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兵庫県⻄宮にユニークな会社がある。60年以上前に設⽴
された古野電気という上場会社。魚群探知機では世界的

な技術を誇る会社であるが、社⻑の古野清孝さんの突⾶

な発想からスタートした。 

ベテラン船頭の⻑年の経験からくるカンだけに頼って⿂を探

していた時代の話。古野社⻑は、「外から⾒えない肺や胃

の病気もレントゲンを使えば発⾒できる。それと同じように、

海の底にいる魚をみつけられないだろうか」 と思いついた。 

「何？タンチキ？そんなものインチキだろう」 と嘲笑されたりし
たそうだ。それが今、タンチキで世界一！その秘密は？ 

⻑崎の漁村に⽣まれた古野さんは、旧制中学のころからラ

ジオいじりが好きな理科系少年で、卒業後は電気店を構

えた。漁船のラジオを修理したり、集⿂灯をつけたりしている

うちに終戦になり、旧海軍が使っていた超音波測深機とい

うのを始めて⾒た。これは、海の底へ向けて発信した超⾳

波が反射してくるまでの時間を計ることで、深さを知る仕組

みだ。「待てよ、海底までの途中に魚の大群がいたら、そこ

で超音波は反射して戻ってくるのではないか？」 そう考えた
のがそもそもの始まりで、古野さん 25歳の時だったそうだ。 

『これさえあれば海中の魚の居所はたちどころに分る、すごい

着想だ。』と思うとじっとしていられない。つてを頼って大学の

先⽣に相談に⾏った。ところが先⽣の返事はにべもなかった。

「魚の体というのは、殆どが水で出来ている。だから、超音

波が当たっても反射しない。⾺⿅なことを考えないでまとも

な仕事をしなさい。」 諦められない古野さんは、昔からの魚
の探し方に何かヒントはないかと、船頭さんを訪ね歩いた。

しかし、船頭さんも自分のノウハウはなかなか教えてくれない。

やっと⼀⼈が、酒に酔った勢いでぽろっと漏らした。「⿂は⼝

から泡を出す。大群になるとその泡が固まって水面へ昇って

くる。だから泡が出て海の色が変わっているところが、魚のい

る場所なのさ。」 成る程、泡か。水は超音波を通してしまう
が、泡なら反射するかも知れないと、早速旧海軍の測深機

を改良して泡をつかむ機器を作った。これが⿂群探知機第

１号だった。 

第１号を持って乗り込んだのは、イワシ漁の船だった。大成

功、これがきっか

けで、探知機の

製造で古野電

気は、世界に名

が知られ、売り

上げ 850 億円、
従 業 員 2500
⼈の⽴派な会

社に成⻑した。と

ってもいい話と思いませんか？ 

今一つ、三浦るり子先生からご紹介のあった 40 代から趣
味で声楽を始め、練習を重ねて今では年 20 回のコンサー
トに出演する医師の北⼭吉明さんの話を下のサイトから是

非読んでみてください。これもとってもいい話で、励みになりま

す！ 
http://www.slownet.ne.jp/sns/area/life/reading/intervi
ew/200808041041-9558512.html 
（スローライフインタビュー『還暦過ぎても伸びざかり！』） 
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趣味が高

じて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 映画が大好き 
シネマクラブを主催しています。年に 3 回ぐらい土曜日の

夜に 10⼈〜15 人ぐら

いが集まって、我家で

映画を鑑賞しています。

今回で 52 回目。 
好きな映画は  "The 
Deer Hunter"（ロバ

ー ト ・ デ ・ ニ ー ロ 主

演。）アメリカにとってベ

トナム戦争がなんだった

かを象徴しています。す

ごい映画ですね。最後

に、ピアノで、アメリカを讃える歌 "God Bless 
America"をみんなで歌うんですね。 
シネマクラブは、新潟で旅館をやっていた

時に始めていました。なかなか映画を観る

ことが出来なかったので録画して。 
 
 
 
 

 音楽家たちに発表の場を！ 
7 月 4 日にファミリーコンサート 
を開催しています。 
この辺のすばらしい音楽家たち 
を皆さんに紹介し、少しでも多く 
の人を集めて聴いてもらいたい、 
また、若い⼩、中、⾼校⽣など、 
今勉強をしている人たちに発表 
の機会を与えたい、という趣旨 
で、出演者を組んできました。 
ロサンゼルスの公文の先生が、 
あるピアニストを連れてきまして 
ね。結構有名な人でしたが、 
20 人ぐらい人を集めてコンサートをやってみようと言って始

めたのが最初。そのうちにコーラルコスモが始

まりましたから、気がついたらいつの間にか

200人も聴きにいらっしゃって。アメリカは寛容

な国で、こうやってのびのびと暮らしていけるし、

感謝しなきゃあな、と言う気持ちから、July 4th 
            にしました。 
 
 

 
 
 サンノゼ図書館の日本語コーナーに感激し 
サンノゼの図書館には日本の本がたくさんあり、自由に何

冊でも借られ非常に寛容。本は高いからなかなか買えない

でしょ？借りたいだけ借りられる、そういう図書館が⾃宅に

あったら皆さん喜ぶだろうなあと、図書館を造ってしまいまし

た。今は２万冊ぐらいあります。 
私自身、本が大好きで、古本 
屋の主人やってみたいなあ、って、 
思っていたこともあるし、出版関 
係に務めていたこともあるし。 

 

新潟の下町生まれ。小学校は信濃川の河口に一番近い入船小学校。

舟栄中学校、新潟明訓高等学校、早稲田大学英文科卒業。 
⽇本出版貿易に就職。76年、サニーヴェールにある PC Board を作る会

社に転職。6年後新潟に戻り、⽼舗旅館の若旦那を 3年勤め、85年に
再渡米。同じ会社に再就職。現在は、フランチャイズで 3 つの公文の教

室を経営している。 

第 20 回 突撃インタビュー

  わが人生に 

    山登りありて 

       悔いなし！ 

座右の銘 
『忍耐は苦

に が

し しかしその実は甘し』 

趣味が高じて、映画会、コンサートを

定期的に主催し、⾃宅の離れで私設

図書館を運営し 
ています。 
山もよく登りまし 
たね。山は人生 
を教えてくれます 
からねえ。 
血液型：O 型 
星座：おうし座 

Silicon Valley Cinema Club 
'92 年から 

年 3 回ぐらい、土曜日の夜に開催 

コンサート 
'96 年から 

4th of July に開催 

私設図書館 
'96 年から 

毎週土曜日、3 時~6 時まで開館
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親戚が新潟のど真ん中、三越

の隣で旅館をやっていましてね。

養⼦になって旅館を継ぐようにと請われた。学⽣時代に⾦

銭的に大変お世話になったものですから断れませんでした

が、⼥房が、5、6 年ぐらいアメリカに⾏ってから、と切望しま
して。⼥房は、⼩学⽣の頃からアメリカに来たかった。アメリ

カには親戚がいますし。サニーヴェールの義兄が経営する

PC Board を作る会社

に就職しました。6年後
日本に戻って 3 年ぐら
い若旦那を勤めました。

⼀等地の⽼舗なんだけ

れど、ホテルに押されて

斜陽でうまくいかない。

また、⼦供の問題もあり、⼥房と相談して、養⼦縁組を解

消。85年にアメリカに戻りました。 
 

⽇本に戻った時、⻑⼥

がアメリカ人のお客様が

いらっしゃってもまったく英語を話さない、日本の学校にも馴

染まない。そこで友⼈のアドバイスもあり公⽂に連れて⾏っ

たのだけれど芳しくなく、⼥房がオフィスに相談に⾏った。その

時、先生の希望者と勘違いされテストを受け、パスしてしま

った。それが⼥房が公⽂を始めた切っ掛けですね。 
85年にアメリカに戻った時、ロスアルトスに教室を開きました。
私は転職を考えていた時で、公文の仕事を少しずつ手伝う

ようになり、生徒さんの人数が増えるに従って、自然に公文

をやるようになりました。インストラクターになるのは⼥房のほ

うが 2年ほど早い先輩だから頭が上がらない。数学はできる
し、珠算は 1級だし。私は 3級とった日にやめましたからね。 
 

⼥房は、2006 年にくも膜下
出血で倒れ、死ぬか生きるか

のところは乗り越えましたが、字も書けない状態でした。いろ

んなフィジカルのリハビリと共に公文でリハビリをやったんです。

１年でほぼ病気以前のレベルまで戻すことができましたね。 
７月のはじめにアナハイムで３日間の全米の研究大会が

ありました。その時、私と⼥房と娘と３⼈で⾏って、プレゼン

テーションしましてね。1000 人の前でしゃべったんですよ。適

当にジョークを入れてやったらうまくいきましてね。 
皆さんに反響があって、スタンディングオベーションになって。

我家にとっては今年の⼀番の最⼤のイヴェントでした。 
 

創始者は公文公（くもんとおる）

さん。高知の出身の方。 
学校のやり方と違って、公文独自のカリキュラムがあります。

個⼈別で、その⼦の実⼒に合わせてスタートして、毎⽇の

宿題をやって、個人のレベルを上げていく。科目は、数学、

英語（リーディング）、国語があり、乳幼児から大学レベル

まで揃っています。アメリカにも結構広がっています。 
10分~15分ですけれど、毎⽇やるので、誰でも実⼒はつき
ますね。⾒る⾒るうちに⼒ついてきますよ。 
 

全米で 2000 教室あ

り、一時は１番か 2
番のフランチャイズの規模だったんですが、今は生徒さんを

1200人ぐらいに抑えていますから、それでも、5~10番ぐらい

には入っているでしょうね。教室には、3 人のインストラクター

がいます。現在 Los Altos、Sunnyvale、W. San Jose の

3 教室を持っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

最初の渡米は 76年

公文を始めたのは 85 年

公文をリハビリに 

公文というのは 

アメリカの公文のパイオニア 

初めてアメリカへ来る時の壮⾏会

♪          音楽活動は？         ♪

現在はコーラルコスモに所属。歌の経験はカラオケぐらいで

すが、高校の時はブラスバンドの指揮なんかやってました。

また、教育実習は新潟の中学に⾏きましてね、その時に

指揮をして、公会堂で演奏しました。 
♪          クラブ活動は？         ♪

中学、高校、大学と、ずっとブラスバンドをやっていました。

中学のときはトランペット。高校ではユーフォニアム（中型

のバス）。⼤学⾏ったら、トロンボーン。ブラバンは応援部

吹奏楽団というのがあって、合宿は応援部の合宿へ⾏っ

て、体も鍛えるんですよ。東京六⼤学ですから、六⼤学

の校歌、今でも私は歌えますよ。東大だけはいつも負ける

のであまり聞く事がなく、あまり覚えてませんけど。 
 
 
 
 
 
 
 
 
早稲田の高田馬場から学校まで、歩くと 20分ぐらい。途

中、古本屋が何十件もあるんですね。本が好きで、すぐ

古本屋へ⼊っちゃう。また、作家で⾳楽評論家でもあった

野村あらえびす（野村胡堂）が作った名曲喫茶「あらえ

びす」がありました。授業はよくサボって、ここで読書するこ

とが多かった。お⾦がなかったから、コーヒー1杯で、7 時間

居たこともあります。その喫茶店というのはしゃべっちゃだめ

で、リクエストを⿊板に書くんですね。ケッヘル何番、とか、

BWV（Bach-Werke-Verzeichnis）何番とか。 
もうまいっちゃう。 

1970年 3 月。
左端ではしゃい
でいるのが私。 
右端がＮＨＫ
中曽根番記者
から#2 にまで
なった諸星君 
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飯豊本山頂上にて、高 3 夏、4 泊 5 日の
⼭⾏（4 日目） 

北股岳⼭頂にて（3 日目） 

富⼠⼭頂にて（⼀才前の⻑⼥と）

 登山が好きでねえ。 

私は同じ⼭を何度も何度も登るというのが好き。 
武甲山（ぶこうさん）、秩父盆地の南端にある山。大学

卒業した頃だったかなあ、毎月登っていたんですよ。 
飯豊山（いいでさん）大好きです。新潟と福島の間の県

境にある山。ＮＨＫの「日本 100 名山」で、３，４日前

に、その特集をやっていた。「日本 100名山の中で、最も充

実した山はどこだったか？」と言うアンケートをしたら、100 名

山を全部登っ

た 人 が３人

出てきて、３

人が 3 人とも

飯豊連峰が

最 高 に充実

する山である、

と言っていまし

て、私は「ばん

ざーい！」でし

た。 
アプローチが

深いんですよ。

麓に⾏くのに

も一日かかる。

本当に深山

ですから、山

小屋はあっても寝食施設はないから、自分で持っていかな

いといけない。 
 
 ⼥房と付き合う切っ掛けは⼭ 

⼥房とは社内結婚なんですが、会社を辞める頃になってか

ら初めて、⼭が切っ掛けで接点が出来て、付き合いは 2年
ぐらいでしょうね。一緒に山に登ったりもしました。谷川や苗

場⼭とか、いろんな⼭を登りました。彼⼥はまた結構⼭が

好きで、彼⼥も⼀⼈でね、あちこち⼭を登っていたんです。 
会社ではワンゲル部の部⻑をやっていた。月に 2 回。一回

は必ず一人で、一回は皆を引き連れてお山の大将で登っ

ていました。それで、連合赤軍に間違えられちゃって。 
 
 新婚旅⾏は⼭登り 

上⾼地へ⾏って、⼭を登って。新婚旅⾏ですからそんなに

⾼い⼭に登らず、⽴⼭に途中まで登ったぐらいですけどね。 

 ⼭には良く登りました! 

山は人生教えてくれますからね。 
⻑⼥が 1
才前 の 時

には、⻑⼥

を連れて富

士山に登っ

たんですよ。

私 が背負

子（しょい

こ）で。 
 
 一石二鳥、得意でした。 

●高校のときは、学校までの 40 分を毎日歩いて通った。

山のためのトレーニングでね。下着に学生服を着て。それが

訓練なんですけれども、鍛えるわけですよ。寒くても、コート

着ないで。そうすると、フワーンと湯気がね、出てくるわけです

よ。あれも訓練でしたからね。"一石二鳥”。 
 
●⼤学⼊ってからもね、お⾦がなかった。⾜りない分、毎⽉

1 万円ぐらいはバイトで稼ぎました。体を鍛えるために、全

部肉体労働をやった。"一石二鳥”です。 
 
●大学卒業の前、一ヶ月、2 月から 3 月にかけて、送電線

の張替え工事のバイトで、飯場に泊り込んだ。 
賃⾦は⾼いし、体は鍛えられるし、"一石二鳥"ですね。 
3 つの恐怖があるんですよ。 
・上から何かが落ちてくる恐怖。ヘルメットかぶってますけど。 
・感電する恐怖。 
・⾃分⾃⾝が落ちる恐怖。 
最初は恐かったですが、命綱をつけて 20ｍ、30ｍの高さの

送電線に登るうちに、遥か上では春のそよ風がさわやかに

吹きつけ気持ちがよくて、最後には上に⾏くのが楽しくて病

み付きになった。川崎での話。いい経験になりました。 
 
●大学受験のとき、受験塾もないし、どうやって勉強したら

いいかわからなかった。日本史の勉強のとき、英語で日本

史を書いた本で勉強すれば、"一石二鳥"だな、と思って、

本を探してきて、英語で日本の歴史を勉強しました。半分

ぐらい、鎌倉ぐらいまで⾏きました。たまた

ま早稲田の入試で、現代史じゃなくて

上代史が出たものだから、「やったー！」

って思いました。 
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Hakone Garden にて、3 人の娘とその家族 勢揃い 
3 人の娘たちは、白人、ベトナム人、中国人と結婚し、 

国際色豊か。孫も四人。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟の人は忍耐強いですね。 
新潟の冬は厳しかったが、3 月ごろの晴れた

日、海岸近くの展望台から、市内、越前平野

そして真っ白な雪をかぶった飯豊
い い で

連峰がかげろ

うの中に⾒渡せ、⽇本海の荒波と好対照に、

「どこかで春が」の歌、そのものの光景、それはそ

れはすばらしいものでした。 

  
1947 年 8 月 24 日    1950 年 4 月 10 日 
  (3 ヶ月)      5 才、⾃宅⽞関前にて 

Aug.'14. セコイア国⽴公園にて 

  

  
①  ② 
 
③  ④ 

イタリア、ベニス、ガラス工場（Murano) 

短歌が大好きで、毎年年賀の挨拶状に早稲⽥の恩師、植

田重雄氏（短歌会を主宰、宗教学の権威) の歌など２、３
首載せています。  
この人生に賭けたるものを秘めおきぬ かくてぞわれは 
 わが道をゆく 上田重雄（恩師・早大名誉教授） 
たからかにこころかかげよあおくもの 
 たなぶくはてを うちあふぎつつ  会津八一 
 
あしひきの岩間をつたふこけ水の 
 かすかにわれはすみわたるかも  良寛 

上の写真 

①人生の師、吉田 

 成美氏と(2009年 

 4 月 12 日） 

②July 4th コンサー 

 トからのひとコマ 

③親戚と一緒に 

④家族と一緒に 
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9月 28日 
土浦祭りで 
パ ロ ア ル ト の

Lucie Sternコミ
ュニティセンタで 
Harmony'84の
メンバーとして歌

ってきました。 

ジュラシックパー

クに現れた恐⻯

海遊館の 
トンネル型水槽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

   ♥ 編集後記 ♥ 
 
編集者は9⽉のほとんどを神⼾で過ごしま

した。日本はまたしても局所的なゲリラ豪
⾬に⾒舞われていましたが、神⼾では⾬

はほとんど降らず、寒かったり暑かったりで、

体温のコントロールに苦慮しながら、半袖
服に上着と晴雨両用パラソルを持って出
かける毎⽇でした。北のほうから紅葉が始

まっているようです。日本に着いた途端、
周りはすっかりハロウィン色。ハロウィンの準
備、というより、ハロウィン真っ最中でした。
また、USJ といわず、日本の街中はどこに
⾏ってもエンターテ

イナーが一杯でテ
ーマパークにいるようです。顔がほころ
びますが、ちょっと⼾惑ってしまいます。

そんな中でストリートライブの⾳楽が流

れてくると忙しくても足を止めてしばらく
聞いてしまう私でした。 
皆様お元気でいらっしゃいますか？ 
巻頭言で松浦会⻑が⿂群探知機に

ついて書いておられますが、今回私は、偶
然にも海遊館で、⽔槽の中で泳ぐ⼤量の

いわしの群れを⾒てきました。幼い孫（私

にも孫がいます）と⼀緒に、⽔族館に⾏っ

たのです。動物園や USJ にも⾏きました。

人の群れはぶつかり合い交差し膨れ上がり
ながら不規則に、ハリー・ポッターへ、ハリウ

ッド・ドリーム・ザ・ライドへ、ジュラシック・パ
ークへ、ジョーズへ、バック・トゥー・ザ・フユー
チャーへ、ウォーターワールドへと流れます。

幼⼦は⼈の波には流されませんねえ。  
連盟だよりへのご協⼒に感謝いたします。 

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

関連団体コンサート案内 

サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
10 周年記念コンサート

 
【日時】 2014 年 11 月 15 日（土）午後 4 時 
【場所】 St. John’s Presbyterian Church 
 25 Lake St, San Francisco 

コラボレーション Christmas Concert 
 
【出演】 香川恵子先生、コーラル・コスモ、他 
【日時】 2014 年 12 月 14 日（日）午後 7 時 
【場所】 Prince of Peace Lutheran Church 
 12770 Saratoga Ave, Saratoga 
"Oratorio de Noël" Camille Saint-Saens、クリスマ
ス・ソングなど。San Jose Chamber Orchestra のミュー
ジシャン、指揮 Barbara Day Turner、ソプラノ・ソロ香川
恵子、Prince of Peace Choir、Choral Cosmo 

ホリデーコンサート 
 
【出演】 コラールメイ、アンサンブル四季 
 サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 
【日時】 2014 年 12 月 13 日（土）午後 4 時 
【場所】 Pine United Methodist Church 

Imagine No Malaria Benefit Concert  
【出演】 香川恵子先生、コーラル・コスモ 
 他のグループも歌います。 
【日時】 2014年 10 月 12 日（日）午後 4 時 
【場所】 San Jose First UMC 
 24 North 5th Street, San Jose 
【チケット】$20 
【お問い合わせ】 theoperabutterfly@gmail.com 

408-250-3004

クリスマスコンサート 
 

【出演】 サンフランシスコ・フォレスト・クワイア 

【日時】 2014年 12 月 20 日（土）午後 4 時 

【場所】 Pine United Methodist Church 

 426 33rd Ave, San Francisco 
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