
天明塾長講話

第 1 回 平成 28 年 5月28日（土）～29日（日） 青森公立大学国際交流ハウス日程 場所

挨拶で変わる あおもりが活きる

　皆さん、よく入塾していただきました。
　この塾は人間力を高めて、次代を担う、青森を担うリー
ダーを創っていく、これを目的としております。人間力を高
めていくというのを６回の講座を通して狙いとしております。
　今回は「挨拶で変わる　あおもりが活きる」で挨拶の話
をします。
　

信頼関係の高さと 
人間力は比例する

　今、地域社会の問題をざっと挙げてみると、「公意識」
だとか、「身だしなみ」が無くなったとか、「地域コミュニ
ティー」だとか、「両親・先祖に対する感謝・尊敬の念の低
下」なんて書いてあって、自分のＤＮＡというのは、お父さ
ん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃん・ひいおじいちゃ
ん・ひいおばあちゃんからずっと来ているわけです。
　今ね、先祖って言うとダメなんです、受け入れてくれない。
宗教的においがするんです。非常におかしな事だと思うん
ですけれど、そんな時代になっちゃった。
　要するに個人主義、徹底した個人主義。生命観というの
を私の先生はよく言っていたんですが、生命観には２つあ
る。「個別生命観」といって自分は自分という考え方。もう
１つは「連続生命観」といって、命はずっと続いてきている
という考え方。世の中を悪くしていることの大きな原因の１
つは個別生命観。俺の命だから俺の自由に使っていい、俺
の命だから自殺をしても人から文句を言われる筋合いでは
ないというような考え方。でも、日本は昔からそうではなかっ
たわけだ。お父さん・お母さんから命をもらったよね。お
父さん・お母さんはおじいちゃん・おばあちゃんから。連続
している。その生命観を連続生命観。ここがすごく大事な
んだけれど無くなって個人主義となった。
　私はどこが問題だろうと思うと、いつも３つの誤解を感じ
ています。
　１つは、自然は無限であるとずっと誤解していたこと。
　２番目は、モノの豊かさが幸せを作るとずっと思ってきた。
だからモノをいろいろ生産して、幸せになるかなと思ったら、
どうもモノの豊かさは幸せと関係がなかった。トルストイが
言っています、「有り余るモノの豊かさが人間を不幸にしてい

る」、ということにだんだん分かってきた。
　３番目は人間が生物種の中で一番偉いと思ってきた。ど
うもそうでないというのもだんだん分かってきた。人間も１
つの種にすぎない。命のつながりの中で生かされている私
達は、命を何に使っていくか、どのように活かしていくかと
いうのが今、求められている。
　そういう中で、まず人間というのは大きな命のつながりの
中にいるよね。もう少し、ずっとしぼってみると、真ん中に
自分を置いてみると、自分の上に、お父さん・お母さんが
いるよね。もっと上にいったらおじいちゃん・おばあちゃん
がいる、ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんがいる。下
に行くと子ども・孫・ひ孫って続いていく。左側には配偶者、
右側には兄弟、右上には師、先生がいて、左下に友人・友
達、左上に地域社会がいて、右下に職場の仲間がいて。
私達はこういう８種類の人間関係の中で生かされている。
そうですよね。
　生き生き生きていくためには、この８種類の人間関係と
の信頼関係をつなげていく。信頼関係がつながっている人
はいい人というか人間力が高くなっていく。この８種類の人
間関係が薄れている人は人間力が低くなっている人だよね。
両親があって自分がある。子ども、孫のお陰で私は生きが
いが持てるとか、配偶者のお陰で自分が生かされている。
これ、皆、そうです。そう考えてみると、この８種の人間関
係、どう信頼関係を作っていくか。

自分が変われば 
相手が変わる

　私は 40 年間、行き詰まった会社の再建ばかりやっていま
した。潰れた会社の再建ばかりです。なぜ会社がつぶれる
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のか。どうしたら会社が良くなるか。それだけをやってきた。
行き詰まる会社というのは、信頼関係が薄いから行き詰まっ
ている。そんな中で、行き詰まった会社をどう直していくか、
改善していくか、改善の３原則。
  （1）上が変われば下が変わる。
  （2）自分が変われば相手が変わる。
  （3）家庭が変われば地域が変わる。
これしかない。これだけやってきたのね。そう、相手を変
えようとしてもなかなか変わらない。自分を変えれば相手
を変えられる。まずは、上から変わろうよ。社長が変わる
とその会社は変わりやすい。スポーツのチームだって、監
督が替わると変わってくる。なぜ、家庭が変われば地域が
変わるのか。家庭というのは、要は日常生活、家庭を含め
た日常生活が生き生きしているから職場で生き生きできて
いる。家庭を含めた日常生活でぐーたらしていたら、職場
に出て生き生きと生活はできない。なので、私が 40 年やっ
てきたことは、上から変わろうよ、自分から変わろうよ、家
庭から変わろうよ。これだけ。
　変わるって何ですか？当たり前のことを当たり前にやるこ
と。その当たり前の典型が挨拶なので、ようやく挨拶とい
うテーマにつながってきた。
　それが、改善のスタート。上から、自分から、家庭から。
当たり前のことを当たり前にやろうよ。信頼ができていない
ということは、当たり前のことを当たり前にできてないわけ
だ。約束を破るとか、返事ばかりでやらないとか、返事がしっ
かりできていないとか。
　そう、人間力の基礎はまずこれだよね。

挨拶で 
生まれ変わった会社

　スーパードライ、知っていますよね。アサヒビールは、キ
リンビールと最初はシェアが拮抗していたんだ。ところが、
アサヒビールがどんどん業績が下がってつぶれかかった。
そのときに住友銀行がメインバンクだった。住友銀行が樋
口廣太郎さんを社長として送り出した。
　樋口さんというのは、住友銀行の次期頭取と目されてい
た人で、自分は頭取になると思っていたけど、大企業の命
令は逆らえない。
　行ってびっくり、驚いた。食品会社なのに髪はボサボサ、
ネクタイは曲がっていたり爪は伸びていたり、挨拶、身だし
なみ、全然できていない。そこで樋口さんがやったのは、

挨拶と身だしなみ。
　その頃、既に、キレはよいけどコクのある、あのスーパー
ドライが生まれ出たわけだ。だけど全然売れなかった。い
くらコクがあってキレがあっても、１週間も２週間も店頭に
置いておいたらおいしくなくなっちゃうよね。だからアサヒ
ビールはそう売れなかった。それで、挨拶運動をやった。
営業マンが、「よーし」、ちょっと一旦古い在庫を全部撤退
して、新しい在庫を置こうよ、そして僕らが街に出よう。東
京駅、銀座、丸の内、朝の出勤時、「おはようございます、
アサヒビールです、１杯どうぞ」、試飲をやり出したわけだ。
それで爆発的に売れ出して、スーパードライの奇蹟が起こ
るわけです。
　もう挨拶で蘇った会社はいっぱい。
　挨拶って、単なる礼儀ではなくて、私は対象との同化だ
と思う。相手と一体になる。挨拶は礼儀を越えている。挨
拶の本質、相手があって自分がある。その心は、「お陰様」

「ありがとう」「ごめんなさい」「もったいない」だから挨拶
は人だけじゃないよ、モノにも自然にもだよと。
　これ、挨拶をすることが導入なんです。挨拶だけじゃない、
一応会計だから会計もやりますけれども。稲盛さん流に言
えば、アメーバ経営とフィロソフィー、そんな感じかな。フィ
ロソフィーに相当する部分がある。
　挨拶は意識的にやっていかないとなかなか身に付かない
んです。なので、この立志挑戦塾では始めと終わり、必ず
この挨拶をします。御協力ください。これがきちっとあった
らとてもすてき。
　「挨拶で変わる、あおもりが活きる」、全ては自分の反映
なんです。自分が変われば全てが変わる。
　徹底してやっていると文化になる。でも、徹底ができて
いない。徹底してやると遺伝子のスイッチがＯＮになる。こ
こら辺のところはだんだんお話をさせていただきます。
　ありがとうございました。
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講師講話

外国人から見た日本～日本の未来～
講師

講師

野 田 和 夫 氏

カール・ベンクス氏

名誉塾長
一般財団法人日本総合研究所会長
多摩大学名誉学長

建築デザイナー
カールベンクス＆アソシエイト有限会社 代表取締役

カールという人物について
（野田名誉塾長）
　皆さん、こんにちは。
　先ほど皆さんが知事に対して非常に元気な初心を述べら
れたこと、心強く思っています。
　ここに私の友人の１人がいます。カール・ベンクス。偶然
会った時に、２人は非常に気が合ったんだな。また機会が
あったら会おうと思った。
　国籍を問わない。でもカールと会った時に非常に気が合
いました。第一印象、非常にいい。カールは僕よりかなり
若い。
　今日、なぜカールを呼んだかと。カールは僕からすれば
尊敬できる友人です。普通なら、ドイツで生まれ、日本に
見物に来る。カールは非常に東洋に関心を持っておりまし
て、空手というのは日本の武道ですね、空手というのは日
本人よりも外国人に非常に関心が強いね。従って、空手を
まともに学ぼうというのなら、一応、日本へ留学しようとい
うことで、若い時に日本に来たわけです。
　彼のお父さんは画家で、しかも建築デザイナーの仕事も
やっておられたものですから、お父さんの影響を非常に受
けております。大学を卒業してから自分自身も同じような職
業を結果的には選んだわけです。彼は空手で日本に来たん
ですけれども、日本という異国に非常に関心を持ったんで
すね。普通の日本人なら、旅行者は大体、東京や大阪とか、
大都市だけを見て帰るわけですが、カールは関心があるの
で、日本のいろんなところを歩いた。お父さんの影響を受
けていますから、やっぱり家、特に民家というものに関心
を持ったんですね。
　ところが日本風の家というのはあまり東京にはない。田
舎に来るとまだ日本風の家が残っている。問題は、日本風
の家で民家というのがどんどん壊されている、都市化され
ている。民家というものは非常に価値があるものだと。つ
まり芸術的価値だけじゃないですね、住まいの工夫という
のが日本の風土に合うように造られているのが民家なんで
す。それから住むだけではなくて、やっぱり町というものの
魅力を高めるわけですから、そういう意味ではどんどん都

市化が進むと日本の都市の魅力というものが失われていく。
従って、やはり民家をもっと残さなければいけないと。残
すにあたっては、生活様式は変わりますから、生活様式は
どんどん変わっていっても、やっぱり家が持っている魅力と
いうのはその国の魅力と非常に関係がある。
　というような形で、結果的には日本の民家をドイツ、自分
の母国に紹介をしようという仕事をしていたんですが、結
果的に、この数十年前から日本に住もうと。日本に住もうと
いうのは、通常なら東京とか大阪とか大都会に住みますが、
彼は始めから日本を旅行していて非常に魅力を感じた地域、
これが実は、新潟の十日町。十日町というのは、コシヒカリ、
十日町周辺でできる日本で一番質の良い米ですね、それか
ら十日町は豪雪地域ですね。
　今では十日町で一番有名人になっています。カールに会
いたいために十日町を訪ねる人は、もう何百人、何千人と
いるぐらいですが、そういう意味では彼は人生そのものを、
自分の国で生まれて他国で花を咲かせたと。そういう意味
で、選んでくれたのが日本であります。
　今日はぜひカールから、なぜ、自分は日本の民家の再生
というものを考えたか。
　どうか、彼の話を聞いてください。

日本に来たきっかけ
（カール・ベンクス講師）
　私、カール・ベンクスというドイツ人です。野田先生が話
したんですが、私はお父さんの影響で日本に来ました。父
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は私が生まれる前に戦争で亡くなったんですけれども、日
本の文化の大ファンだったんですよ。家に浮世絵などいろ
んなものが置いてあったんです。いろんな本もあった。
その当時、まだ日本はすごい遠い国だった。そんな簡単に
は飛行機に乗って行けないので、もちろん父は日本に来な
かった。
　ヨーロッパでは、日本の文化はすごい評価が高かったん
ですよ。パリのエキスポからです。その前から本当にいろん
なものが日本からヨーロッパに来たんですよね。
　私はお父さんの残したものを見たり、お母さんから話を
聞いたりしていました。ちょうど私が６歳の時に東と西にド
イツが分かれちゃったから、東にいました。当時から日本
に興味があったんです。
　それで、どうしても日本に来たかったから、パリに静岡
の武道を教えている人がいたんです。ちょうど１９６４年、
オリンピックの時だったんです。オリンピックが終わってか
ら、それで柔道の先生達が練習をしていたんです。その時、
日本大学のＯＢ達、日本の武道、特に空手を教えた方が来
ましたので、もし空手が強くなりたいと思ったら来てくださ
いと。それが私のチャンスだったから、お金を貯めて、５
週間かけて日本に行き、日本大学に入りました。そして、
いろんなアルバイトをしました。加山雄三さんの若大将の映
画を作ってたから、私、エキストラで出たんです。もちろん
負ける役でしたけど。

唯一無二の日本文化
（野田名誉塾長）
　ちょうどいい時に日本に来ていたと思いますよ。
（カール・ベンクス講師）
　本当にその時は、日本はやる気があって、何でもやりた
かったんです。本当にパワーがあったんですよね。今ももち
ろんそうですよ。けれど、昔は何をやってもうまくいく感じ
だったんです。
（野田名誉塾長）
　非常にドイツも日本も力強く再建しつつある時代だね。
（カール・ベンクス講師）
　本当にそうですよね。
　1970 年の大阪の万博、ドイツ館を手伝ったり、晴海のフェ
アーでいろいろなドイツのものを作っていたんです。その時、
日本の職人と知り合いました。それで初めて、すごいと思っ
たんです。

（野田名誉塾長）
　「渋い」という本がある。あれを読んだんだよ。
（カール・ベンクス講師）
　「渋い」の本に書いてあるように、1975 年にドイツに帰っ
て会社をつくり、私の会社のロゴを「渋い」にしました。
（野田名誉塾長）
　ドイツ人に「渋い」っていうのを教えるのは大変だったで
しょう。

（カール・ベンクス講師）
　大変です。だからいいと思ったんです。
（野田名誉塾長）
　日本人が本来守らなきゃならないものを、結局、カールが、
しかも集団ではなくて単独でやったということに素晴らしさ
があると思う。普通ならば、大体会社とか、そういうもの
を創ってやるんだけれど、あなたは単独でやったということ
が素晴らしいね。
（カール・ベンクス講師）
　メーカーは安く、早く売らなきゃダメですよね。分かりま
すが、古いのをつぶして新しいのを造りましょうというのは、
考えが間違っている。古いのに足しながら新しいのを造る
のがいいんですよね。もっと価値のあるものを造ればいい
じゃないですか、使い捨てだけじゃなくて。
　20 年もすれば、どうせ子どもに渡せないから、つぶして
また子どもが自分の家を造ればいいです。経済的にも良く
ないと思いますね。昔は子どものために、孫のために、ひ
孫のために造ったお家。もうちょっと日本の伝統の技術を
入れて、多少高くてもしょうがないかもしれないけれど、
ちょっと変えないとダメですね。
　皆、すごく高いと思っているんです。けれど、モノを捨て
る必要もないし、補助金が出るので、値段的には新築とあ
まり変わらないんですよ。けど、出来上がると全然価値観

第 1 回 野田和夫氏　カール・ベンクス氏－講話

カール・ベンクス氏
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が違うんです、材料と技術が違うから。だからいいんです
よね。
　ドイツの話ですが、ドイツは戦争の後、文化財じゃなく
て古民家を残すための法律ができたんですよ。だから逆の
意味で建物を個人で潰すと大変な罰金になるんです。その
代わりに古民家の 80％は直すんです。
（野田名誉塾長）
　直す価値のある家だけでしょう。
（カール・ベンクス講師）
　はい、でも100 年の家も残っているんです。残す価値は
材質じゃないんです。
　ドイツは戦後、モノをどんどん潰したから、もう潰すこと
ができない。土地でも、古い建物を保存しなければダメで
す。18 世紀に造られた教会なんですが、戦争で倒壊しまし
た。街は爆弾でダメになったんです。片づけるお金がなかっ
たため、そのままだった。だけど、かけらが全部残ってい
たからよかった。
　それで建て直したんです。それは国だけじゃなくて本当
の寄附です。もちろん国もお金を出した。そのぐらい向こう
は昔のものを残すんですよね。そのくらいドイツは古いもの
に力を入れているんです。
　フランスはたくさん残っているから造る必要がないけど、
ドイツも、日本もそうだと思いますよね。もうちょっと守らな
きゃダメですよね。
　ちなみに茅葺きは、今、ドイツで流行っているんです。
（野田名誉塾長）
　日本のそういう茅葺きの技術も、だんだん伝承する人が
いないんだ。
（カール・ベンクス講師）
　いないから、特徴があるから高くなるし、高くなるからま
たいらないしと。もうダメだと思いますね。
　だから、ぜひ日本の文化、日本の建築を世界中に広げな
ければダメですよ。少なくとも外人が来る時は、外人のため
だけでも保存をしておいた方がいいと思いますよね。

塾生とのやりとり
（塾生）
　古民家再生を 40 年以上続けておられますが、続けられ
た秘訣を教えてください。
（カール・ベンクス講師）
　ずっと工夫をしてきたからだと思います。そんなにうまく

はいかないんです。絶対成功すると思って諦めなかったん
ですよ。
　何か夢があると、いろんな人に止めた方がいい、と言わ
れるけれど、それは聞かない方がいいです。
　自分がいいと思ったらやればいいと思います。それだけ
で、いつも本当に苦しみながら造ったんですよ。真似をし
たら何か面白くないから、苦労が面白いんですよね。
　後で誰か喜んでいると、お客さんが喜んでいると、お金
より気持ちがいいんです。それだけですよね。だから我慢
じゃないけれど、楽しく頑張らなければダメです。
（野田名誉塾長）
　カールは少なくとも古民家の再生ということで自分の人生
を立派に生きている。カールを必要とする人、カールを評
価する人がいるからだ。万人なんか相手にする必要はない
じゃないか。
　だから、そういう意味で、自分が 60、70 になった時、カー
ルと同じように満足している自分の人生を語れるような老人
に自分がなれるかどうかという不安をいつも持っているよう
に。今の 20 代 30 代は、君の 70 代、80 代とくっついてい
るんだよ。
　会社に勤めていれば何とかなるだろうというのは、ちょっ
とカールとは違う。会社に勤めていることが不安ではない。
会社に勤めていることだけでいいんだろうかと、まず疑うこ
とから始める。会社だけでなく役所でもそうだ。
　自分自身の１回しかない人生、たった１回しかない人生、
この人生を自分は 60、70 になった時に、どうやって自分の
子どもとか自分の後輩に語るか。これだけ考えて生きてい
れば答えは出てくる。

第２部

•アイスブレイク
•グループディスカッション
テーマ
　「どうすればリーダーシップは磨けるか」
•バックキャスティング

あおもり立志挑戦塾08

1703-0061-立志挑戦報告書Ｈ28-02.indd   8 2017/03/15   13:26:50



第 1 回の様子
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