5/25（土）金 珉三さん（H20・会・
韓国）が理事長宅に遊びに来てくれ
ました！マッチョなナイスガイで、
母国で社会人としてバリバリ頑張ら
れています！！

海外から来てくださった皆様

結婚、誕生、おめでとう！
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6/14（金）呉 銘洪さん（H14・緑町・
台湾）が家族で来団してくれました！家
族寮の時はまだ赤ちゃんだった息子さん
も今や立派な青年に。また、初対面の娘
さんは日本の文化を深く愛してくれてい
て、私たちは感激しました！

6/30（日）狭間 るりんさん
（H16・会・ラオス）ファミリーが
遊びに来てくれました！昔懐かしい
みつわ台のレッドロブスターで食
事。昨年の OB 会ではお世話になり
ました☆

OBOG ニュース

7/14（日）会館生 OBOG 会が今年も開催されました！今年はあいにくの雨
で、水かけは中止となってしまいましたが、総勢 60 名に迫るメンバーで、
飲んで語らって、楽しい時間を過ごしました！！

)

４月１２日 張暁静さん
（Ｈ２3・会・中国）
娘さん誕生☆（桜希ちゃん）
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グサリアイさん（H27・

.

奨・中国）が、結婚した
時 の 写真 を 送っ て く れ
ま し た！ ハ ンサ ム と 美
女で、素敵です！！

現役生イベント

6/20（木）徳志偉さん（H12・
会・中国）夫妻、文汨さん
（H10・奨・中国）、付照君さ
ん（H15・同）が
深圳に集合！遅くまで飲み明
かしました！

5 月・北総旅行（奨）
5 月・バーベキュー（会）

学生会館ニュース
会館に新しい仲間！大賑わいです！
今年度の現役生は奨学生 17 名、会館生 14 名でスタート！新しい試みとして、
6 月には奨学生・会館生対抗のボーリング大会を行いました。第一回の勝者は

リン
（中国

リンさん家族寮
内モンゴル自治区）

会館生、そして個人優勝は奨学生の趙祥勲くん！みんないい汗かいたね！

張
蔡 奕屏さん
（台湾

台北市）

寧さん

（中国 寧夏回族
自治区）

岡本財団のホームページもご覧ください！
www.osf-family.com
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【特別企画】岡本会長夫人との対談（前半）
聞き手：徳

志偉さん（H12・会・中国）

今年で設立から 28 年目を迎えた岡本財団、その設立者である故・岡本正会長。
会長を長年支え続け、岡本財団の設立から今までを見続けてきた岡本光子
会長夫人に、会館生 OB の徳志偉さんがインタビューをしてくださいました。

（インタビュアー・徳さんより）
私は 2000～2002 年の間会館にお世話になった後、帰国し起業の道を選びましたが、試行錯誤が重なり、商売についての先輩が
欲しかったです。振り返ってみると、今まで直接触れ合った一番偉い経営者は会長でした。貴重な会長起業当時の様子を知りたか
った事と、支えになっていた光子会長夫人はどう過ごしていたのかも興味があり、インタビューを企画しました。
2018 年 12 月、会長夫人にこの事を打診したら、快く引き受けて頂きました。光子さんとの率直で、機知に富んだお話が弾み、
お茶会のような楽しい時間でした。
このインタビューを見て、OSF の皆さんが何かの人生のヒントが得られることを願っています。

【出会い】
（徳）まず、岡本正会長（以下、会長）と会長夫人と
の出会った当時のお話を教えてください。

戦争中は知らされていなかった事が、戦後になって
ラジオや新聞などで毎日、真実はこうだったという事
を知り、驚いたり悔しかったりする毎日でした。
会長は徹底した合理主義者でした。ルーズな私はな

（会長夫人）私たちが結婚したのは昭和 23 年の事で

かなかついて行けず、若い時は文句ばかり言っていま

す。お見合い結婚が普通でしたので、お互いの家同士

した。でも年と共に、会長の合理主義にも情味が加わ

の決めたお見合い結婚で、わけもわからないうちに結

り、ゆとりができて、財団の時代には情味あふれる合

婚してしまいました（笑）。当時日本は食糧難で、食

理主義者になっていました。

べ物は全て配給制でした。結婚式のお酒を集めるのに
苦労したり、新婚旅行も宿に泊まるにはお米持参の時

【会社の設立】

代でした。会長は戦争中、強制的に戦争に駆り出され

（徳）会長がケーヨー（株）を設立するまでのお話
を聞かせてください。

て、生き残りの学徒兵でした。お見合い当日の会長の
姿で思い出すのは、誰かにもらった似合わないスーツ
を着て、ベストのボタンは一つずつずれていた事。辞

（会長夫人）会長はずっと、自分で何か事業を立ち上

書を見ながらやっとネクタイを結べた事。あれからち

げてみたいという気持ちがあったようです。終戦後、

ょうど 70 年も経ったのですね。

３年間は故郷・広島の役所で努めていましたが、起業
の夢を捨てきれず、出身大学の先生に相談したとこ

（徳）その戦後の復興期、会長夫人は女性として何を
感じ、どのように活動されていらっしゃいましたか？

ろ、同じく起業の志を持ち、のちにケーヨー（株）の
社長となる先輩を紹介してもらい、結婚して２か月後
にはその先輩が役員をしていたデンプン工場で働く

（会長夫人）日本は長らく男女同権ではありませんで

ため、千葉県に引っ越しすることになりました。しか

したので、敗戦後欧米の民主主義が入って来た時、男女

し工場は 3 年で潰れてしまい、会長は次の起業の夢を

同権もすぐには浸透していかなかったと記憶していま

叶えるため、先輩とタッグを組み、1951 年 6 月に新

す。私は当時 20 歳前後、多感な時期でしたので、男女

しく会社を始めました。お互いの得意分野を生かし、

同権についてもいち早く慣れることが出来ましたね。

先輩が外交・渉外面を、会長が営業面を担当していた

↗

ようです。（次ページへ）

会長夫妻のツーショット

ホームセンターは、まだ日本では新しい業態であり目
新しさもあって、業績は右肩上がりでしたね。新規出
店をするときは、まずその土地を軽飛行機で俯瞰して
地理を把握し、集客などの作戦会議をしていることも
ありました。店舗数はどんどん増えていき、‘80 年代

会社設立当時の岡本会長（右）

には念願の東京証券取引所上場も果たしました。ホー
ムセンター業界では初めての上場でした。
会長は、経営一筋を貫き通し、努力で走り抜けた会社

（続き）資金も、コネも、ノウハウも、何も無い中
での出発であり、会社の事業内容は「とにかく売れ
るものは何でも売る！」というものでした。会社設
立当時の会長の日記には、事業を成功させる強い意
気込みが書かれていました。「一流企業になるには
上場しなければならない。今日からはそれを目標に
頑張りたい。富士山を目指したのでは鋸山（注：千
葉県の小さな山）にしか登れない、自分はエベレス
トを目指して頑張るぞ」と。

（徳）会長は、決めたことはとことんやる、という
主義の方だったんですね。

人生でしたが、運にも大変恵まれた人でしたね。ガソリ
ンスタンドからホームセンターへ軸足を移したその直
後、オイルショックで石油販売業は大きなダメージを
受けました。あの時業態転換していなかったら、今の会
社も、そして岡本財団も、無かったかも知れませんね。
こうして月日が経ち、70 歳が近くなってきた時に、
会長は現役を退く考えを決めました。まとまったお金
も手許にあったので、さて、「第 2 の人生をどうしよ
うか」真剣に考えた結果、「これまで自分（会長）は世
の中の時流に乗ったお陰で事業を成功させる事が出来
たのだから、今度はその分を世の中に還元したい」、そ
う思ったんですね。

（次号に続く）

（会長夫人）そうですね。当時はハイパーインフレで
物価が急上昇しており、会社の利益はどんどん上がっ
ていったようです。起業 2 年目からは車社会の到来を
予想し、石油販売業を本業としてガソリンスタンドを
続々出店していきました。日本経済も絶好調の頃で、
会社も順調でしたが、会長は石油販売事業の限界を感
じ悩んでいました。次の時流に乗った業種をあれこれ
考 え て い た 時 に 、 当 時 ア メ リ カ で DIY （ Do It
Yourself：主に住居設備を自分の手で制作・修理する
分野）が流行している事を知りました。会長はすぐに
渡米し DIY 産業を見学・習得、その後数か月のうちに
千葉県の木更津にホームセンター1 号店を開店しまし
た。ちょうど会長が 52 歳の時です。↗

次号では、対談の後半（財団設立までの
経緯など）を掲載する予定です！

【財団本部よりお知らせ】
・財団本部にて 6/7 に理事会が、6/28 に評議員会が予定通り行われ、平成 30 年度の事業内容及び決算に
関して、満場一致で承認を頂きました。理事、監事及び評議員の皆様におかれましては、ご多忙のところご
参集頂き、誠に有難うございました。
・長年当財団の運営に多大なるご尽力を頂きました小林忠則様が、平成 30 年度をもちまして監事を退任さ
れることとなりました。財団スタッフ一同、小林様のこれまでのご厚意に心より感謝申し上げます。
尚、後任監事には、
（株）かんぽ生命保険の村上英治様が就任されました。小林様、村上様、今後とも引き
続きご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
・当財団ホームページに「OSF の歌」をアップロードしました！約 20 年前に、会館生 OB の方が演奏して
下さった曲です。 「Top ページ」→「岡本財団について」からご視聴ください。

金 壮（奨学生）
中国（内モンゴル自治区） 千葉大学 人文公共学府
犬と言えば、世界中に知らない人がいないと思います。しかし

この犬はおばさんにとって介助犬であり、生活の全てをサポー

犬についての好感度は人によってそれぞれです。ある人は犬が

トしていました。おばさんが買い物しに行く際や、隣の家でお

臭くて気になるといえば、ある人は犬が可愛くていつでもそば

しゃべりしに行く時も、いつでも車椅子を押してくれていまし

にいたいと言います。臭いと言う人には、臭い理由があり、そ

た。しかし、犬の寿命は人間より短いため、10 年後のある日に

れは犬が排泄する時、尿に独特の匂いがあることです。だが、

老いがやってきました。ある日、犬の四肢が動かなくなり、呼吸

犬は人生のパートナーとして飼い主に様々な喜びを与えてく

困難になりました。犬は死ぬ数秒前でしたが、おばさんの就寝

れると言う人も少なくないです。これは人間の、犬についての

時間を覚えていたのです。犬は四肢が動かなくなったにもかか

好き嫌いと言う好感度の問題です。

わらず、おばさんの足を軽く噛み、ベッドに向かい一生懸命引

私は犬のように生きたいと言うのは、犬が飼い主を覚えて、飼

っ張っていました。これは犬が死ぬ前の数秒の事でしたが、見

い主を守ってくれるからです。ほとんどの動物にこうした能力

た人は皆感動しました。

がありますが、特に犬は忠実度が高い動物だと思います。以下
は私の経験です。

私は犬のように生きたいというのは、以上の理由です。犬に
とって飼い主が貧乏や裕福であれ、黒人や白人であれ、障碍者

私の実家の隣に 50 代のおばさんが過ごしています。おばさ

や健常者であれ、犬は飼い主から一生離れません。犬は飼い主

んは若い頃に事故に遭い両手と両足が不自由になったため、1

のことを覚え、飼い主を守り、忠実性を表し、信用してくれるか

匹の犬を飼いました。↗

らです。私は周囲から信頼される人になりたいです。

趙 思嘉 （奨学生）
中国（江蘇省） 東京大学 新領域創成科学研究科
私は動物に例えると「蟻」です。蟻と言えば、どこでも見られ、

1 つのコロニーに何千匹の蟻があってもいくつかの仕事を共同

子供たちの幼馴染と言っても良いでしょう。私も鍵っ子の時代に

で分担して、労働力が足りないとすぐ別のところから蟻が補充

よく家の前の土で蟻の姿と行動を見つめて不思議な生物だと思

されてきます(給料・ボーナスがない)。進化生物学者によると、

いました。何故かと言うと、1 匹の蟻は体が小さくて弱くて、他

こういう協力は血縁選択と利他主義による動物の本能の 1 つだ

の動物に簡単にやられてしまい、雨が降ると苦労して作った巣が

と解釈します。

すぐ潰されるのです。それでも、なぜ休むことなく地道にコツコ

人間の視点から見ると確かに蟻は弱いですが、もし神または

ツ頑張っているのか、理解できなかったです。また、働き蟻が餌

もっと巨大な生物がいれば、人間は蟻とは変わらないでしょう。

を巣へ運ぶ時も、驚くほど大きな餌を運んでいる姿を見ることが

個人主義を重視する現代においても、繰り返して考えれば、私

あります。学校の生物授業で蟻は昆虫としては珍しく、私たち人

たち人間は 1 人でやれることが限られていますが、今まで人間

間と同じように家族で協力して暮らす、社会性昆虫の 1 つで、自

社会の実績はほとんど協力で出来上がったと考えられます。大

分の体重よりもはるかに重たいものを運ぶことができることを

いに働いても、他人を助けてもすぐ報酬がもらえない時が少な

学びました。

くないですが、蟻のように助け合う事でこそ、人間社会が構築

しかし、歳を重ねるごとに、更に蟻が不思議な生物だと感じら
れてきました。今の科学会でも解明されていない問題は働き蟻の

できました。
ですから、生き物に例えると、私は「蟻」になりたいと思い

任務分担(Task Allocation)です。蟻の中では、食料集め、掃除、

ます。目の前の利益ではなく人類の福祉を心に抱き、協力して

巣作りと警備等の仕事があり、人間社会と同じようです。↗

良い社会を作ることが私の夢です。

