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タイムライン
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バルセロナのピンズを持ってきてくれた須賀さん

学校のiPad出欠管理システム改良中です

良質リフォームの会（QRC)セミナー

ピンズの生き字引・元ホンダマンの小杉さん

日本のピンズ第一人者・故板谷金吉さん

ピンズ展のポストカード撮影風景

ホームページの更新方法を聞きに橋本さん・福本さん

板谷さんが最期に作った「東京スカイツリーメモリアルピンズ」

63.4ｍｍ



ピンバッチとピンズと板谷さん
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大瀧詠一の曲が流行っていてアルバイトに明け暮れ
ていたころ、念願だった、生地は濃紺のフラノ、袖口
は２つボタン、前は３つボタン段返り、後ろはセン
ターフックベントのＪプレスの紺のブレザーを、当時、
横浜そごうの６Ｆのメガネ売り場にいた杉本先輩の口
利きで、４Ｆにある紳士服売場で購入した。

内側にネームを入れて出来上がった紺のブレザーを
着て杉本先輩のところにお礼に行くと、「ちょっと時
間ある！」という感じでＢ１Ｆにあるメガネ売り場に
連れられ、売場の店長・小沢さんを紹介された。杉本
先輩より少し年上の小沢さんは、トラッドの着こなし
がしっくり決まり、ファッション誌から出て来たよう
なお洒落な方だった。その小沢さんが「紺のブレザー
似合っているよ」といって、自分の襟に着いていた小
さな薄紫色のピンバッチを外して、私の紺のブレザー
の襟のフラワーホールに着けてくれた。小沢さんは、
立ち居振舞いもお洒落だった。今思えば、これが私が
ピンバッチを集めるようになったきっかけだった。

南青山にお客さまがいて、定期的にお伺いしていた。
地下鉄・銀座線の青山一丁目を降りて、地上に上がる
とホンダの本社がある。本社ビルの前のスペースには、
いつも売出し中の車やバイク、世界中のサーキットを
走り終えたＦ１カーや２輪、４輪のレイシングカーが
並んでいる。私の目と足はいつもここで止まる。年末
も近いころ、いつものように覗いて見ると「イタヤピ
ンズコレクション展」の看板があった。何だろうと思
い中まで入った。ピンズとはピンバッチのことだった。
ホンダ本社の１Ｆショールームの一角に1.8ｍの
ショーケース３台とその上の壁に、見たことのないピ
ンバッチがキレイに並べて展示してあった。場所がホ
ンダだけに車やバイクのものばかりと思ったが、それ
はほんの一部で、全て初めて見るピンズばかりだった。
それはもう色々なピンズがあった。少し見て帰るつも
りが、見惚れてしまった。ピンズを見ている私に紺の
ブレザーの襟にピンズを２つ着けた人のよさそうな紳
士が私に声をかけてきた。板谷金吉さんだった。

板谷さんは、私にピンズ一つ一つにあるストリーを
丁寧に説明してくれた。今まで、ピンズは企業の販促
物やランドマークの記念品、お土産の程度に思ってい
たが、「コミュニケーションツール」だということに
気づいた。そして、板谷さんからピンズは交換するも
のだということを教わった。

板谷さんは「ピンバッチと言ってはいけない、ピン
ズと言いなさい」と私に口すっぱく言った。ホンダ本
社１Ｆのショールームの一角で「ピンバッチはガチャ
ガチャやおまけだ。私たちが扱うピンズには、一つ一
つにみな人間のストリーとこだわりがある」という説
教に近いお話を初対面の私に１時間もした。この人は
ただ者でなかった。

私は板谷さんと出会って、どうしても自分のオリジ
ナルのピンズを作ってみたくなった。でも板谷さんは、
ピンバッチとピンズの違いもわからない私に、そう簡
単にピンズを作らせてくれなかった。ホンダでのイタ
ヤピンズコレクション展は夏と冬の年２回開催されて
いた。その開催を知ってから私は、毎回、何回も見に
行った。そんなある日、板谷さんからピンズを作る話
が持ち出された。うれしかった。そこで私がうっかり
「本当にピンバッチを作らせてもらえるのですか」と
言ったものだから、板谷さんは「君はまだピンバッチ
と言うのか」と怒って、１時間私に説教した。この後
も、このようなことは何回かあった。

板谷さんにプロデュースしていただき作ったピンズ
もいつの間にか８作品になった。ピンズ展では、板谷
さんが作ったピンズやプロデュースしたピンズが新作
ピンズとして並べられた。板谷さんの作るピンズはに
は、必ずストーリーがあり、随所にこだわりがあり、
そのプロジェクトやイベントに携わる人の顔が見えた。
作成する過程をものすごく大事にしていた。

板谷さんはピンズ展の開催が近くなると、ふらっと
私の会社に現れ「今、俺はこんなピンズを企画して
作っているんだ！」と話をしてくれた。私が最後に聞
いたのは、東京スカイツリーのピンズだった。時間の
経過と共に形が変化するスカイツリーが完成するまで
の５段階のプロセスを、忠実に再現した５つのピンズ
だった。目のつけどころが板谷さんだった。ピンズ製
作に、事務局からＯＫを得るための条件「正確な表
現」をクリアするために、申請と修正を何度も繰り返
した。そして、63.4mmのピンズが誕生した。最後は
スケールにもこだわった。このピンズは、年末のピン
ズ展の新作だった。残念なことに、板谷さんは実際の
スカイツーリーを見ることなくこの世を去ってしまっ
た。

私にピンズのことをあんなに熱く語り、そして説教
までしてくれる人はもうこの先いないだろう。板谷さ
んが情熱を注いだ小さな鉛の塊のことを私も誰かに話
したかった。おこがましくもそう思ってしまった。そ
んな時、セミナーで知り合った平塚のフランス料理店
のオーナー・相山さんのお店で、ピンズを展示させて
いただけることになった。相山さんにもご理解をいた
だき、ピンズ展の開催は今年で４年目、４回目になる。
ホンダの本社で板谷さんがコレクション展を開催して
いる同時期に、板谷さんのマネをして私も新作ピンズ
や、友だちからいただいたピンズを披露させていただ
いている。ピンズにはそれぞれストーリーがあり、人
がいる。そのピンズを見ながら話しの花が咲く。こう
して小さなピンズが人と人をつないでいくシーンを板
谷さんもきっとどこかで見ているに違いない。私に説
教しなければと思っているだろう。ピンズを教えてく
れた板谷金吉さんに敬意を表する。（文責：中島正雄）

小沢さんにいただいた初めてのピンズ→
←ピンズになった板谷金吉さん
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Tips01.Googleカレンダーを使う！ Tips02.誕生日を登録

スマホ時代のスケジュール管理のTipsをご紹介いたします。いろいろなスケジュール管理のソフトやアプリがあ
りますが、私はGoogleカレンダーをおすすめします。それはGoogleカレンダーにあるとっておきの機能が付い
ているからです。そして、スケジュールが入っているカレンダーは、パソコンでもスマートフォンでもタブレッ
トでも、会社でも家でも、出先や旅行先でも、自分のパソコンでなくても見ることができます。スマホ時代のス
ケジュール管理はスケジュール手帳やパソコンは持ち歩きません。スケジュールはクラウド（インターネット）
に保存されています。この便利さと省脳の世界を紹介したいと思います。

準備：Googleカレンダーを使うにはブラウザは
Google Chrome（クローム）がおすすめです

Google Chrome こちらからダウンロード→
https://www.google.co.jp/chrome/browser/features.html

Googleカレンダーにアクセス

Google アカウントを既にお
持ちの場合は、ログインし
ます。

Google アカウントをまだお
持ちでない場合は、[アカウ
ントを作成] をクリックしま
す。

ログインすると、Google カ
レンダーに移動します。

Google カレンダー にアクセスします。
https://calendar.google.com/

月表示にする

Googleカレンダーにご自分の誕生日を登録してみましょう。
誕生日は年に１回、毎年必ずあるスケジュールですね。

スマホ時代のスケジュール管理

①

② ③

④

⑤ ⑥

①

②

「スマホ時代のスケジュール管理」ホームページで公開中→http://www.computerlib.jp/category/sukekan/

「スケジュールは繰り返しで入れる」



私は、ブッダの開発した仏教システムの解明を進めていきました。
「おん あぼきゃ ぺいろしゃのう まかぼだら まに はんどま じんばら はらばりたや う
ん」という光明真言（こうみょうしんごん）があります。これを唱えれば、抱えている厄介ごとが、
全て開放されるとありました。これまで、私は「宗教は信じることによって救われる」と認識して
いました。仏教もそういうものだと思っていました。研究を進めると、光明真言の呪文の中に「全
ての人間が幸せに人生を送るためのノウハウが組み込まれている」ことを発見しました。仏教には
人間が幸せになる論理体系があります。これが仏教の基本であると私はわかりました。

私たち人間は、８万４千（はちまんしせん）の菩薩（ぼさつ＝救済者）に守られています。困り
ごとがあると、その困りごとを悟った菩薩を呼び出して、救済を受ける仕組みになっています。全
ての菩薩を呼び出す呪文が「おん あぼきゃ」ではじまる３６文字の光明真言です。それを唱えれ
ば、あなたが今抱えている厄介な問題は、たちどころに救済されます。困ったときに「おん あぼ
きゃ」の３６文字を唱えることは難しいです。そこで、全ての菩薩の頂点に君臨する「大日如来」
を呼び出す呪文「アビラウンキャン」を唱えると、全ての菩薩が救済してくれます。しかし、緊急
時は、その「アビラウンキャン」も言えません。そんな時は、「あ」と唱えれば、今あなたが抱え
ている厄介ごとは解消します。みなさん、とっさに「あっ」と言うでしょう。「あ」と言ったその
時、あなたのところに８万４千の菩薩が救済に来て
くれているのです。もしその時、「うん」と言って
いたら、あなたはこの文章を読んではいないでしょう。

私は仏教とは、とても難解なものだと思っていたのが、
この光明真言を知った時に腑に落ち、理解が進みました。
私は、さらに、仏教の原点と発展の過程、歴史を調べる
ことにしました。

インドで、仏教を誰もが理解ができるようにビジュア
ル化したマンダラが開発されました。そして、仏教をマ
ンダラでまとめ上げた密教が開発されました。密教はイ
ンドから中国に伝わります。そして、平安時代、空海が
仏教を学びに中国に行った時、当時最先端だった密教を
日本に持って来ました。空海が日本に戻って三年が経ち、
当時の中国の文化に深い関心を寄せていた嵯峨天皇の即
位で、空海は高野山の地を授かり密教を広めていきます。

高野山（和歌山県）には仏教のエキスが全てあります。
したがって、私が開発したマンダラチャートの原点も高
野山にあります。独立して東京でお客様が増えてきたと
き、「本当のマンダラを知るために、みんなで高野山に
行こう」と思いました。

１泊２日で高野山の宿坊に泊まり、瞑想、写経、大日
如来が中心に立つ立体マンダラを見たり、今も空海がい
るという奥の院、またそこに行くまでの供養塔が立ち並
ぶ２kmの参道を歩きながら、密教と私が開発したマンダ
ラチャートの原点を確認しました。参加した経営者のみ
なさまは、新たな気づきが得られたようでよろこんでく
れました。

私は今年の5月、原点である高野山セミナーを再開し
ました。久しぶりの高野山は、私に新しい力を与えてく
れました。（つづく）
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⑥

松
村
寧
雄

毎月、東京駅前・丸ビルでマンダラシリーズセミナー開催中です。
（詳細は→http://www.myhou.co.jp/ )

「
私
の
原
点
・
高
野
山
」

松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲田大学法学部を卒ｓ業後、
日本オリベッティに入社。1979年に経営コンサルタント
として独立し、株式会社クローバ経営研究所を千葉に設立、
同年「中心核を持つ３×３の９マス」マトリックス「マン
ダラチャート」を開発。「マンダラ手帳」は30年のロング
セラー商品となっている。主な書籍に「マンダラ思考で夢
は必ずかなう！」などがある。（題字は筆者）

高野山阿字観道場で講義をする筆者

再開した高野山セミナー参加者と記念撮影
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なぜ勉強しないといけないのですか？
「中学受験は本人の意志で始めました」と保護者の方はおっしゃるわけですが、それを子どもに言うと

「本当はお母さんが『やれっ』て言ったんだよ」とか、「やりたいなんて言ったことない」という子どもも
います。中学受験というのは目標がはっきりしていて、当然希望の中学に合格することが目標なので、「あ
の学校に行きたい」「あの制服が着たい」などの内発的な動機付けはできます。しかし、だからと言ってみ
んなが勉強をやるかというとそうではありません。「算数やって意味あるのですか？」「理科なんて使わな
いんだけど」と言う子どもたちも出てきます。こうした傾向は、中学生になると反抗期とも重なるのか顕著
です。「勉強しなければいい学校に入れない」、「勉強しなければいい会社に入れない」など、大人たちは
様々説明するわけですが、「いい学校に入らないとダメなの？」「いい会社ってどんな会社？一流企業でも
不正して問題になっているよね？」など、それもまた正論であり、最後は親子げんかになって「先生何とか
してください」などと言われることもありました。

親としては勉強してほしいと考えるのは当然で、勉強して失敗したなんてことはないわけですから、取り
あえず勉強はしておく必要があると考えるわけです。しかし、それもある一定期間だけで、30歳とか40歳と
かまで勉強や研究をしていますと、「いつまで勉強なんてしているんだ」となるわけで、勉強や学習そのも
のに価値を見出している人は少ないのではないでしょうか。

こうした問題を考える際、まずなぜ勉強しないといけないのかという疑問が出てくるのかを考えるのが有
効です。前回に引き続き苅谷氏の別の本なのですが、以下のような記述があります。

何かに役立つかどうかの判断にしろ、学ぶこと自体の楽しみを求めるにしろ、「自分のために学ぶ」こと
を暗黙のうちに措定している。「自ら学び、自ら考える」といった教育改革のキャッチフレーズに典型的に
示されているように、学ぶのは「自分」＝「私」という構図が大前提なのである(253頁)。

つまり「なぜ勉強しないといけないのですか？」というのは私にとって勉強する意味を問うているので、
それに対して、「良い学校へ…」「良い会社へ…」と言ってもそれは「私にとって意味がない」と言われて
しまうと、それ以上前に進めなくなってしまいます。では学ぶということは「私」だけの問題だけなので
しょうか。

学ぶという営みにとって、他者とのかかわりが不可欠なことは言うまでもない。学習ということ自体が、
すぐれて社会的な営みであることは、ほとんど疑われないほど当たり前のことである。…時間や空間を越え
て他者がつくりだしてきた文化を身につける。学ぶコンテンツの創造にも他者の存在が不可欠なのである
(254頁)。

学ぶ・勉強するということは一人ではできないことであるのに、学習そのものが個人化され、私の問題と
されてきたのです。特に近年の個性重視の教育はそれをさらに加速させたと言えるでしょう。今、こうした
視点から脱却し、私のための勉強を私たちのための勉強とすることで、勉強すること、学習することの意味
を定義する必要があります。要するに 「知識の獲得が、個人の内部で完結することではなく、他者とのつ
ながりを求めていくことだという視点」(263頁)を子どもたちが持てるように考えるのが大人の義務です。

大人が大人である所以は、どのように知識を得たら良いのかの方法や過程を子どもよりも分かっているこ
とでしょう。「医者になるためには」「プログラマーになるためには」それぞれ必要な知識が存在しており、
それを精査してあげることこそ必要なことです。勉強すること、学ぶことは決して楽しいことばかりではあ
りません。楽しいから学ぶ、楽しいから勉強するのではなく、学ぶことで、勉強したことで楽しくなるもの、
それが勉強ではないでしょうか。そうしたカリキュラムを提供できるように私も日々努力しているところで
す。参考文献 苅谷剛彦／西研(2005) 『考えあう技術』 筑摩書房

やさしく教育論＜８時限目＞

＜著者プロフィール＞
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp 1976年生まれ。大
学は理系に進学し数学を学んでいたが大学院では文系に進学し国際
政治の勉強をする。大学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約
15年間教える。現在は有限会社スモール
（http://www.small.co.jp）で脳力研究部の主任を勤めている。
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画像の配置に迷ったら脳科学を使おう！

「イメージは左、文字は右」

うちのBDレコーダーには｢おまかせ・まる録｣とい
う機能がついていて、キーワードを入れておくと勝
手に色々な番組を録画してくれるんですが、たまに
おもしろい物を録画してくれます。そのひとつがBS
で放送された『ALWAYS 三丁目の夕日‘64』という
映画でした。この映画は戦後からしばらくした昭和
30年代の東京の下町の中のお話なんですがとにかく
泣けます(笑)。お話もとてもいいんですが、それよ
りも街の風景や作りかけの東京タワーなどを再現す
るために現在のCG技術を駆使して全く違和感なく
再現されているところが凄いんです。スターウォー
ズも凄かったですが(笑)。そしてもっと凄かったの
がNHKで放送された『カラーでよみがえる東京～都
市不死鳥の100年～』という番組でした。

デジタル次代のあなろぐ化 その2（市川徳宏）

明治から昭和にかけての現存する白黒フィルムをカ
ラー化するといった内容だったのですが、当時の時
代考証をして限りなく近い色を再現して白黒フィル
ムをカラー化してあり、白黒では分からなかった
『街の風景』や『人々の表情』などがもの凄くリア
ルに伝わってくるようになっています。共にアプ
ローチは違いますが、こういった当時の様子を再現
する技術や、古いものを再現する技術が、とても興
味を惹かれます。デジタルは決して未来だけのもの
ではないと私は感じました。今まで分からなかった
事をデジタルで紐解く、そんな時代なのかもしれま
せん。

＜ ホームページはお客さまが最初に見る会社の顔です ＞
ホームページ更新のTipsを公開中です！http://www.computerlib.jp/hp-vistor-up/
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編集後記 今回のコラムでも書きましたが、NHK
で放送された『カラーでよみがえる東
京～都市不死鳥の100年～』がwebサ
イトで、白黒の写真や動画がカラーで
ご覧いただけます。

ご覧になっていない方は是非ご覧に
なってみてください。たった100年で
こうも風景が変わるもんだと驚きの連
続です。日本人の心の強さや優しさが
画面を通して伝わってきます。これを
見ていると日本人に生まれて本当に良
かったと思います！(市川徳宏）

みなさま、いつもありがとうございます。
表紙の吉田稔美さんのイラストも夏バー
ジョンなので印刷を青色にしてみました。
今年で４年目のピンズ展がいよいよ開催。
展示させていただくお店の相山オーナー、
コレクションを提供してくれる小杉さん、
小宮さん、額製作の長野の山口さん、ピン
ズ製作の斎藤さん、そして、私にピンズを
くれる全国の仲間たち、いろんな人に助け
られてます。みなさんとピンズを教えてく
れた板谷金吉さんに感謝します。「スマホ
時代のスケジュール管理」コーナーを新設。
本当は「ブラウザ時代」と言いたかったけ
ど、やさしくデジタル！（中島正雄）

イベントのご案内

「 第４回ピンズ展」開催のお知らせ

日付
２０１６年７月６日（水）
～８月１日（月）

※湘南ひらつか七夕まつり7/8～7/10

場所

HxM（メゾンド・アッシュxエム）
フランス料理レストラン
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３−５
(平塚駅南口徒歩6分）地図→
TEL. 0463-27-2171
駐車場専用４台、他 提携コインパーキングあり
〇営業時間
LUNCH 11:30～14:00（L.O.）
CAFE 11:30～16:00（Close）
DINNER 18:00～21:00（L.O.）23:00
（Close）
〇定休日：第１、第３火曜日
http://b-h-m.com/
レストランは通常営業中です、食事を楽しみな
がらピンズを見に来ていただけるとうれしいで
す。平塚でとても人気のあるレストランです。
事前にご予約をおすすめします。

内容

４年目の夏を迎えました。会場は湘南平塚のプ
ランス料理レストラン「アッシュ×エム」で開
催します。今回はピンズコレクターの第一人者
ミック・コスギ氏のコレクションの中からワー
ルドワイドピンズ、夏のピンズ。地元平塚の小
宮元宏氏のディズニーピンズコレクション。そ
の他に、くまモン、オリンピックなど。みなさ
まからいただきました楽しいピンズも展示いた
します。パーティーも開催します。

＜ レセプションパーティのお知らせ＞
開催を記念して貸切でパーティをします。

開催日：7月22日(金)
18:00～22:00

会 費：3,800円 お料理+2ドリンク

http://www.nhk.or.jp/special/phoenix/
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