ

にして捨ててしまっていたねぶたの紙を綺麗にはが

しまして、実際に祭りで使ったねぶたの和紙を「カケ

ラ」としてリサイクルして販売しています。そうしま

したら、スターバックスコーヒーの店内に採用してく

れました。あと、三沢にある青森屋の客室の障子の部

分もねぶたの技法で書いてあるんですけれども、その

前に「カケラ」を置いていただいています。 

また、椎名林檎さんの新しいシングルのジャケット

のバックにねぶたが写っています。こういう取り上げ

られ方もしてきました。 

我々は研究所を立ち上げて、なぜこういうことをや

っているかというと、写真の使用料などを収益として

いこうとしています。今まではねぶただけで食べてい

くいはどうしたらいいかと、そればかりを考えてきた

んですけれども、私たちは使用料などでも収入を得て

いこうと考えてやっています。 

私はねぶた研究所に所属していますが、もう１つ、

流派を超えて若手４人のねぶた師がいろいろねぶた

の業界を盛り上げていこうということで「ねぶた屋」

という活動もしています。一番最近の活動の１つはス

ターウォーズのねぶたです。私はダースベーダーを担

当しました。 

 

 

 

 

 

■迷ったときには苦労を伴う道を選択する 

私は天明塾長から、５期生の時に「運を味方につけ

る」という話をいただいたことがあります。私自身振

り返りますと、かなり運はいい方だというふうに思っ

ています。私は子どもの頃に大きな病気をして中学校

の３年間は入院していました。学力もそこそこ足りな

いということもあって工業高校に進んだんですけれ

ども、その工業高校で千葉先生と会ったという出会い

があります。千葉先生のところに行ったからこそ竹浪

比呂央先生に会った。竹浪先生が精力的に活動をして、

今の研究所とかも立ち上げてくれて、そこのスタッフ

に入れたのも運が良かった。その流れでねぶた師とし

てデビューする夢が叶いました。 

今までを考えてみますと、結果的に思い切って動く

という方を選んできたと私は思っています。千葉先生

のところに残るか、竹浪先生の行くかという時も、思

い切って竹浪先生の方について行きました。いろいろ

苦労を伴う道を選んで行った結果、今に至っていると

思っています。動いた結果、良くなかったなと思って

も、それは神様からが何かを教えようとしてくれてい

ると捉えていまして、そこから学べばいいかなと思い

ます。 

私は入塾して、ねぶた文化を世界に発信するという

志を立てました。ねぶたというのは先人がずっと大切

に守ってきた地元の宝ですし、世界に誇れる文化だと

思っています。これを私は未来永劫無くしたくない。

ねぶたというのはいつ無くなってもおかしくないも

のだったんですけれども、次の世代にこういう素晴ら

しい文化をつなげていきたいという強い思いがあり

ます。 

人生一度きりという言葉も天明塾長からいただい

たんですが、これからも挑戦していきたいと思ってい

ます。皆さんも本当にそうした志を忘れないで歩んで

ほしいと思います。 

 

 

第２部 

グループディスカッション 

テーマ「私たちの「ふるさと貢献プラン」（２）」 

 

 

  



25 

 

■第４回目の様子 

 

 

 

 

 

 

 


