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三浦先生とともに20余年

理事長西原美津子

本会の創立者である三浦先生が亡くなられたという

報に接したのは､ご逝去後5日も経ってからのことで

あった｡そのときの私が受けた衝撃はあまりに大きか

った。半年を経た今もなお、その衝撃が去らないま

ま､信じられないという気持ちが拭えない。

こうしてペンをとると､偲ぶ話は語り尽くせないが、

どの一つも忘れられない記憶として走馬灯のように駆

けめぐる｡思い返すと､三浦先生に初めてお会いした

のは､ISO9001の誕生後､数年を経た1992年の冬に

遡る。以来23年､私は成人してから本会を介して四

半世紀に近い人生を三浦先生とともに歩んできたこと

になる｡共働した期間は驚くほど長いように見えるが、

振り返ると､さほどの長さにも感じない。

最初の出会いとなったのは1992年12月の主任審

査員養成講習｡それに続いて"三浦軍団"と呼んでい

たIQAIの創生期に三浦指揮官のもとに"エンソク"と

称して行われた監査の地方巡業、1996年のIQAI再

生を機に世界初のサービス業でIQAIがISO9001の

認証を取得して丸3年、当時は珍しかった観察事項

一つ受けなかった第三者審査のパーフェクトゲーム、

同年ASQの資格試験の開始と同時にASQの監査部

会の活動がスタート､1997年から2005年頃まで審査
員資格の枠組み作り他で国際会議に積極的に参画

して独自の意見を次々と発信､2007年には下部組織

としてあった研究会組織を統合してIQAIを再々生、

2009年には理事会の総意で会を非営利活動法人に

衣替え｡以降､年を追うごとに､三浦先生の活動は独

自の経験に基づくマネジメント論で､特にASQでは世
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界向けのDiscussionBoardの名回答者として持ち前の

幅広い高い知力を存分に生かした目覚ましい活躍ぶり

であった｡その活動は､近くにいた誰も追随できるよう

なレベルではなく､実は､世界向けの議論はご自分が

一番楽しんでおられたのではなかったかと思う。

今般､三浦先生の本として発刊された『教養講座」
のまとめは先生へ贈呈する予定であったのが､図らず

も遺稿集という形で完成することになった｡『教養講座』
は多年に亘って先生が会員に向けて執筆された1000

ページにも上る内容であるが､編集作業に参加してく

れた有志で成る委員会で､後ろ髪を引かれる思いで

多くの珠玉の講座をとり残して3割程度を収載したもの

である｡マネジメントの三浦イズムの真髄を謡った数々

の講座で埋め尽くされた遺稿集を今一度､皆様方に

手に取っていただき､一つづつその真意を汲み取って

いただければ､三浦先生へ何よりの供養になるのでは

なかろうかと思っている｡合掌

NPO法人国際品質鰭調溺会は､QA(品質保訓に関連する活動を通じて日本の繁栄に奉仕･貢耐司~ることを目的として1991年に設

ゴ産れた団体で､今日までISOを含む諸種ﾏﾈゾﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの効剰勺活用について､わが国の主要擬對に対する総合的〈食支援

活動､内音”教育調査･研究､講習等の会員活動に力院､アメリカ品農学会(ASQ)の日本支部として国卿勺にも活動しています6
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が浮かびます。ｌ
’’ 三浦先生蚕偲ぶ

論語に｢君子は本を務む｡本立ちて道生ず｡」と言
う言葉があります｡私は､この言葉が好きで､その意
味を良く考えます｡宮崎市定さんの訳では､「諸君は、
根本に向かって努力して欲しい｡根本が立てばそこ
から先は自然に進行するものだ｡」となっています｡私
の中で､この言葉と三浦先生とがダブります｡三浦先
生は､根本が何かを考え､根本に向かって努力され
ていたのだと思います｡また､三浦先生は､その根本

が何たるかを掴んだ方だと思います｡先生が発せら

れる言葉は､常に的を得たものでした｡何に対しても、
偏りの無い､常識的な見識をお持ちでした｡三浦先
生は､根本を分ってらっしやった､超常識人だと私は
思っています。

IQAI会員／小田宗隆
CQA/CQE

三浦先牛との出会い

私が始めて三浦先生と会ったのは､約15年前のこ
とです｡私は､ある企業の技術部門から品質保証部
門に移り、品質保証のことが何も分らなかった頃でし

た｡その当時は､遠くから先生のお話を聞いている
だけでした｡その後､CertifedQualityAuditor(CQA)

の試験を受け、つづいて､先生の勧めでCertified

QualityEngineer(CQB)の試験を受け､徐々に先生
とお話をさせて頂けるようになりました｡先生は､決し

て話が上手い方ではありませんが､話されることは、

どれもシンプルで鋭いものがありました｡その当時、

先生の話されたことは何一つ聞き逃さないで､全て自

分のものにしようと必死だったことを覚えています。

遺稿集の編集に参加させて頂いて

先生の書かれた教養講座には､宝石が散りばめら

れています｡私にとって解決できないことの答えがこ

こにはありました｡特に、「品質とは何か？何のため

か？」は､何度も読みました｡品質管理に関する本を

何冊読んでも分らなかったことが､ここにありました。

今回､先生の教養講座を編集させて頂けることにな

り、この宝石一つ一とまた向き合えたことを本当に感

謝しています｡どれも先生が実践から得られたもので

あり、自分で考えられたものです｡平易な言葉ですが、

本質を突いています｡皆さんも､一つ一つを噛みしめ、

味わって頂きたいと思います。

編集にあたっては､どの教養講座を選ぶかの選定

作業が大変でした｡選ぶというとは､捨てることでもあ

り､本当に捨てて良いのか皆で悩みました｡出来上が

ったものが、先生のお考えをどの程度反映できたの

か､正直分りませんが､皆で精一杯頑張れたと思いま

す。

監査で世界屈指のプロとされるASQのArter氏と

私は､成人後、3人の凄い人に会ったと思っていま

す｡一人は､大学の教授です｡この方は､マイクロメカ

ニックスと言う分野では､世界でも有数の方でした｡し

かし､プライドなどどうでも良く､根本を極めようとして

いました｡学生の私にも､これはどういうことだと真顔

で質問してくる方でした｡二人目は､今の会社のファ

ウンダーです｡企業におけるリーダーシップがどういう

ものか、自立すると言うことはどういうことかを学びまし

た｡後一人は､三浦先生です｡三浦先生の凄さは、

先にお話した､誰よりも根本に向かって努力をされて

いた方だと言うことです。

三浦先生の思い出
私は､三浦先生の周回遅れで先生のお考えを学ん

で来たような気がします｡これが､私の財産であり､こ

れからも日本の品質の為に微力ながら努力したいと

思っています。

日本の品質の分野では､三浦先生が最初で最後の

グルだと信じています。

先生のご冥福をお祈りします。

三浦先生のことを思いおこすと

私の倍は勉強し､仕事をされた方

運動に熱心な方(野球､空手､フェンシング他）

超常識人

ワイン好き
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三浦先生に教えられたこと

IQAI監事／一瀬功

』

三浦先生に初めてお会いしたのは、1992年5月1

日のことでした｡ゴールデンウイークの休日群ll用して、

STAT-A-MATRIXINCによる｢主任監査員養成講習

会｣が千葉県の幕張で開催されました｡先生はMr.

RobertMarashと共に講師として､5月5日までの5日

間､寝食を共にしてくださいました｡初日の講習会冒

頭に生徒の自己紹介の機会が与えられ､英語の苦手

な私は何をしやくったか覚えていませんが、最初に

｢MynameislSAOICHISE.PleasecallmeMr.

ISAO｣と挨拶しました｡図らずもMr.ISAOはMr.ISO

と聞こえました｡皆さんがどっと沸き､Mr.Marashも微

笑んでおられたようでした｡後で三浦先生から｢君は

あの挨拶で養成講座に合格したようなものだ｣と言わ
れたことを覚えています。

講習の後は実地のトレーニングが待っており、三浦

先生に付いて多くの企業の品質監査を経験させても

らいました｡事前に品質マニュアルなどが渡され､先

生からいろいろな指示や注意があるはずだと思って

いましたが､そうではありませんでした｡監査当日、先

生とは最寄りの駅又は企業の玄関で会い､その場で

マニュアルが渡され､監査の開始時間が告げられまし

た｡マニュアルを読む時間は概ね1時間以内であった

と覚えています｡私たち生徒は必死でマニュアルを読

み､準備してきたチェックリストにその企業のシステム

に関する質問を加えました｡多くは2人ペアーでした

から､質問を手分け出来たのは幸いでした｡あの時の

ペアーはまさしく相棒であり､今でも戦友ですらあった

気がします｡講習会で習った通りの監査準備ではなく、

いきなり応用編の監査だったのです。

1日目の監査が終わった夜は､先生主催の反省会

でした｡監査が2日以上に亘る場合は､反省会は必

ず開催されました｡先生がその日の監査内容､監査

態度､監査員の発言内容などをチェックされ､お小言

を頂く会のように思われるかもしれませんが､そうでは

ありませんでした｡若干のお小言や逆に時にはお褒

めの言葉もありましたが、ほとんどの時間､概ね夜の

12時まで､ピールパーテイでした｡品質や監査の話

題も少しはあったかもしれませんが､各自の経歴や経

験､関心事などよもやま話に終始しました｡午後10時

頃になるとさすがに皆さんは明日の準備もあり､散会
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気分になってくるのですが､先生は許しませんでした。

あのころの先生はビール､ビールでいくら飲んでも､ま

たビールでした｡10時以降は先生が話の中心でした。

その中には､後になって編集された珠玉の｢教養講

座｣もあったかもしれませが、当時､そこまでは思いま

せんでした｡さすがに日付が変わる頃には散会しまし

た｡私を含め､皆さんは酒気を追い払いながら､明日

の準備をしていたはずです。

マニュアルは審査1時間前に渡され､夜の睡眠時

間も-'一分ではない､このような環境のもとでも驍杳をき

ちっとやれる実力を養うこと､これが先生のポリシーで

あったと思います｡その当時は､なぜいきなり応用編

なのかが理解できませんでしたが､短時間で結果を

出すことの集中力や同士との連携力､リーダーシップ

が身についたのは間違いないところです｡先生は､質

問すれば何かﾋﾝﾄになることをおつしやいましたが、

手取り足取りで教えられた覚えはありません。日本の

プロ野球のコーチはあれこれとよく教えてくれるが､メ

ジヤーリーグのコーチは見ているだけで何も言わない

で､聞けば一言二言アドバイスはくれるとよく言われま

す｡先生はさしずめメジャーのコーチだったのだと思
っています。

10年くらい前､何かの会合で先生が皆に｢マネジメ

ントとは何か｣と質問されました｡質問があまりにもデ力

いので皆さん黙ってしまいましたが､何も答えないの

は悔しいので、「はい｣と言って立ち上がりました｡とは
言え､用語集にあるような言い方は期待されていない

ので､恥を忍んで私は｢関係する人や周りの人を幸福

にする活動｣と言う意味のことを言いました｡先生ぱ切

り返して､「首を切られた人も幸福か｣と言われました。

私は答えられず､その話題はそこで止まったように思

います｡いつか機会を作って先生に正解をもらおうと

思っていましたが､その機会を永遠に失ってしまいま

した。

先生は良く｢才覚｣と言う言葉を使っておられました。

例えば､｢それを解決するのが経営者の才覚だ｣とか、

｢才覚のないものに何を言ってもしようがない｣とかで

した。「才覚｣を辞書で引くと、「学問の力｣｢機知･機

転｣｢気のきくこと｣などと書いてあります｡先生は我々

に、「よく勉強して何事にも通じ､いろんな場面にも機

転を利かして柔軟に対応できるようにせよ｣と言いたか

ったのだと思います｡いきなり応用編の監査実習もそ

こに通じるものがあったのだと今は思っています。

三浦先生､長年ありがとうございました｡ご冥福をお

祈りいたします。
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’
三浦先生を偲ぶ ’

IQAI会員／石原隆二

言卜報

2007年6月のIQAI新体制発足後に薄くなってい

た会との関わり合いが､2014年4月号での編集後記

で少し復活､三浦先生による添削の特権を久しぶりに

享受した｡次の10月号の原稿チェックでは、「修正な

し｣との西原理事長の代行での回答だった｡不仁身の

先生のこと､よほどのことかと案じた矢先、10月6日に

言卜報を受けた｡数多い先生の弟子の中では、当方は

遅い時期の押掛けの自称の弟子｡偲ぶ特集の一員と

なるのは多少の気後れはあるが､以下､想い出を綴っ

てみたい。

三浦先生との出会い

1990年代まで勤務していた会社の事業部で､設立

初期の子会社に他部門に先駆けてISO9001認証取

得をさせることを計画した｡その会社の認証取得を契

機として､将来他の子会社と事業部全体で､業務に

連動した品質保証体制を構築･実施することを模索・

検討した結果､思いついたことであった。

1993年に三浦先生とめぐり合い､最初の面談で積

もり積もった懸案事項を質問したところ､他の解説書と

セミナーでは全く解き得なかったことに対して､即答

(解釈と実行の両面)｡それらはことごとく氷解した｡そ

の子会社の認証取得指導のコンサルテーションを先

生に依頼した。

ISO9001の1987年版でのrequirementsの本質を、

実践経験を基にした考え方を含めて具体的に指導し

て頂いたが､1994年版にも完全対応して1995年3月

に1994年版で認証を取得した｡その過程でISO9001

規格の改訂にまつわる戸惑いと苦労はなく、自力で

維持管理できる自信もついたような気がした。

その後三浦先生主宰のISO-QA研究会､IQAIにも

入会を許され､1996年には､何度かISO9001審査の

実地指導(いわゆる｢遠足｣で)も受けた。

1997年中頃､先生推薦の後押しで､英国IRCA審

査員に登録され､認証機関の審査員に転職できた。

そして､今日に至っている。

出会いから14年余

1993年の出会い後の最初の1年余は､ご著書の諸

種資料の提供､体制構築及び規定類作成整備の実

地指導と種々のチェック等を受けた。コンサルタン

4

ﾄと依頼者の関係であった｡次の1年余は先生と生徒
の間柄になり､監査員､さらに､品質保証専門家とし
ての心構えと技術を教えて頂いた｡その後の11年余
り､ISO-MS研究会では前半の数年､諸改訂対象規
格の原案段階からの研究及び監査技法討議の際に

助言頂いた。

IQAIでは機関誌の編集委員に加えられ､2007年4

月号まで編集後記を書かせて頂いた｡その間､記事
を掲載する機会も6回あり、1件は講習聴講記､他の5

件は規格解釈と審査に関するものだった｡その過程

で､毎回の当方の原稿に対する添削では､基本線を
外れた箇所を除き､書き手の意図を尊重する添削技

術を体験若しくは垣間見られたのは貴重な経験だっ
た。

新体制IQAI(2007年6月）から7年余

引き続き勉強したい気持と｢QA再生｣ということに惹

かれ､新IQAIには会員登録したが、「編集後記｣から

は退いた｡これ以降の先生との関わり合いは､以下の

ようであった。

＊2007年8月26日：特別講習会:QA/QMの本質・

の受講記を書かせていただいた。

＊先生の過去の小作品を再編集した｢教養講座｣を

味あわせていただいた。

＊｢教養講座｣を基にしたe-mailを使った質疑応答で

は､深い意味と背景を知り､論点の整理ができた。

＊機関誌への寄稿と添削の過程で助言を頂いた。

・2008年10月号:買手の品格

・2010年10月号:戦後の｢ことわざ」

諸教材､資料及びご指導内容の一部は､何度か伺

ったことのあるものだったが､その都度､再認識と再発

見が多くあった｡この期間は､直接お会し肌で感じる

機会が減り､もったいないことをした｡そして､数々の

ご指導事項を議論できるまで､しっかりと吸収咀囑す

るべきだったというのが実感です。

さいごに

先生作成の教材には､下記のような古典というべき

ものがあり､後者は出版予定があると聞いている。

＊日本規格協会標準化と品質管理連載(1991年）

｢品質マニュアル作成のポイント」

＊前記の｢教養講座｣に見る数々の講座

実際のところ､先生の真髄は､雑談めいた講話と質

問への即答､そしてメールでのやり取りにあったように

感じています｡これが叶わなくなったわけです。

長い間､お世話になりました｡合掌
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本での受験が可能かどうかを調べていたところ､当協
会が窓口で三浦先生が代表ということを知りました｡そ
れが､三浦先生との出会いの始まりです。

三浦先生から初めてのﾒール

2006年の10月、三浦先生にCQA試験の件でご
連絡をさせて頂いた私は､三浦先生より以下のメール
を頂きました｡これが､三浦先生からの初めてのメー
ルでした。
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IQAI理事／佐藤央英

三浦先生が昨年9月にご逝去されたことが､今でも
信じられません｡人と人との関係というものは､過ごし
た時間の長さや､その関わりの深さで育まれるもので
す｡その意味では､三浦先生との時間は､私にとって
は限られていましたし､また､その深さという点では、
諸先輩方には敵いません｡にも関わらず､三浦先生
は､今でも私の中では強烈な個性を放って存在して
います｡そういう意味では､私の片想いですが､三浦
先生は､間違いなく、私が出会った方々の中で､突
出した方でした。

三浦先生との出会いの始まり

私は､今から15年ほど前に､外資系の大手医療機

器メーカーの日本法人に勤務することになりました。

当時は､英語もまるでできず､箸にも棒にもかからな

かった私でしたが、当時の先輩が､ASQの認定藍杳

士制度があるということを教えてくださいました｡それ

が､私がCQAを知ったきっかけでした｡ただ､試験は

全部英語でと聞いた瞬間、そのような試験を自分が
受けるなどということは考えもせず､しばらくの間､記
憶から消えていました。

し､し辿夕巳し､し坐全し坐

子-了--青--号-寺－－5－．55T・・・・・・・・・・，・・・・・・・，・・・・

ｴドﾜー スﾗｲフサイエンス(株）

佐藤央英様

ご丁寧なメールと電話をありがとうございました。

愉快に準備すれば､よい結果につながると思います。
日本で､落っこちの専門家になっていた人達の中に

も遂に合格できた人が3人出ましたが､その轍を踏ま

ずに行けると期待しています｡やさしそうな問題でも、

落ちついてちやんと読んで選ぶのがよいです｡私は

major資格(8種類)をすべて合格したのでしたが、

実はその中で一番やさしいのをうわついて一度落第

したという苦い思い出があります｡やさしいことを侮る

なという教訓でした。日常の仕事にも誰にとってもず

ばり当てはまることだろうと思います｡電話でお話した

ASQDiscussionBoardsは下記です。

http://www.asq.org/discussionBoards/category.j
spa?categolylD=2

http://www・aso.org/discussionBoards/cateRorv.i

spa?categorvlD=4

memberNo．をloginして登録するとaccessで

きます。また､下記をNon-memberにも解放してあ
ります。

http://www.asq・org/discussionBoards/category.j
spa?categorylD=5

いずれの分でも､古い回答集もすべて閲覧できます。
ご紹介したDennisArterのQualityAuditsfOr

ImprovedPerfOrmanceは下記です｡この本と著者

はAuditでは世界一有名です。私が意地悪で、
mean,即ち、nastyということから、「nastiest

reviewをしてくれ｣と頼んできたのでした｡ASQ年

次大会の時に私の野球の相手の犠牲者の一人です。
捕球が上手でした｡若い頃は優秀な選手だったと思
います｡下記で出てきます。

http://qualitypress.asq.org/perl/catalog.cgi?item
=Hll80

とりあえずご連絡まで。
三浦昭夫
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TheASQAuditingHandbookの著笥PRussel氏と

その後、米国本社への赴任中に､本社の内部監

査員が全員CQAの認定を受けていることを知り､また、
ASQ公認資格のCQAが内部監査員としての適格性
の証明になっていることを知り、昔の記憶がよみがえ
り、自分もチャレンジしてみたいと感じました。
本当は､米国赴任中に､CQA試験を受けたかった

のですが､業務の都合もあり､残念ながら試験を受け
ることはできませんでした｡赴任が終わり､帰国した後
も、CQAにはチャレンジしたいと思っていたので、日

ManagementSystemNewsVbl.19,No.1 5
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お似合いではと思ったのを覚えています｡それから先
生は､何時も長めのベルトを愛用されていましたね！
ベルトが弛んでいて端っこが外に出ていたのを記憶
していますが､これも昔の懐かしい思い出です。

’ 追悼のことば

会友／小林克俊
(元MS研究会事務局長） またMS研究会の大会で研究発表の講評では､厳

しい講評を毎回お願いをしましたが､之に反し何時も
ニコニコして優しい極上の講評をして頂きました｡電
話の時よりも､とてもとても優しかったですね！

それまでの療養にも拘わらず、昨年9月30日に他

界されことは誠に無念でなりません。

元MS研究会の一同に還して､元三浦会長のご冥
福を心からお祈り申し上げます｡合掌 最後に､先生は江戸前寿司が好きでした｡特に青

柳がお好きの様でした！アルプスの研修所での帰り

道､寂れかかった小さな寿司屋にしけ込んで真っ先
に毅然として｢青柳｣を注文されて､私はﾋｬﾘとしまし

た｡味は？鮮度は？如何だったのか？聞くことは､今
は出来ません｡天国では特上の青柳を一杯食べてい

ますか？其の内､また皆でご一緒してワイワイ､ガヤ

ガヤと居酒屋で飲み食いしたいと思います｡天国で！

三浦先生は私共の恩師で有りました｡其れは20数

年前に遡りますが､私は日本規格協会の運営委員を

していた際､今も続いている月刊誌『標準化と品質管
理』の校正をしていた時､偶然に品質保証の国際規

格(ISO9001)の記事を見ました。当時は電機メーカー

品証担当で、品質保証は日本が自他共に認める世

界No.1であるのに何だろうと思い､執筆者に三浦昭

夫氏とあり、早速､規格協会の紹介を取り付けて､住

所と電話番号を知り、面会したのが三浦先生との出
会いの始まりでした。

蕊 繁零 ~

雫

召

姿勢の良いスラリとした優しい風貌でしたことを鮮

明に覚えています｡後で空手の武道家であることも知

りました｡話はMILSTDを基にして英国はサッチャー

政権の下､BSI主導の買手の品質保証規格のことで、

日本は造り手の品質保証のことであるのを知りました。

その後の審査員資格の取得には､出来が善くなかっ

たからかも知れませんが、当時は講習も複数回必要

であったため､計100万円弱位は掛ったと記憶してい

ます｡それにより､IRCA主任審査員と三浦先生の講

師のお手伝をさせて頂きました。
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MS研究会大会での歓談の思い出

私を始め、出来の悪いMS研の同志も、先生より先

に他界した山田八栄氏を始め､其々の分野にて其れ

なりに第一線で一生懸命にMSの仕事に取り組んで

来ていました｡中には定年を迎えた方々、まだ現役で

しつこく頑張っている面々が日本を越えて世界に輩

出されました。これも先生のご尽力の賜物てありま

す。

IATCA国際会議にシアトル､ロンドン､南アのダー

バン､京都､ローマの各会議に同席しました。会議

の議長(チャーマン)に毅然として日本の立場でネゴシ

エィション(異論)をして､大和魂を持つ方でした｡つら

れて私もロビー活動で、日本の以前の意見を通さな

いのは如何してか？と議長に詰め寄った事がありまし

た｡豪州の議長は無表情でしたね!これは三浦先生

譲りの大和精神でしたが､今は昔のことになりました。 今の処､これと云う不祥事は起きたとは聞こえてき

ませんことを報告して置きます｡どうぞ今の処､ご安心

して下さい。三浦先生は、会議には何時も、スコットランドの白と

赤い線の入ったタータン･チェックのネクタイを召して

いましたね！とてもお気に入りの様子でした。どこの

家紋か判りませんが、聞いて置くべきでしたと今では

残念です｡私的には紺色のチェックの方が先生には

今後も天国で我々を見守り、導き下さることをお願

い申し上げて､最後の別れの追悼の言葉を捧げます。
安らかに眠って下さい｡合掌

6
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三浦先生シの思い出

(株)ニコン／伊佐見忠夫

私が三浦先生と初めてお会いしたのは､1992年の

夏｡QA(QualityAssurance)ブームと言われ、日本

でも先行メーカー数社がISo認証を取得､海外から

は特に英連邦の国から品質システムの認証書を求め

られるようになりました｡認証取得の話が決まり､私は

事務局を担当することになりました｡横浜港にある認

証機関を訪ね､その中でシルクセンターにある認証機

関の営業部長さんから、「専門家のご指導を受けた方

が良いですよ｣と紹介されたのが､三浦昭夫先生でし

た｡当時､「国際品質システム｣と言う会社の代表取締

役で､以降､何かにつけて三浦先生のご指導を受け

ました。

三浦先生からは､西原さん(現､IQAI理事長)他、

鋒々たるメンバーを引き連れて､こと細かくご指導い

ただき､模擬審査では最新の顧客苦情情報から商品

梱包保管･検査･製造･購買･設計･企画へと遡上する

方法をとり､大変感心したことを覚えております｡また、

三浦先生の講義は常に脱線し､実際にあった面白お

かしい話を含み､笑いながらQAの本質を教えていた

だきました。先生のご指導のおかげをもちまして、

1993年11月29日、業界に先駆け認証を取得しまし

た。

認証取得後､私は本来の業務に戻り、中国に出向

き､当時の国営企業と協力する仕事を開始｡QAとは

縁がなくなるかと思いきや､まさに三浦先生に教えて

いただいた笑い話そのもので､組織体制が見えず、

管理責任者は管理を放棄し､作業者は規定･規格を

守らない状態になりました。

その後､私は開発の仕事につき､失敗や成功など、

あっという間に定年も過ぎ､継続して2012年からは医

療関係の開発部門に異動｡ここでは米政府のFDAを

避けて通ることはできず､基礎的勉強や社内の体制
についてFDA関係に詳しい方を探しているところでし

た。「誰か知らない？｣との話に､咄嵯に思い出したの

が､三浦先生でした｡20年もご無沙汰していたので、

私の知り合いに連絡を取ったところ､入院手術された

との話を聞き､研修機関のグローバルﾃｸﾉでFDA講
習を担当されていた西原さんにお聞きすることにしま

した。

2013年の4月に西原さんと連絡をとり､お話しを伺

ManagementSystemNewsVb1.19,No.1
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うことになりましたが､三浦先生を差し置いて西原さん

と連絡をとったことを､私自身､大変気にしておりまし

たが､西原さんから三浦先生に連絡してくださり､すぐ

に三浦先生から連絡が入りました｡その後、「懐かしく

思い､お会いしてお話ししたい｣とのお話がありました

が､先生のご入院などで､なかなか日程の調整がつ

かずにおりました。

そんな折､2013年12月に三浦先生から､西原さん

を通じて｢17日にどうか｣との連絡があり､お約束いた

しました｡当初､三浦先生､西原さん､伊佐見の3人で

食事会をする予定でしたが､西原さんがご出張とのこ

とで､先生と二人で会うことになりました。

三浦先生から｢京急FXF品川､フロントの前のsofa

で待つ｣とのメールが入り､急ぎ向かいました｡階を間

違え慌ててフロントに向かうと､酒落た服装の三浦先

生がsofaで待っておられました｡20年振りの再会で、

どう御挨拶しようか､何を話そうかと緊張しておりました

が､お会いしたら､まるで昨日お別れしたようで､過ぎ

去った時間をすぐにとり戻りました。

食事の時、先生が｢伊佐見さん、何か飲みます

か？」とおつしやるので､お体を気遣って｢お茶でも」

と言ったのですが､先生は｢多くは飲めませんが､二

人で1本ビールいかがですか｣とのことで､20年振りの

再会を祝って乾杯｡先生は｢美味しいな､手術後初め

てですね｣と言って､ニコニコされていました。

話も進み､先生は卒業から現在までのいろいろな話

をご自身の人生の経過に合わせ､面白くお話しされ

ました｡例によって脱線や余計な話を挟んで､昔勤務

していた会社の上司の話､監査や審査した会社､対

応した人の話､審査員や審査機関の話等々・普段か

ら歯に衣着せぬお人柄、「あいつは見込み違い｣｢あ

れは良かった｣等々 ・西原さんのことは｢あれはね､真

面目過ぎるんですよ｡息の抜き方を知らないんです

よ｣、「息の抜き方覚えると良いんですがね､でもそこ

があれの良いところでもあるんですよ｣、と目を細めな

がらお話しされていました。

楽しい時間が過ぎるのは速く､すぐに帰りの時間に

なりました｡先生が何かご自分の人生を総括されたよ

うで､ある種の怖さを感じ、「先生握手してください｣と

手を差し出すと､温かい手で握り返してくださいました。

温かい日差しのなか､タクシー乗り場までお送りする

途中､ふと｢これが先生にお会いできる最後かも知れ

ない｣と思いながら､コートを羽織った先生の後ろ姿を
しっかりと目に焼き付け､お見送りしました。

心からご冥福をお祈り申し上げます。
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三浦先生とIQAIのメンバー達 ’

IQAI会員／岩佐允勝

私にとっては｢先生｣と呼ぶことのできる人は三浦昭
夫先生だけである｡英語がだめな私にとって親しく仲
良くしてくれた先生が亡くなられたことは大ショック以

外ない出来事である｡IQAIと私はとてつもない縁が
あると思う｡私が生まれたのはJR山手線恵比寿駅近く

の｢アメリカ橋の快｣である｡空雲が激しくなってきた

昭和19年､私の一家は埼玉県浦和に移り住んだ｡昭和

20年3月10日の東京下町の大空葵は従姉妹の背
中で見た｡東京方面の空が真っ赤に染められていた。

ところが昭和20年4～5月になると疎開先の浦和も

空襲が激しくなった｡B29が爆弾を落とし､浦和の｢別

所の沼｣に逃げる母の背で､母の防空頭巾が目に焼
きついているが､B29の護衛戦闘機が舞い降りてきて、

(多分P38だと思うが､三浦先生はP51だと言う)機銃

掃射をした｡逃げる母の足元に土煙が上がったのが

目に焼きついている｡我々 を撃ち殺そうとした米兵も
生きていても90歳を越しているだろうが､今会っても

張り倒してやりたい衝動に駆られる｡それ以来英語は

私の中で｢オフリミット｣になった｡三浦先生に言わせ

ると｢鬼畜米英｣である｡そこで我々 家族は､浦和も危
なくなったので､祖母の故郷福井県三国町に逃げた。

当会の会員であった｢いす頁の山田八栄｣氏を覚え

ている人も多いと思うが､石原氏と中央林間の病院に

見舞いへ行った折、（平成22年頃)八栄氏がいきなり

｢私の三国の疎開先く能登屋＞の次男と同級生｣と

言い出した。当時(昭和20年頃)餓鬼共が一緒に遊

んでいた時を思い出した｡私は三国で終戦を迎えた

が､八栄氏が福井県三国出身ということは知っていた

がく能登屋＞は云ってなかったが、「何故この人は

知っているのだろう｣と疑問に思った｡ことによると､私

が3才位の時､八栄氏に遊んでもらったかも知れない

と思って､姉に｢ヤサカチヤンという目の細い､体の小

さな男の子を知らないか？」と電話をかけたことを思

い出す｡また､平成12年頃､JAB主催の検討会で議

長になった際､メンバーに煩方(飯塚悦功氏･中村翰

太郎氏･加藤重信氏･住本守氏､等がいたと思う｡）の

中に､八栄さんだけがやたら味方になって下さったこ

とが思い出される｡その山田八栄氏も神戸で亡くなっ

たとのこと。（合掌）

三浦先生は上海で生まれ育って､その後神戸より立

川市錦町に住居を移されたが、丁度私も同じ頃、

8

立川市曙町に居たので､どっかで会ったかもしれな
い｡しかし､立川市高松町に米軍第五空軍のゲート
があったが､その近所を母と歩いていた際にある家の
前で米兵達が行列でズボンを脱いで前を押えている
のを目にした｡初めはトイレかと思ったが､母が｢見るん
じやないよ、見るんじゃないよ。」と言ったことを思い
出す｡それは｢パンパン宿｣だった｡それやこれやで
アメリカ人がいやになった私は､米英の言葉である

｢英語｣は益々 不勉強になった｡同じ立川に住んでい
ながら､三浦先生と私は｢英語｣に対する向き合い方
が全く違う方向となったのは不思議である。
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ASQ大会でのFellow授賞式のあと

当会の会計を務めていた、「松本好生｣氏(審査機

関JHIA-QA所長)をご存知の方も多いと思う｡現在

も私と一緒に｢神奈川県マネジメントシステム研究会」

の世話人を勤めているが､彼とはISO審査員教育の

同窓生である(L川で講師は小林元一先生)。ここで

我々は初めて､三浦先生に出会った｡松本好生氏は

横浜市泉区上飯田町の住人で何と私の勤務先(当

時私は､東洋電機製造㈱相模製作所品質保証部

長)の加工課A係長と町内会の役員をしているではな

いか｡A氏は昔から松本好生氏を知っており、小さい

頃から近所でも大変優秀な子供だったという事であっ

た。

更に､私がIQAIに入会した時、「石原隆昌｣氏と私

が住んでいた横浜市栄区の実家とは同じ住所である

ことに気づいた｡IQAIの先輩｢石原｣氏とは何と3軒

先の家だったとは驚きである｡知らないこととはいえ、

双方の父母は仲良く付き合っていたと考える｡その後

は父母も亡くなって私の家も空家になったので､電話

して石原氏に見に行ってもらったことがある｡このよう

に三浦先生を中心にIQAIのメンバーと親しくお付き

合いをさせてもらった。

ここで三浦先生は毒舌家という誤解がまかり通って

いることに反発したい｡云いたいことを云うにはそれな

りに理由があるということを、「三浦教養講座｣は教え

てくれた｡ご冥福をお祈りします｡(合掌）
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’ 三浦先生の思い出

IQAI理事／佐藤美由紀
CQA/CQE/CSSBB/CSQE

三浦先生との出会い

三浦先生との出会いは､2009年冬のことです｡今
から5年半前のある日、私は､何ヶ月も迷った末､つい
にASQ資格についてIQAIに問い合わせメールを送る

ことにしました｡そのときに、当時の理事長でいらっし

ゃった三浦先生自らが､大変に御丁寧なお返事を下

さったのです｡その後何度もメールでのやりとりを重

ねながら、「英語もろくにしやくれないのにアメリカ品

質学会なんてとんでもない｣と思っていた私に､三浦

先生は挑戦する勇気を下さいました。

「チャレンジしなければ奇跡も起こらない｡」そんな

言葉に魅かれ､ダメモトで受けたCQA(Certified

QualityAuditor)に合格してから､全てが変わり始め

ました｡子育てのために数年間社会からリタイヤして

いた私は､再就職後も劣等感の塊になっていて、「今

から努力してもどうせ同世代の人たちには追いつけな

い｣と決め付けていました｡しかし､当時日本ではまだ

20人程度しか持っていなかったCQAを取得できたこ

とから自信と希望が生まれ､明確な目標を持てるよう

になりました。

それ以来現在まで､三浦先生に更なるご指導を賜

ることができたおかげで､今は7つのタイトルを持てる

までになりました｡しんどいはずの試験ですが､昼休

みに先生とランチを共にするのが楽しみで､毎回遠

足にでも行くような気分で目黒の試験会場に向かっ

たことを懐かしく思い出します。

一番記憶に残っているのは､CQA試験直前の｢必

勝合格講習｣のときにご一緒した､下目黒住区センタ
ー近くにあるお寿司屋さんでのご様子です｡先生は

青柳がお好きで､握りのセットをお召し上がりになった

後も､青柳だけを4貫も注文していらっしやいました。

そのお寿司屋さんには､その後も何度かご一緒し

ましたが､ちょうどその近所に先生の通っていらっしや

る空手道場があり､食後､先生に誘われて練習の様

子を見に行ったことがありました｡ASQ試験本番の休

み時間のことでした｡三浦先生は､緊張している受験
生の気を和ませて､実力以上の力を発揮させてくださ

ることもお得意でした。

ManagementSystemNewsVbl.19,No.1
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道場独特の､汗と挨の匂いがする部屋で､黒帯をつ
けて練習に励む若い人たちが､先生に最敬礼であい
さつをされていました｡皆に慕われ､尊敬されている
ご様子が伺えました｡そこにはたくさんのトレーニング

マシンが置いてあり､先生も実際にそれらを使って鍛
錬されていると伺い､何歳になっても心身を鍛えようと
いう姿勢に大変感銘を受けたのが昨日のことのようで
す。

三浦先生は､数々 の功績と資格をお持ちでしたが、
それらをひけらかすことは全くありませんでした｡反対

に､試験に落ちたときのことなど失敗談を聞かせて下

さることも多く、「こんな大先生にもそんなことがあるな

ら､私のような凡人が失敗するのは当たり前｣と､逆に

安心しすぎてしまい、CRE(CertifiedReliability
Engineer)の試験は4連続で不合格｡更に､大丈夫だ

ろうと高をくくっていたCSSBB(CertifiedSixSigma
BlackBelt)にまで落ちてしまい､数年間に亘り良い

報告ができないままお別れとなってしまったことが悔
やまれます。

CSSBBが不合格となったちょうど1年後に同試験に

再挑戦しましたが､たとえ短時間でも､いつも必ず試

験の様子を見に来てくださっていた先生は､その試

験のときは最後までいらっしゃいませんでした｡試験

そのものには手ごたえがあり、これでようやく久しぶり

の良い報告ができると思っていましたが､一週間後の

合格通知を受け取る前に､実は先生は試験の前にお

亡くなりになられていたと知らされました｡どうして一年

前に今回と同じ結果を出して､先生を喜ばせることが

できなかったのか､後悔してもしきれません。

あれから半年､今は三浦先生を偲ぶ会の幹事とし

て､思い出のスライドなどを作成するため､先生の功

績や近親者を含むご親交のあった方々からの感謝の

言葉などを整理しています｡改めてその存在の偉大

さを実感しているところです。

私は三浦先生にとっては子供のような年齢で、人

生経験も浅く､頼りない存在だったと思います｡でも、

ほんのちょっとの勇気がきっかけで先生のお導きをい

ただけたことへの感謝を忘れず、同じ志を持つ方々

を励まし､成功へと導く一助が担えるよう邇進して参り

たいと思います｡そのことが､かつて先生に受けたご

恩への一番の恩返しになると思っています。

三浦先生､今まで本当にありがとうございました。
合掌
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三浦先生を思う ’

IQAI永年会員／長澤佳男

10月6日は大型台風が静岡に上陸し、関東地方

は強風に見舞われていました｡その日の深夜の西原

理事長からのメールで三浦名誉会長が9月30日に亡

くなられたことを知りました｡今もなお残念で淋しい気

持ちでおります。

先生の聲咳に初めて接したのは､今から20年前、

JMA(日本能率協会)主催のISO9000ｼﾘー スの講習

会に出席した時のことでした｡会社の品質部門で、

ISO9001の認証取得活動をしていましたが､規格書を

読んでも分からないことが多く困っていたところ､この

講習会の講師が、「品質マニュアル作成の手引き｣の

著者である三浦先生だったことが出席理由の一つで

した｡講習会は盛況で､先生の明快な講義は分かり

やすく、日頃のもやもやが晴れたことを覚えています。

講習会終了後の参加者との懇親パーティーでは､講

習会で私が発した質問に対し､先生から、「なかなか

いい質問だった｡」といわれたことを思い出します。

この懇親パーティー出席者の多くの方々が､お互

いに懇意であることを不思議に思い､尋ねたところ、

｢MS研究会｣という組織があり､そのメンバーであるこ

とを知りました｡早速後日、幹事の斎藤さんにお願い

して入会しました｡この研究会では､第一分科会に所

属し､単身赴任先の静岡から東京の雪谷大塚のアル

プス電気での研究会に参加したのも､今では良き思

い出の一つとなっています。三浦先生も時々出席さ

れ､勘所で､いろいろとコメントされましたので､この時

期に多くのことを習得することができました｡時々 復習

の目的で､不意に名指しで質問されることがあるので、

いつも緊張していたものです｡この研究会で先生から

規格(原文)の英語の言葉の意味を､正しい日本語の

表現に読み替えて､丁寧に教えて戴いたことが､後の

審査活動で大きな支えになりました｡英語だけでなく

日本語の意味や使い方にも大変厳しく､教えられたこ

とが少なくありませんでした。

静岡県で勤務していた関係で､当地のS建設での、

講習会に助手として参加させていただいたこともあり

ました｡講習前日の夕方､静岡駅で大きな荷物を片

手に降り立った先生に、「鞄をお持ちしましょう｣と受け

取ったものの､軽々と持っておられた鞄のあまりの重

さに驚き､数歩歩いては、持ち手をかえてやっとホテ

10

ルにたどり着いたこと､後で先生が野球や空手などの

格闘技が得意であると聞き､むくなるかなと納得した

ことなども懐かしく思い出します｡私が相撲をしていた

こともあり､相撲談議では､なぜ"相撲"を"角力"と書く

のか、“えんしよう投げ"とはどういう投げ方か､“内無

双""外無双"という技があるが､なぜ"無双"というのか、

などなど次から次へと発展し､メールの往復のやり取

りが延々と続き､審査先の宿泊ホテルから発信するこ

ともしばしばありました｡先生は文武両道に秀で､何

事にも造詣が深く、半端ではありませんでした｡IQAI

月間メールのスヌーピーでも紹介されていましたが、

先生が寄稿された"教養講座"は､実に興味深い読み

物で､現在､会の有志で編集中とのことですので､発

刊を楽しみにしています。

SouthernrangeofJapanAlps
Gend盟rme

(SpearPk.）

八

｢教養講座｣(2008.5.1)付録の"ドーム"の解説

2007年にMS研究会が解散し､IQAIに一本化され

てからは､先生直々の教えを請う機会が増えましたが、

講義内容の濃さは､他の講習会では類をみないもの

でした｡審査員時代には顧客からりIS規格の翻訳用

語の意味が分からない｣と､ずいぶん質問を受けまし

たが､先生の翻訳語を使って説明すると、目からうろ

こが落ちたような表情で､即､納得してくれたものです。

また規格に書いてないことや､運用面についての顧

客からの様々な質問や悩みに対して､絶対の自信を

もって答えることができたのも、日頃､先生の薫陶を受

けていたおかげだと思っています。

イベントの後や、目黒での会合の後は､先生を囲ん

で､参加メンバーの方々とプライベートの会食を共に

する機会が多くありましたが､先生はもっぱら葡萄酒

党で､いつも楽しい雰囲気のお酒でした｡不調法な

私も、先生の至極にこやかな笑顔と､そのうんちくに

楽しいひとときを過ごしたものです。

意外なめぐり合いといえば､いずれも後で知ったこ

とですが､先生と私の兄とが､また私の会社の上司が、

互いに同じ大学で同じ学部､学科で同じクラスだった

とのことでした｡世間は狭いと言いますが､人と人との

つながりの不思議な縁に運命的なものを感じていま

す｡二十数年に亘り､仕事で品質マネジメントシステ

ムに関わり、その間、先生には20年間近く指導を受

け続けた結果､今の私があることを改めて思い､先生

への感謝の気持を深く心にとどめております。

ManagementSystemNewsVb1.19,No.1
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です｡コンサルティングを受けている間は､仲間に野
球をしていた者がいたので､休憩時にはピッチングを
したり､野球談議､夜の会食と楽しい日々 でした｡また

後日談ですが､その時トップだったアメリカ人は本国
に帰り数年後に偉くなって出張で来日した際に､本
人の希望があり､東京で先生と会食する機会がありま
した｡先生はアメリカ人にも印象が強かったのだと思
ったものでした。

三浦先生の思い出

IQAI理事／藤原登

眼鏡越しの目には2種類、つまり、“柔和な目”と

"厳しい目"がありました｡セミナーやコンサルの最中
では厳しい方の目でしたが､その後の会話や談笑で

は柔和な目であったと思っています｡長くお世話にな

りましたが､先生の柔和な目と笑顔に支えられて､セミ

ナーなどでの厳しい目はあまり気になりませんでした

(とんでもない､と叱られるかも知れませんが)。

その後しばらくご無沙汰しましたが､IQAIの存在を

知り入会させていただきました｡研究会にも名を連ね

ましたが､勤務地の都合もあり研究会には殆ど不参

加でした｡先生のセミナーは新鮮(自分にとって)で、

将に"目からうろこ"でしたので､出来るだけ参加させ

ていただきました｡出ているだけでも楽しいものでした。

特にCQA講座では品質管理の基本を学びました。

中でも先生が編纂された｢SpecialAuditorBrush-up

Course｣は秀逸で､今でも自分にとって虎の巻です。

お世話になった最初は1992年､ISO9002を取得

するためのコンサルティングを受けた時です。出向元

の会社の品質保証責任者から三浦先生を紹介しても

らったのでした｡彼は｢著名な先生だよ｡少し厳しい

が｣と云っていました｡とても良かったのは、自分の会

社のﾄｯブがアメリカ人だったので､品質方針その他

の大切な部分を英語で作って下さったことです｡先生

の英語の力をそれまでは実感することはなかったの

ですが､アメリカ人のﾄｯブが品質方針を｢Good｣と褒

めてとても喜んでくれたことで､凄い先生なんだ､と思
いました。

その後、月刊メールによる配信が始まった｢教養講

座｣では､特に品質管理に関しては､言葉の解釈も含

め､漠然と思っていたことが理屈として理解できる喜

びがありました。沢山の知識を得ましたが、何よりも

"正しい理解"を教えていただいたことがプラスになり

ました｡この｢教養講座｣の思い出の一つに､先生が

剣道をされていた時の経験として挙げられた名前の
方が自分も知っている方だったので､その後の会話
で話が弾んだ思い出があります。

も

何年かしてIQAIの理事を仰せつかりました｡理事
会の中では､文章の構成や句読点の使い方なども含
めて､ビジネスに基本となることを教えていただきまし

た｡今時､そのようなことを学ぶことも教えて下さる方も
いない中､とても貴重な教育の場でした｡そんな中で
自分にとっての一番大きな指導は、「仕事はテキパキ
とやりなさい｣、だったと思っています｡これまでの業

務では､あまり求められることのなかったことで面喰い
ましたが､"テキパキ"の意味するものは､効率や相手
への思いやりなどの基本であり､改めて認識したもの
です。
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2014年春まで通っておられた極真空手道場で

未だ未だ合格点はいただけないかと思いますが、
日々 努めております。コンサルティングでは大きなお目玉はなかったと思

っていますが､審査で不適合1件をもらった時は､｢何
故､云う通りのことをしなかったのだI!直ちにこのよう
にしなさい｡」と叱られました｡お蔭様で対応も良く、
無事に認証取得となりました｡半年あまりで取得でき
たことは､アメリカの本部からも賞賛で､鼻が高かった

先生のお教えは、自分の中にいろいろな形で生き
ております｡ありがとうございました｡合掌

｜
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5ページのつづき

今読んでも､これぞ三浦先生というメールです｡いき
なり連絡をしてきた小僧の私に､懇切丁寧に情報を教え

て下さり、一方で､先生特有のウイットにとんだ話を交

え．…。このメールを頂いたあの日にお電話でお話した

ことが、昨日のように思いだされます｡このメールとお電
話で、「三浦先生という人は､どういう人なんだろう？｣と

強烈な興味を持ち､そこから､三浦先生にはまっていっ

たという感じでしょうか｡人の縁とは､何とも不思議です。

先生の笑顔を胸に

CQAの試験勉強は、教材が英語ということもあり、

LanguageBarrierを乗り越えることは大変でしたが､体系

がなかった私にとっては､三浦先生の推薦によるASQ

のAuditorHandbook(3rdEdition)が､大変参考になり

ました｡また､QualityCouncnoflndianaのCQA問題集

を繰り返し解くことで､試験問題の傾向がつかめ、良い

訓練になりました｡合格後､笑顔で喜んで下さったのも、

三浦先生でした｡本当にうれしかったです。

先生は、「自分に厳しく人にはもっと厳しい｣方でした

が､その知識と経験は生半可なものではなく､先生がど

れだけ努力をされてきたかということは､若輩の身である

私にも手に取るように分かりました｡一方で､先生のその

｢中途半端｣を許さない、自分のポリシーに従って生きる

生き様が､時として他者との軋礫を生み､結果､先生が

日本の品質保証の分野で､メジヤーな存在にならなかっ

たのだということも、良く分かりました｡でも､私は､そんな

先生に魅力を感じていました｡先生を､コンピューターの

世界に革新を起こした､ステイーブジョブズ氏と、いつも

重ねていました｡一方で､先生の茶目っ気に､また魅力

を感じていました｡三浦先生とお会いした時に､いつも

先生が見せる､あの、はにかんだような笑顔が忘れられ

ません。

先生の笑顔を胸に､私も、私のポリシーに従って､こ

れからの人生を歩んでゆきたいと思います。

改めまして､三浦昭夫先生に感謝申し上げるとともに、

先生のご冥福を､心よりお祈り申し上げます。

発行人jNPO法人国際品質保証協会(IQAI)

理事長西原美津子

Tel.203-6227-1362;Fax:03-3712-3399

住所：東京都目黒区下目黒3-24-14-703
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◇◇◇事務局から◇◇◇

【言卜報】

去る2014年9月30日、当会名誉会長の三浦昭夫先生が

逝去されました｡謹んでご冥福をお祈りします。
【理事会より】(2015年4月1日現在）

◆2015年2月21日、目黒区不動住区センターで当期第2
回理事会が開催されました｡今期の活動報告並びに今
後の当会の有り方についての議論がなされました。

◆2015年4月29日、総会を開催予定です｡同日、総会後
に、「三浦先生を偲ぶ会｣を開催します。

【研究会の活動報告】(2015年4月1日現在）

◆化学物質管理者セミナー(東京研究会）

2014年11月29日、目黒区下目黒住区センターで今期
の後記日程の｢化学物質管理者養成セミナー｣が開催さ

れました。

◆教養講座の発刊(東京研究会）

2008年4月から配信が始まった三浦名誉会長の教養講
座が､2014年8月10日に第1回編集会を開催して以来、

数か月に亘った編集作業を経て､最終校了の運びとなり

ました｡本は4月に発行され､総会で参加者の方々 へ公

開されます。(IQAI事務局／佐藤央英）

編集後記

今号は､当会の理事会の各位､並びに､特に故

三浦名誉会長と親交の深かった限られた外部の方

にも寄稿をお願いじて､『三浦先生を偲ぶ』記事の

特集を組みました。

ご寄稿いただいた方々の思い出は様々ですが､三

浦先生とのつながりを語る記事は､どれも在りし日の

三浦先生の姿が偲ばれ､感慨深いものがありますも

今般､西原理事長及び小田会員の各記事で紹介

さｵじています三浦先生の『教養講座｣の遺稿集は、

先生が遣されたマネジメントの指南書とLﾉて至極の

書です6末永く手元に置き､折に触ｵTて､マネジメント

の実務に生かして行きたいと思いますb

三浦先生､ありがとうございました。（編集部）

連絡先:事務局

佐藤央英E-mall:yoshihidesato@mmm-keio.net

Website:http://www.iqai.org
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