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第11回名刺交換会および法人会員向け講演会（2019年2月1日（金）14：00～ 於愛知東邦大学内）

「真の『働き方改革』を通しての人材育成 ～やる気づくり」
講師：エイベックス株式会社

代表取締役会長

加藤

明彦

真の働き方改革を通しての人材育成についてです

い」と、会社は会社で方向性は決めるんですけれど

が、やる気づくりというのは、やはり魅力ある企業

もその中で自分のやりがい、生きがい、人生観をど

づくりということです。例えば、この地域名東区の

うするか、私どもでは、働きやすい企業と一人一人

中でどう住民の人たちに認めてもらえるか。愛知東

の未来が見えるビジョンづくりをしっかりやること

邦大学と東邦高校があり東邦学園ですが、ここに存

じゃないかなと思います。

在して学生さんが通うということは、地域の皆さん

資料に内部要因という言葉がありますが、これは

に「あそこの学生さんね。」
「東邦の学生さんね。」と

会社の中で考えておくこと。後で外部要因という言

声をかけてもらい「おはようございます。」といって

葉がでてきます。これは、自分の会社では何ともな

元気よく学生も来る。地域の活性化がないと、うま

らない要素ということです。

くいかないわけで、我々企業にとってもそういうこ

先ずは、外部要因を何とかしてくれと言って他力

とがいえるんじゃないかな。いわゆる地域社会での

本願に考えちゃうこと。いろんなところに要望は出

ブランド力、ここの東邦学園のブランドが４つあり

しますけれども、要望出す以上自社はちゃんとやっ

ましたけど、これは信用力だと思うんです。これが

ていますか？と言われたときに、私どもの会社はこ

信用力をつけ、魅力ある企業づくりをしていくとい

んな風にやっています。これだけ努力しているので

うことじゃないかな。

そちらも考えてくださいね。と言えることだと考え

じゃあ魅力ある企業づくりをどう考えるべきか。

ています。

今私どもの会社の中でもいろいろな議論をしていま

一つは、私どもの会社の経営の基本姿勢をしっか

す。そうなると、働くことを変えていかなければい

り確立し直そうではないかという議論をしていま

けないんじゃないかな。ただ政府の言っている働き

す。一つは、採用活動は労働人確保の一環にしない。

方改革だけでいいんだろうか。我々は、ただ単に司

ただ単に人材確保にしない。要は一人一人の人生観

法的な話で残業時間短縮するだけで生き生きと働く

を育てる環境が自社にあれば、
「あなた、うちの会社

会社づくりができるのか。政府は社員が自殺すると

に入りませんか？」
「一緒に成長しませんか？」とい

いう問題が出て、長時間労働から短縮してという非

うふうにする体質を社内にひくことが大事だと、皆

常に短絡した議論をしているんです。私どもの中小

が思っています。

企業では社員と経営者との距離が近い関係ですので

リーマンショックの 1 年後に何とか回復の目途が

お互いに理解しながらどう進めていくか。そうなる

たって、業績は資金繰りが最悪の時に、我々経営者

と、ただ単に残業時間を短縮すれば魅力ある会社づ

が一人一人の人生観を大事にするということをまず

くりになるということではないのではないかという

考えるべきだと思いました。それから社員教育です

ことで、私どもはこういたしました。働きやすい企

ね。私も間違った社員教育をしていました。30 年

業づくりをどうするのか、未来が見えるビジョン。

位前は間違っていたなと反省しています。どう考え

会社は 10 年ビジョンとか将来こんな風にしたいと

ても会社に都合の良い人材に教育をしていたんで

かあります。皆さん方も会社では経営指針とかあり

す。例えば品質管理の部署だったら、品質管理に対

ますよね。未来づくりされていると思いますけれど

する勉強をさせ外部研修もしました。たまたま役割

も、私がここで言っているのは、社員一人一人が思

として品質管理の部署に配属されたけれど、本人は

いも違うんですよ、人生観も違うんですよね。私は

本当に品質の勉強をしたいのか。役割の中ではそう

自分の人生観を通して 10 年後、会社を通して「こん

であってもその人の人生観にプラスになっているの

な自分になっていたい」
「私はこういう未来を描きた

かということです。今は品質管理の部署の人にマー
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ケティングの勉強がしたいと言われるんです。何で

ですよ。そんなところに幸せなんてありえません。

そんなことを言うのか。本来は品質管理の勉強をす

経営者の都合です。何でかというと会社が儲かれば

るべきで、マーケティングは営業が勉強するべきだ

といういい方向の話ししかしていません。
「会社が儲

と。その社員は、
「じゃあ社長（当時）お客さんから

かれば、他所よりたくさん払うし、賞与も払います

仕事を取ってくるのは営業だけの仕事ですか？」と

よ。」確かに少しは幸せになるかもしれません。収入

問われ「品質の部署でもお客様と接します。」「もし

が増えますからね。でも、そのためにノルマがいっ

私の部署でお客様に失礼があり、お客様の要求に応

ぱいかかってくるわけです。営業は前年対比10％絶

えられなかったら営業が仕事を取れないんじゃない

対上げなさい。製造現場にしてもそうなるでしょう。

ですか？そう考えたら私も営業の一員じゃないです

現場は疲弊していきます。営業は疲れ切ってしまい

か？」ずっと良品質で、製造がいいものを作ってい

ます。そんな状態で会社が儲かるわけないし、当然

るか。仕事だと思って品質チェックする。でもそれ

社員の幸せなんてないですよ。たとえ会社が儲かっ

だけじゃない。お客様が品質面で何を要求している

たとしても社員は不満足です。そんな経営をしてい

のか、先にお客様から要求される品質をしっかり掴

たら会社は伸びないでしょうね。早く気が付けばよ

んで、それを会社に取り込むことが結局お客様に喜

かったんですが、44 ～ 45 歳までそんな状態でした。

んでもらえるのかな。仕事としても、品質向上に協

人間らしく生きる。うちの会社は、エイベックス

力することになるという考え方が、段々広まってき

と1992年に社名変更しているんです。社歴は70年。

たんです

加藤精機という社名から自宅を工場に建て替え、年

働きやすい風土と自分が何をやりたいかというこ

商分の借金をして、やり直そうという気持ちで始め

とと連携してきたんです。ですから私どもは教え育

ました。ただ単に雰囲気を変えることもそうですし、

てるのではなく育つ状態の風土を作っていきたいと

正に人間らしく生きる。生存条件と言いますが、社

思っています。ですから、自分たちから勉強したいと

員の幸せを考えれば会社は変わるはずです。先ほど

思う風土をどう作っていくか。社員一人一人がやり

会社が儲かれば社員が幸せになるかという話をしま

たいことを同期して会社が傾倒していく。こういう

したが、その逆なんです。社員の幸せを徹底的に考

順序が本来だと考え方が変わってきたと思います。

えるんです。

特に、私が会社に入ったのが 1969 年（昭和 45 年）

私どもみんなで考えた幸せは何だろうかという

モータリゼーションで車社会が出来上がっていった

と、自分自身の成長、社会に出て初めて働く。この

頃入社しました。実はその頃会社は20名～30名の町

働く中の時間こそが人生の中で豊かさを感じるとき

工場２代目として、生産状況を豊かにして会社が儲

じゃないかな。ああ、人生よかったな。亡くなった

かれば社員が幸せになると考えていました。決して

時にみんなが本当に悲しんでくれる状況になること

自分の懐を温めて社員に働かせるという気持ちでは

が一番いいんじゃないかな。

ありませんでした。社員のためという気持ちでした

私どもの社員に癌で亡くなった人がいるんです。

が、社員の幸せは後だったんです。これが曲者だっ

その時に変な言い方ですが、感激したんです。なぜ

たなと思います。会社が儲かればですから、会社が

かというと、棺桶の上にうちの会社の帽子が置いて

儲からなかったらどうですか？「給与は他所よりも

あって、
「お父さん、あの世にいってもあれを被って

たくさん払えませんよ。」「賞与？払えませんよ。儲

働いてりゃいいよね。」奥さんからは、
「長年お世話に

かってないんだから」会社が変な納得をさせてるん

なりました。うちのお父さんは満足です。会社で働
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くことが好き

経営者が偉いみたいですよね。人間としては対等な

で好きで、会

んです。そういうのを徹底するように私自身が気を

社の話ばかり

付けて言っています。私どもの会社は受付で「すい

していたんで

ませーん、お願いします。」って言うと誰かが出てき

す。だから感

て対応してもらうというようなやり方です。その根

謝の気持ちを

元は命の重さに差はないということを、我々はしっ

皆さんに知っ

かり認識すること。これが電通の高橋まつりさんの

てもらいたく

問題なんです。（電通で起こったパワハラ自殺事件）

てお棺の上に

ここをしっかりしていればあんなことにはなりませ

置かせていただきました。」と言われて感動したんで

んよ。何で何回も書類を作り直させたりしていたん

す。葬式で感動したのは初めてです。あの時は経営

ですか。それは、上司という立場でお前は新入社員

者やっててよかったなと思いました。社員の幸せと

だろうという見方をするからそうなるんでしょう。

いうのは人の成長が自分の人生の豊かさになるとい

会社の作りがそんな風になっているからおかしくな

うことに気づきました。

るわけですよね。私は、命の重さに差はない。そう

加藤明彦氏

じゃあ社員の成長を一生懸命考えて、豊かな人生

いった意味であんまり会社の規模は大きくしたくな

を始めてもらうんですが、一人一人人生の豊かさの

いと思うんですけど、周りの環境から増えてきまし

感じ方が違うということに気が付いたんです。全社

たので、そろそろ止めたいところです。本当は 200

員の方向は同じですが、伸び方が一人一人違うんで

名くらいがいいでしょうね。400 になると若干わか

すね。そこは個性を生かそうということで一人一人

らなくなる。正社員は全部わかりますが、パートさ

目標値が違うんです。考えてみてください。ある人

んの顔がわからなくなってきたんですね。

は素人目で１ｍ成長しました。また違う人は 50cm

２つ目いきます。１つは基本姿勢ですが、この基本

でした。ある人は不満だらけで不満の分はマイナス

姿勢を浸透させていくためにどうするか。私どもで

になりますね。誰かが１ｍ伸びても誰かがマイナス

は、経営理念を明確に表現して、日常の企業活動に

50cm だったら会社としては 50cm しか伸びてない

反映させるということです。みなさんの会社にも経

じゃないですか。不満の人がたくさんいたら、伸び

営理念があると思いますが、そこには、人を大切に

はマイナスになりますよね。絶対に伸びません。

とか、社員と関係したものが結構入っているんじゃ

社会に出て 50 年です。前半の 25 年は本当に悲惨

ないかな。お互いの会社の事業を通じてこんな風に

な経営者でした。でも、後半の 25 年間は本当に幸せ

社会に貢献しようとかね。そういうものが啓示とし

な 25 年間でした。だから、こうして今日もこんなお

て入っているんじゃないかなと思います。そういう

話をさせてもらっています。10年前に社長は交代し

見方で新聞などを見てください。不祥事があると、

ましたが、たまに会社に行くと社員が「ここ見てく

必ずホームページを見るんです。それを徹底してな

ださい。こんな風になりました。」とか、「私、なん

いから不祥事が起きるんです。私ども経営理念で明

か変わったと思いませんか？」なんて、仕事の話は

確に表現してるんですが、問題は日常の企業活動に

社長にしてるでしょうから、私にはそんなことを話

反映しているんだろうか。上司と部下の関係はいい

に寄って来てくれるんです。私も一生懸命変わった

んだろうか。お客様にとってはどうだろうか。日常

所を探して「話し方が変わったね。ハキハキしてき

活動に、反映してればいいですよね。

たんじゃない。」「そうなんです。自信がなかったの

うちは自動車業界ですから、厳しいので 1 つでも

に自信が持てるようになったんです。」そうすると必

不良が出たら徹底的に追及します。その追及は人を

ず仕事にプラスになってくるんです。

責めることは一切しません。必ず仕掛け方・手順・

私どもでは生存条件に徹する。それが大事だなと

プロセスが悪いのではないか。特に最初に検査です

いうことで、「ヒトから人間へ」ヒトは赤ん坊です

ね。人の眼で見ていくわけですから、見落とすこと

ね。段々歩き始めて学校で勉強して人間的に成長し

あるんですよね。でも、その人が悪いと追及するこ

て、「人間」になれる。これは 100 歳で亡くなられ

とはありません。見逃すこともあるかもしれないか

ましたけれど、大田堯先生の教えです。人が生きる

らその時に、どこかでダブルチェックできないかと

社会を作ろうということです。脈々と受け継がれて

いう物の考え方をして、絶対に人を責めることはな

いるんです。

いんです。その人だけの問題ではないはずなんです。

人を人として認められるかどうか。どうしても会
社って経営者からみれば一社員を呼び捨てにして、

それは命の重さと絡んでくるという話なんです。
具体的に言うと、経営指針に基づく経営をしてい
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るんです。これをやることによって社員を、経営者と

でもそれがインパクトになってていい結果をもたら

の関係が最も信頼できるパートナーとなるんです。

しているんです。採用のことよりも、社員が変わっ

経営者と社員がパートナーということは、対等であ

たんです。いわゆる多能工化ができたんです。仕事

るはずなんです。社員は単なる労働力ではなく、同

の平準化もできるし、有休を促進すれば人件費が増

じ時代を一緒に生きていく頼りがいのある存在とし

えますよね。それが増えなかったんです。これは予

て位置付ける。こういう発想がないとうまくいかな

想外でしたね。

いです。私たちでは、これを連帯という。私たちの

就業規則の見直しをして、有給休暇の取得をし、

中小企業家同友会の中での言葉ですが、「あてにし、

多能工化を進めていく。政府は有給休暇を５日間絶

あてにされる関係」と言っているんです。

対取りなさいと言っているだけでしょ。真の働き方

次に、経営指針を全社員と共有していく過程が、

改革はこういうことじゃないか。社員が働きやすい

最大の「共育」である。それぞれの役割があるとい

環境づくりを我々の中でどうやるか。自分とこの会

うことなんです。それが自信の教育につながってい

社の中身を変えていくと働き方改革も意外と有効的

るかどうかの確認をするべきではないのかなと思っ

だと思います。

ています。
働き方改革の方からいうと、就業規則の整備です

特に一番大事なのは、変えてはいけないもの「経
営理念」です。創業者から何で創業したかの思い。

が、これを監督するために作ってはいませんか。一

ここはベースになるところですから、変えると社員

度、就業規則が全部社員絞めつけの文ばかりだった

はついてこれなくなります。お客さんとの信頼関係

ことがあります。全く信頼関係のない就業規則だっ

が損なわれます。変えるべきものは徹底的に変える。

た。そこから見直しました。社員の為の就業規則、

これは「経営戦略」
「経営方針」は時代に沿って変え

社員の働きやすい就業規則はどうするといいか。有

ていかなければならないもの。メリハリをどこまで

給休暇の問題もありますね。昔私どもの有給休暇取

つけれるかが会社の発展に寄与します。

得率は 30％くらいでしたが、今は 90％です。完璧

社員による自主的な目標管理ですけれども、私ど

に 100％は難しいですが、なぜ３年か４年でそこま

もも 10 年位かかりましたけれど、何が違うかという

でになったかというと、月に１回３連続休暇にし、

と、相対評価と絶対評価なんです。昔は相対評価を

そこを有給休暇にしてもらうようにしました。なぜ、

していたんです。経営者から見てあの人できる人、

こうしたかというと、うちの社員は頑張る社員ばか

できない人の評価をすると、平均点が出るわけです

りで「わたしが休んだら、みんなに迷惑をかけるか

が、経営者の欲がでて、一番レベルの高い人ができ

ら取れなくてもいいんです。」という言葉に経営者

る人になるんです。普通の人はできない人になって

として甘えてたんです。社員の頑張りに経営者は甘

しまうんです。もっとできない人は全くダメな人に

えちゃいかんと思うんです。強制的に有休を取って

なってしまうんです。この全くダメな人には叱り飛

もらうとなると、その人にしかできない仕事ができ、

ばしているんです。この人はやる気なくしますよね。

逆に言うとその仕事をやりたかった社員がいて、他

売り上げを上げようとか、利益を上げようとかは結

の社員の成長の妨げになっていました。なので、月

果論なんですよ。プロセスの経営方針・計画を立て

に１回の３連休を作るということにしました。これ

ていかないといけないんです。私どもは、そこに力

が採用にも繋がってきたんです。たった月１回です。

を入れているんです。
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絶対評価は、非常に難しかった。今でも難しい面

いました。私は営業も技術も製造もそうでしたけれ

があります。これは、社員と社員を比べないという

ども、10 人でやっているラインを７人・６人ででき

ことです。入社した社員一人、この子がどう成長し

るようにし、機械が止まっていますからいろんなや

たか、成長したことを評価する。それがスキルマッ

り方ができるんですね。それぞれが話し合って新規

プ表です。上司と本人が相談しながら本人がやりた

開拓ができたんです。２・３年はかかりましたけど、

いことを書く。自分でどうやりたいか、指導までや

そのやり方が功を奏してリーマンショックの後、従

りたいかということが報告で、どこまでやりたいか

来よりも３倍に顧客が増えたんです。戻ってから、

が計画で、いつまでにやりたいということを申告す

毎年15％の売り上げ UP なんです。リーマンショッ

るわけです。計画では 35 点なのに 33 点だったらあ

クの年は売上 16 億でした。３年後 35 億を超え、今

と２点足らないなとか、半年続けて 48 点になれば３

年 10 年経ち、70 億を超えました。

割くらい自分自身が成長したと実感できるというこ

今は生き生きとやっていますし、社長が指示なん

とです。次はもう少し高い目標にしようかというこ

かすることは一つもありません。なぜそうなったか

とにもなります。はじめから会社全体の高い目標で

を説明すると、人は資産という考えです。売り上げ

はなくて、売り上げというのは会社全体ですので、

を伸ばして経費を詰めてと損益計算書（P/L）で経営

グループや個人での目標になるんです。ですから、

し、利益を確保しその内の税金を除き、純利益を計

給与とは連動しないんです。これが絶対評価の私ど

算する。今 10 年経って、やめて良かったなと思いま

もの考え方です。

した。それまでは、従来通りやっていました。だか

世間でいう賃金規定が全然当てはまらないんで

ら売り上げは落ちてるでしょ、変動費は売り上げと

す。私どもは年功序列の賃金規定です。18歳で入社

連動しますので落ちてきますね。ところが何がある

して 60 歳の定年を迎えたらいくらの賃金がもらえ

かというと経費です。経費の多くは人件費です。ど

るかということの計算ができるんです。これにあと

うしてもこれを抑えるために賃金カットにはしり、

は役職手当が付いてくる

悪ければリストラし少しでも利益を上げる。増える

次は、今後リーマンショックのようなことが起

わけないじゃないですか、売り上げが７割も落ちて

こったら、皆さん方どう対応しますか？私どもも大

いるんですよ。これはおかしいと気が付いたんです。

変だったんです。先ずどうやって乗り切ろうかと思

なぜ会社が潰れるかというと金がないからです。

いました。
2009 年２月は 100 台機械があると 70 台止まり、

銀行がどこまでお金を出してくれるか？お金が少し
しか出なかった時には、賃金カットを考えましたけ

30 台しか動かなかった。月曜と火曜の午前中可動

ど、社員にどう言い訳をしようかと考えたとき、女

し、後はお休みの状態です。回復するためには今い

房に話すと、「私は土地と自分の家を持っているか

る社員みんなで乗り切る方が他所よりも早く回復す

らいいけど、社員は持ち家を持っている人もいるで

るんじゃないか。他所はすでに賃金カットをかなり

しょうが、賃貸に住んでいる人も多くいるのに、そ

していましたが、このままみんなで乗り切る方がい

こを賃金カットしたらどうなるんですか。住宅ロー

いと思いました。ですが、給料で毎月４千万近く消

ンを組んでいる人もいるでしょうしね。この家売っ

えていくんです。それをどうしようかと思いました。

て言い訳しないと社員たちに顔向けできない」と言

社員には、銀行からお金を借りて社員の生活を守

われました。自分たちは６畳一間でもいい。荷物が

ると宣言をしたんです。それからは、毎日銀行へ通

あるから倉庫を借りないといけないといけないわ。

第 48 号
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いる。会議で訴えているところです。
今私どもの考え方は、生産性の向上ですね。利益
が出すぎちゃったので、年に２回の賞与月がありま

これが結果的には B/S（貸借対照表）です。社員

すが、決算賞与として支払うことにしたんです。一

は自己資本に相当する。これ社員教育です。社員を

人一人の残業が減りましたので、残業の多かった人

育てながら成長してるんです。この財産をリストラ

には少ないかもしれませんが、全体に分割したんで

で切ったら、また採用はするにしてもゼロから教育

す。人事評価もせずに役職別に還元させてもらいま

のし直しです。このギャップは、うちの方が勝てる

した。毎年できるといいねと進めています。

と思いました。その結果勝ちました。ライバルから

生産性の向上ですけれど、本当は労働強化に見え

ひっくり返しましたし、うちの方が安くできるよう

るけれど私は人間尊重を大いにしている。働くこと

になりましたから、当然うちにきますよね。国内も

を通して技能技術の向上が働いてきて自己成長を感

そうですが、特に中国・アメリカに勝ちました。向

じられるようになる。それでもかなり自動化してま

うに出た仕事が戻ってきました。

すので、ルーティンワークの仕事が多いんですね。

しみじみ思うんですけれども、会社イコール人生

ところがこれって単純労働なんです。ですから、こ

だったなと思うんです。一度しかない人生の中で、

の部分を自動化だとかロボット化だとかにすること

どれくらいの力を発揮できるか誰もわからない。学

によって、単純労働なくしてロボット化だとか自動

校教育は顕在能力の勉強ですよね。学力を高めるた

化するための次の新しいステップの仕事を覚えてい

めに。だから 100 点満点が最高でしょ。社会も勉強

く。材料投入から箱詰めをしていた仕事を無人化に

じゃないですか。いくらでも成長できるんだから、

して、それを作る自前化による自動化にするんです。

100 点取ったら 100％になるかといったら、違いま

そうすると、いきいきと働いてくれるんです。毎年

すよね。これが顕在能力と潜在能力の違いです。社会

20 人くらい製品作りから外れてきますからこれが

に出てからどう潜在能力を使わせてあげるかです。

生産利益になります。益々その相乗効果をもたらし

採用の時に言うんですが、君たちは顕在能力の勉強

てくれるんです。これが予定外の利益が上がったと

をしてきて、潜在能力の勉強は今からだから、これ

いうことに繋がってくるんです。

から頑張ろうね。自分に合う会社、人生観に合う会

もう一つ大事なのは、ロードマップによる将来の

社に行った方がいいよ。うちにたまたま来てるけど、

方向性。実技だとか技能だとか会社の矛先の市場創

うちの HP に騙されてないか？って言うんです。普

造。次の時代をどう思っているのか。これはその道

段から人生をどう送れるかという風土づくりが私ど

筋です。ただ過去の延長線上で未来を描くのではな

もの会社の一番の課題であり、今やっている最中の

く、未来を描いてああなりたいよねと、そのために

課題でもあります。

は今どうなっているのだろう。現在プランを練って

次に、人を大切にするという考え方ですが、単な

もそれは見えない。未来からおろしてくる。こうい

る労働時間の短縮・有給休暇の促進、女性の活躍を

う方針計画に変えているんです。未来志向ですから

どうするか。副知事に中小企業はどうして女性をど

みんな喜んでやっていますよね。

うして活躍させないんですかと言われました。勘違

今が厳しいから、何％上げろとかいう話は一切し

いしてませんか。大企業は 100 人採りたいときに

てないです。未来から考えると、嬉しい気持ちと、

３万人・４万人と来るんですよ。私どものところは

会社へ行くのが楽しいと思える気持ちが潜在能力の

来てほしいと言っても来てくれないんですよ。
「女性

引き出しに一躍を担っているんです

活躍」をやったおかげで、前は理工系の女性が来て

そうはいうものの、たくさんの会社を見ていると、

いたのに、今は大企業にいってしまって一人も来て

小さな会社では自分の会社の本質的な経営課題を経

いないんです。どうやって活躍させるんですか。私

営者自身が分かっていない。目に見える気が付いた

は、私どもの中小企業としてはこの政策は間違って

問題を改善したいんです。経済産業省がよろず相談
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的に利益の上がる指導じゃないんです。私どもの方

毎年２・３名入れますけれども、面白い子がいま

法は継続的にずっーと伸びてくるアドバイスをさせ

した。
「就職できました。ありがとうございました。」

てもらっているんです。事業領域が狭い。私ども自

とメールを、
「御社の面接のときにいろいろご指導い

動車部品が 95％の売上げを占めているんですが、私

ただいたので、御社ではありませんでしたが、自分

どもは自動車部品製造業とは言ってないんです。切

で選ぶことができました。内定をもらいましたので、

削・研削加工業と言っています。みんな海外に出て

感謝申し上げます。」というメールをもらいました。

国内の競争率が下がり、国内の仕事がきます。自動

ありがたいことですよね。自分のところに欲しい人

車部品製造業というと海外で製造となりますけど、

間を選ぶんじゃなくて、学生に選んでもらうという

私どもは中小企業で、みなさんは中国や台湾にどう

姿勢です。結果的には自分の意志で入ってきますか

ぞいってください。これは言ってみれば、市場創造

ら、私が今までの話してきたことを理解できるんで

という考え方、単なる営業で売り上げ確保して過去

す。

の延長線でやるのではなくて、もう少し具体的意識

皆さんは面接してうちに合うだろうかと選んで

を持って自分の会社は何屋なんだと、私の会社は自

採っていませんか？それは期待外れにもなり、それ

動車部品製造の加工屋ではなくて、切削・研削加工

からお金かけて時間かけて、社員教育しているわけ

屋です。何屋をしっかりさせると、仕事の領域を広

でしょ。だから、入り口が大事だということなんで

げることによって新しい仕事ができ、お客さんも見

す。社長自ら、会社説明会や面接に参加する。社員

つかるし、というか見つけることができるんです。

に任せていませんか？最初が大事だから、うちは社

私どもは進むべき方向性、世界を見据え地域に生

長が出席しています。

きる。大きく言えば、グローバル展開します。アメ

うちは質問事項を提示し答えを考えられない人は

リカの会社に何でうちなんですかと聞くと、日本産

参加しないようにしています。「なぜ、エイベックス

だから品質のいいものが買えるし、信頼できる。ア

を選んだんですか？」ということに対して何かを答

メリカ人が作ったものは信頼できないとその会社は

えられるように来てください。答えられない人は来

言っているんです。精密さを求める物は日本で、ま

なくていいんです。１次面接と同じことを２次面接

た他の部品は違った国の会社でと得意なものを得意

でも聞くんです。また答えられなければ来ないでく

な所でと言っていました。

ださい。と言っているんです。不合格書は出しませ

次は採用のことについて、特に新卒の学生さん

ん。学生のことを考えたらそんなものは出せません

に、20 歳くらいで過去を引きずった人生設計をしな

から。結果的には、就職する意味や就職活動の理由

いでください。文系出身だから文系の仕事しかでき

はなんだっていいんです。ただし、なぜエイベック

ませんとか、女の子なら事務職しかできませんとか

スかという理由だけしっかりしていれば何でもいい

ね。事務職ってどういう職種なんですかということ

んです。私たちは選ばないというのが基本的な考え

です。パソコンの操作はできると、パソコンでは品

方です。同じ大学から２人来ていたとすると、成績

質管理しているので、どういう仕事がしたいのか事

表を見てしまうと良い成績の方を採りたくなるんで

務職というのはオールマイティのようですが、いろ

すが、その後の人生預かれるかということを考える

いろな職種があるので、どんな職種がいいんですか

と見ない方がいいんです。履歴書や成績証明書は、
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選考基準にしないんです。選考基準にしないもので

と驚くことに親の方が柱ってこんな風になっている

あれば、先にもらう必要はありませんから、お金も

んですか？って聞いてくる。親が知らないので当然

かかりますしね。内定出してからもらうようにして

子供にすすめるわけがない。でも、企業の中で子供

います。何に使うかと言いますと、３年と５年に基

がいきいきしていたらよっぽど人生いいかもしれま

準を設けているんです。どれくらい役職に就いてい

せんよね。これが一番目です。

るかをチェックっするんですが、成績との関係は全

次は、大学は入り口の方をしっかりして出口の方

くありませんね。優秀な子で役職に就いている子も

をあまり見てくれていない。だから、うちの大学に

いますが、よく卒業できたねという子がうまく統率

来るとこんな大手の企業に就職できますよと、パン

して、部下をつくって、周りとうまくやって、上手

フレットが配られます。ますます大企業志向になる

に指示してやりがいを持たせていて、うまく育って

わけですよね。本当にその子の人生を考えてるのか

いますからね。それを見るからよけい成績証明は見

なと思います。なので離職率が高いんですよね。全

ないでよかったと思うんです。だから、ともに社会

国の大学がそうです。内定率に対しても信用できま

に出てがんばって、人生をお互い成長しながらいく

せん。チョイスした大学の数字を出して新聞発表し

と、結果的に発展した会社になれば、本人たちも安

ているだけで、全国の大学の内定率ではありません。

心だし、我々もやりがいというか社員の成長が一番

最後、同友会の特色です。中小企業や零細企業、主

の人生の喜びじゃないですか経営者として。

に零細企業です。平均で10数社20名以下の会員数６

外部要因ですが、一つは愛知東邦大学もしてほし

割以上です。その彼らが「人間尊重の経営」をしっ

いなと思うんですが、親を呼んだ時に我々中小企業

かり考えてきたんです。それを僕が受けて企業発展

の経営者も声をかけてもらいたいと思います。うち

させているんです。答えを教え、答えを言うのでは

で働いている社員の話を聞いて、親に理解してもら

なくて、やっぱり問いかけて考えてもらう。採用も

いたいと思います。みんな、自分の子供は大企業に入

そうですし、教育も教えてもらう教育ではなく、と

れたいと思っている親が多いんです。戦後の「傾斜生

もに成長していく教育。先生役やったり生徒役やっ

産方式」と言って、大企業を中心に戦後鉄工だとか

たりして、一つずつ考えて欲しい。くどいようです

地産産業をここに集中的に配分したんです。日本は

けれど、育てようとして教えるのではなくて、育つ

戦後お金がなかったので、集中して中小企業をそっ

状態の風土。これが結局個人の尊厳だとか、個性を

ちのけにして、大企業政策をうったから、流通も大

生かすやり方をしておる。私は社員の成長が会社発

手だけに絞ったんですね。戦後何年たっても、相変

展のカギじゃないかなと思うし、この思いが一生変

わらず中小企業は弱いものだと言われています。私

わらない。これからは社会貢献的に私の経験を他の

が思っているのは、中小企業を紹介する番組を作っ

中小企業にできるだけ授与したいなと思っておりま

て欲しいと思います。最近、中小企業の技術を使っ

す。

て、例えば細い橋の上をまっすぐにどこまでいける
か競ったりする番組がある。それを子供たちがいき
いきして観ています。同友会でも、５年目になりま
すけれど子供仕事体験をしているんですが、大工さ
んがカンナかけたり、柱を立てたりする。そうする
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ちょうど時間がきましたので終わりたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。
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2019年5月31日フレンズ・TOHO定期総会（於：名古屋観光ホテル）

「ストレスに負けずに、いきいき暮らすコツ」
講師：精神科医・立教大学現代心理学部

教授

香山 リカ氏

皆さんこんにち

す。あるいはレントゲンを撮っても読めない。読解

は。私は紹介にあ

することが苦手になってしまったんです。これはま

りましたように、

ずい。体の病気の見落としをしてしまってはいけな

元々は精神科の医

い。これは60歳を前にもう一回身体の方の医学の勉

師をしておりまし

強をしたいと思って、それで週に 1 回行っているん

た。現在は大学の

ですよ。

教員もしており、

今日もそちらの病院に行ってました。これは自慢

一週間の半分は病

ではなくて、ここからの話です。今まで精神科しか

院で半分は大学に

やってなくて、身体のことはわからないんですがこ

おります。精神科

こで勉強させていただけますかと頼みに行ったんで

医 に な っ て 33 年

す。母校の東京医大の総合診療科です。足手まといに

になります。

なるとか、教える余裕はないですよ。とか言われる

この歳になって

のかと思ったら、すごい歓迎されたんですよ。「精神

いろんな発見や自

科の先生がきてくれたありがたい、私の方も聞きた

分で気づくことがあるんですが、身近な話をします

いことがいろいろあったんですよ。困っていること

と、今日金曜日はいつも病院に行っています。病院

もあったんですよ。先生が来てくれて本当に嬉しい

と言っても、最近 60 歳を前に新しいことを始めよ

な。」って、意外に歓迎されたんです。あれ？おかし

うと思い、2 年位前から、週に 1 回だけ精神科では

いなと思って、そこで診療を始めたら、そこには何

なくて身体を診る総合診療科という新しい科がある

となく具合が悪い、この前近所のクリニックに行っ

んですけれど、そこへ修行に行っているんです。総

てもどこも異常がない。あるいはレントゲン撮った

合診療科は、何科の病気かわからないような、例え

り MRI 撮ったり、血液検査しても大したことない

ば胃が痛ければ胃腸科消化器科、心臓が痛いときは

ですよと言われる。でも、あちこち痛いとかってい

循環器科に行くと思うけど、何となく体がだるくて

う人たちが来るわけです。逆に心の病の人、うつ病

いったい自分はどこが悪いのがわからなくて脳梗塞

からきているパニック症の人や、心の病が元にあっ

も心配だし、どこかに癌があるかもという心配もあ

て精神的な症状はあまりでていないけど、とにかく

るし、体が痛くてリュウマチかもと、ちょっと診断

身体のどこかが痛い。つらい。苦しい。身体の症状

がつかないような方の全身を診るのが総合診療科と

がメインの人たちが、わんさか来てることが分かっ

いう科なんです。一から研修医と一緒にやっていま

たんです。その人たちはよもや自分が心の病だとは

す。今さら何でかと言いますと、精神科医は、例え

思ってないんですよ。なにか身体の病気の見落とし

ばうつ病の方が来て、
「気分が落ち込んで食欲がなく

があって何かあるんじゃないかと思って、いろんな

体重も落ちてきたんです。悩み事があるから、うつ

病院を尋ね歩くこと「ドクターショッピング」って

病だと思うんですけど」と、ご自分で言って来られ

いうんですね。それをしてもどこも悪くないと言わ

る方も結構あるんです。症状を聞くと「確かにうつ

れ、そんなはずはない痛いんだから、だって苦しい

病の症状がありますね。」と言いながらも不安なんで

んだからということで最終的に大学病院にという方

す。この人本当にうつ病なのかな。もしかして癌が

が結構いらしたんですね。そういう方たちは、いき

あってそれを見落としてしまっているんじゃないだ

なりあなたは身体は大丈夫ですよ。気持ちの問題で

ろうか。あるいは、「電車に乗ると息切れがして息

しょう。と言おうものなら、相当ショックを受けた

が苦しくなるんですよ。テレビで見たんですけどパ

りするんですね。総合診療科の中に、私みたいに精

香山リカ氏

ニック発作っていうんじゃないでしょうか。」「芸能
人もよく罹っている人がいるようで、私もパニック
症だと思うんです。なんか息が苦しいんです。」と、
こっちは楽ですよね。診断を自分でつけてるんです
からね。でも、私は長く精神科医だけをやっていた
んで、あまり体の診察は忘れている部分があるんで
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神科の知識やスキルもある人間がいて、大変ですね。

そういうものがいろいろあるだろうなと思ったんで

もしかしたらストレスとかも影響しているかもしれ

す。そういうところに行って、もがき苦しんで絶望

ませんから、ちょっとこういう治療してみてはどう

の淵にいる人達に寄り添うような精神科医になりた

でしょう。うまく説明をして、治療してくれるよう

いな。その時も知っているホスピスに研修に行き

な医者を待ち望んでいたらしく、私は内科的な勉強

たいって言ったんです。「良いですよ。来てくださ

をしたくて行っているのに、より精神科の診療をし

い。」って言われ、何回か行ったんです。

ている感じで、
「あっメンタルっぽい人だから先生お

ホスピスは何回かで辞めました。なぜ辞めたか、

願いします。」と言われ、そういうつもりじゃないな

あまりに辛すぎたからではなく、ホスピスに行って

いけど役に立てることは嬉しいですよね。

みたらそこに入院してくる患者さんのいろんな状況

私の苦労話ではなくて、そこでわかったことは私

は、必ずしも良くない。最も悲惨な病状ですね。癌

たちのいろいろなものを含めた調子、仕事の調子や

で何回も手術をしたけれど、転移が広がってこれ以

身体の調子いろんな調子ですが、調子がいい悪いと

上手術はできない。そういう段階になり食事もとれ

言いますが、その調子って多くの部分は心の問題が

なくなってきて後は緩和ケアということで、今度こ

占めるんだなあとつくづくわかりました。だから逆

の人が入院してきます。とか、抗がん剤をいろいろ

もある。

試して最初は効いて家に帰っていたけれど、抗がん

30 年もやっているといろんなことがあって、30

剤も効かなくなって、痛みが増してきて痛みを抑え

代くらいの頃に、精神科医として、精神科にもいろ

る強い薬を使う段階になり今度転院してきました。

いろ専門があって子ども専門にするとか、大人のう

とかね、そういう記録だけ見ると大変な人たちなん

つ病を診るとか、引きこもりの人を診るとかいろい

ですよ。

ろな専門があって、私は割と何でも屋というか、い

皆さんもホスピスに親族の方が入院していたり、

ろいろ診ていましたが、30 代くらいの時にやっぱり

お見舞いに行かれたりしたことがある方もおられる

専門は持った方がいいのかなと思ったことがあった

と思いますが、私が行ったホスピスというのが明る

んです。何にしようかなというときに、そうだせっ

い穏やかな感じで、ボランティアの方がたくさんい

かく精神科医になったんだから、一番大変なつらい

て、みんな笑顔でほんわかとしていて、随分雰囲気

思いをしている人たちの医者になりたいなって、若

が違うなと思いました。

い時はまだやる気があって、一番つらい思いをして

そこへ、かなり重症の人が入院してきたんです。

いるところはどこだろう。自分なりに考えて、ホス

その方は金融機関の第一線で活躍していた方で 60

ピスはどうかなって思ったんですね。皆さんもご存

歳くらいの現役の方だったんです。健康診断で癌が

じだと思いますが、癌などの身体の重い病気にかか

見つかり質の悪い癌で、あっという間に広がって治

り積極的な治療の手だてはない。抗がん剤も何種類

療の手だてがないという段階になって、身体もかな

か使って効かなくなる。もうこれ以上手術はできな

り衰弱してホスピスにきました。まず看護師が、い

い。後は痛みをどう抑えるかと苦しみをどう抑える

ろいろな状況、病状やご家族のことを聞き、その後

かという段階。緩和ケアと言います。そういう方が

にその看護師は「やってみたいことや食べてみたい

入院していらっしゃるところです。普通の他の医療

物はありませんか。何でもいいですから、ご希望が

は、目的としては回復させて社会や家に戻すという

ありましたら言ってみてください。」って言うんで

のが目標ですけれど、緩和ケアというのは、それよ

す。私はびっくりしまして何てことを言うんだろう

りも穏やかに過ごして、多くの方がそこで人生の最

と、息も絶え絶えの人に希望は？って聞いて、怒る

期を迎えるというところ。病気を克服するのではな

んじゃないかと思いました。そうしたら、その患者

くて、病気を穏やかにし人生も穏やかに過ごしても

さんが真剣に考え出しまして「そうだなぁ、オレン

らう。とはいえホスピスにいる人は、人生の最終段

ジジュースが飲みたいかな。」と言って、その時の患

階、人生の終わりの死っていうものが、目の前にあ

者さんの状態は、飲み込みが悪くてむせて飲めない

る方たちですね。いくら痛みを抑えてもいくら苦し

状態だったので誤嚥性肺炎になる危険があるので、

みを抑えてもそれはいろいろな辛さ・悲しみ・絶望

飲食中止なので点滴で命を保っている状態だったん
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です。その方は、仕事で世界中に出かけていたんで

希望なんてないと思っていました。なんて傲慢な思

しょうね。「イタリアで飲んだ生のオレンジジュー

い込みで、人間って前に比べて衰えたとか、昔はで

スがうまかったんだよね。あれがまた飲みたいな。」

きたのに今はできないから悲惨とか、そんなことは

何て言って、そうしたら看護師が、
「オレンジジュー

ない。寝たきりになったってまだ希望がある。ホス

スですか。うーん飲食禁止だからちょっと考えさせ

ピスとはそういうところで、この状況だけどできる

てください。」って答えたんです。

ことはあって、何がしたいかということを聞くんで

私は、家に帰りたいとか、仕事に行きたいとか突

す。うまいこと答えが出るんですね。絶対できない

拍子もないことを言わなかったことにはホッとしま

ことは言わない。ギリギリできそうなことを答える

したが、どうするつもりかしらと思ったんです。そ

んです。自分が作った工場をもう一回見たいと言わ

の看護師はナースステーションに戻って、他の方た

れた時は、酸素ボンベを持って丘の上から見ました。

ちとミーティングで「今度入った患者さんですが、

簡単にできることは言わない。仕組んだように、や

経口摂取禁止ですがオレンジジュースが飲みたいそ

るのは大変そうだけどやれないことはない。という

うです。外国で飲んだのがとても美味しくてまた飲

くらいのことをみんな言うんですね。そしたらみん

みたいそうです。どうしましょう。」みんなでミー

なで知恵をしぼって実現していくんです。亡くなる

ティングをし、看護学校出たばかりで経験もない看

直前まで、痛みがひどくなる前すごく苦しくなる前

護師が、
「オレンジジュースを凍らせてそのかけらを

までにね。これは、うまく痛みをコントロールして

口に入れてあげるのはどうでしょう。」と言ったん

苦しみを少しでも和らげる。そうすると人間ってね、

です。ホスピスではベテランのナースがいいことを

見た目はやせ衰えて昔から見れば、見る影もないで

言うわけじゃなくて、経験がない若い看護師やボラ

しょうね。寝たきりだとか、点滴に繋がれていたり

ンティアとか医療の専門家じゃない方がすごいアイ

して元気ではないんですよ。それでもね、生き生き

ディアを出すことがあるんです。なるほど、そういう

と見えるんです。笑顔が出たり、喜びがあったり、

手があるかもしれないって主治医に報告して、その

感動したりして生き生きと見えてくるんです。私は

程度ならむせないだろうし、むせたらすぐに止めら

なんて失礼なことを考えていたんだろう。この世の

れる。じゃあ氷のかけらを試してみましょうか？そ

地獄みたいなイメージでいたので、死を宣告されて

れから、ジュースを作り始め、患者さんには「いい

死を待つばかりというところで、その人たちの苦労

方法があったのでちょっと待ってくださいね。」と、

を精神科医が少しでも和らげてあげようと思ってき

それでも私は疑り深いので、こんなのジュースじゃ

たわけですが、なんておこがましい傲慢な、私の身

ないって患者さんが怒り出したらと思っていたら、

勝手な思い込みで、むしろここにこそ人間のある種

「ああ、美味しい。これだよ、これ。」「こういうの

の底力とか希望とかを見せつけられたんです。それ

を飲んだんだよ。イタリアのどこだったかな。大き

は、みんなも知っていることで、例えば精神科医のビ

な仕事が終わって小さな路地で絞ってもらったんだ

クトール・フランクルさんが書いた、ナチスのアウ

よ。」と、とても嬉しそうに思い出を話し出したんで

シュビッツの収容所に入れられて、家族は亡くなっ

す。看護師たちと笑ったりしながら話をして、じゃ

てしまったけれど自分は幸運にも終戦になって生還

あ次は何をしましょうか？なんて話もしているんで

した。その後『夜と霧』に、収容所の体験を書いて

すね。

います。そこにも人間のある種の底力みたいなもの

というように、私は寝たきりになってしまったら、

を書いています。収容所に入ったら誰しも生きては
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出てこれない。もう後は死ぬのを待つばかりという

ロに見えてくるし身体も貧弱に見えてくる。心が元

のが分かっているんだけど、そのなかにも一緒の部

気であるということは私たちが元気であることの最

屋になった人で班を作って少しでも快適に過ごせる

大の要素であるんじゃないかと思います。私の経験

ようにしたり、或いは歌を歌ったりその歌を指導す

やいろんな科で診てきたことから、心の健康が人間

る人が出てきたり、少しでも人間らしく生きていこ

の健康を決めるって言ってもいいんじゃないかと最

うとする。ちょっと考えると、もう後はこんな理不

近思います。

尽に殺されるのを待つばかりで、そんな風になった

だから私は、生活習慣病であまりにも厳しく制限

ら私たちは自暴自棄になってどうでもいいやなんて

をすることに疑問があるんです。もちろんメタボ

なってしまいますが、そうじゃない。そんな中でも

は、糖尿病とか糖脂血症になって、それが脳梗塞や

みんなで歌う・楽しむ力が人間にはある。虐殺され

心筋梗塞になるということは数字からわかっていま

ることは、許しがたいことですけれど、ある意味そ

す。本当に好きな食べ物だからっていくら食べても

の人らしく生き生きと過ごすことができるというこ

いいってわけじゃないけれども、ご飯粒は毒だと

とが書かれています。身体的な最悪の状態ですよね。

思って一切口にしないとか、炭水化物を一口も食べ

自由を奪われて食事も満足ではなく、何よりも命が

ずに毎日毎日ささみばかり食べている。そういう人

いつ奪われるかわからないんですから、身体的には

がいるんですよね。食べられるものがないから、宴

瀕死の状態でしょ。心は自分たちらしく過ごし、健

会も一切行かない。人と一緒にランチにも行かずに、

康に落ち着いていれば、かなりの追い詰められた状

タッパーに茹でたささみとブロッコリーとゆで卵の

況や弱っている状況でも、ある意味生き生きとその

お弁当、健康のためにはしかたがないのかもしれな

人らしく過ごすことができるということですよね。

いけれど、食べることは私たちにとってものすごい

逆もあります。精神科にいますと、例えばスポーツ

喜びや嬉しさがあります。心もリラックスをし、味

選手の方が受診にくる。うつ病にもなるし、いろん

わうということはものすごい大事なことなんですよ

な心の病にもなります。或いは皆さんの中にも経営

ね。一切を犠牲にして健康に気を付けるためという

者の方がいると思いますが、東京で大きな会社を経

のは本末転倒じゃないかなと思います。何でも食べ

営している若い実業家の人が来ることもあります。

放題で体型も緩みっぱなしでも困るけれど、ある程

するとその方たちは、スポーツ選手はもちろん体格

度食事の楽しみや食べることの楽しみは大事にして

が良く、実業家の人は高そうなスーツを着てすごい

ほしいなと思います。心の健康を支えていて、心の

時計をして髪もピシッとして、誰から見てもこの人

健康が身体の健康になる。過剰な糖質制限で理想的

凄いなといういで立ちでね。ところがそういう人が

な数値になったとしても、その人は健康ですか？体

診察室で「生きているのがつらいんですよ。」「自分

型も血液検査もばっちりです。食べたい物も食べな

に自信がなくて、自分は消えてしまった方がいい。」

い。人との会食も断わり、そういう食生活を続けて

というように、うつ病になると悲観的なことを言う

いる人は、本当に健康なのか？心が生き生きしてい

んです。「昨日も眠れなくなって、1 時間おきに起き

るかを考えてほしいと思います。

てて辛いんですよ。」と、そんなことを言っていると

心を生き生きと健康にするにはどうしたらいい

小さな人に見えてくるんですよね。人間の見方って

か。これとこれですよという答えがあるわけではな

面白いと思います。客観的には、体格がいい或いは

いんですけど、私が診察室で診ていてこういう人が

ピカピカしたものを持ち身に着けている。でも、そ

自分の心を自分で痛めてるなという人がいます。せ

の方の心が元気じゃなければそういうものもボロボ
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めて自分で自分の心を追い込むようなそれはしない

を聞くと「こんな私でも昔は会社をやってました。」

方がいいですね。どうすれば追い込まれてしまうの

とか、
「保育士をやっていたんです。」という人には、

かというと、先ずは自分に厳しすぎる人。これは知

「凄いじゃないですか。大変だったでしょう。」と

らない間に追い込んでいる。やっぱり自分に優しく

いうと、「先生やめてください。そんなことを思い

或いは自分を褒めるとか、もっと言えば自分をおだ

出しているとみじめになってくるから忘れたいんで

てると言いますか。そういうことも時には必要だと

す。私にとって無駄だったんですよ。」昔は昔、そ

思います。特にある年代よりも上の 40 代～ 50 代以

の時に達成したことや成し遂げたことと今は関係な

上の人たちかな。子供の時から自分には厳しくしな

い。今が良ければ昔も輝き、今が悪くなると昔まで

さいと学校などで言われる。自分を甘やかすな。そ

色褪せることはない。それは過去が変わることはな

れが板につきすぎているんでしょうね。どんな場面

い訳で、たまには過去の栄光も思い出して、よい思

でも自分に厳しくって育ちましたよね。スポーツ番

い出として考えればいいと思うんです。逆にそうい

組とか試合なんか観ていてわかると思うんですけ

う思い出が今の自分に力をくれることだってあるん

ど、最近の選手は「おめでとうございます。」と言わ

です。そこでいけないのは、それに比べて今は？っ

れると、すごく素直に「ありがとうございます。」っ

て今を見てしまうことです。過去の栄光を十分使っ

て答えていますよね。皆さん方だったら先ず謙遜す

てほしいんです。ただ、それを人に自慢するのは良

るでしょ。謙遜が悪いわけではない、自分に対して

くないかもね。アメリカのお友達がいる人は気づい

おごり高ぶらないのは素晴らしいことですよ。そこ

ているかもしれませんが、アメリカの方は得意なん

で「こんなんじゃだめだ。」とか否定までしないで

ですね。私も昔アメリカの知り合いの家に行ったと

ほしい。「みんなのおかげだ。」とか、「これではま

きに、ご夫婦だったんですけれど、明らかに今の奥

だまだだね。」とか自分を鞭打つような行為はいい。

さんと違う女性と写っている写真が飾ってあるんで

否定をするのはやりすぎ。仕事をするのは当たり前

すね。親しそうにみえるけれど兄弟でもない写真が

で褒めはしない。休んでしまったときに「ああ情け

あって見ていると、
「これは前の妻との結婚式の写真

ない。休んでしまった。こんなんじゃだめだ。」と。

です。」と平気な顔で言われびっくりしました。日

毎日毎日鞭打ちすぎて自分でも気が付かないうちに

本の感覚で言うと、過去の結婚式の写真とか今の家

だんだん自尊心が低下して、ダメ人間じゃないのか

に飾るとか考えられないでしょう？アメリカ人がみ

と自分で思い込んでしまって、自信がなくなってし

んなそうとは言いませんが、その人は過去の思い出

まう方が結構いるんですね。もちろん自信満々にな

も素晴らしい人だったんだよ。その後別れて今の妻

り過ぎ、人に自慢し過ぎるのはあまりいいことじゃ

と出逢い、今もハッピーなんだよ。だから、過去の

ないけど、もうちょっと自分で自分に光を当ててあ

思い出は今とは別物だと思っているんです。アメリ

げて、「よくやったもんだよな。」と思ってもいいと

カから帰ってきた心理カウンセラーをしている知り

思うんです。

合いが、面白いことを言っているんです。アメリカ

日本人に多いんですが、今はあまり良くなくて過

のカウンセラーの方法が過去の一番良かったところ

去のいい時期を考えると、逆にみじめだとか情けな

に戻って嬉しい気持ちを自分の中で蘇らせる。そう

いとか、過去の栄光なんて無駄だったなんて言う人

いう技法があるんです。その勉強をしてきたんです。

がいるんです。今は確かに良くない時期でボロボロ

その方法は、部屋の中で歩いてもらって後ろに歩く

の状態で診察室に来られるんですが、いろいろと話

ときは過去にさかのぼってみましょうか？と声をか

http://www.densan-s.co.jp/
□岐阜本社

岐阜県岐阜市日置江一丁目 58 番地

058-279-3456

□名古屋支社

名古屋市中区錦 3 丁目 1 番 1 号

052-961-3670
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けながら、50 代、40 代とさかのぼっていって嬉しい
ことがあったら教えてください。ってやるんですっ
て。例えば今は一人で暮らしていても、過去は結婚
してて子どもがいて賑やかだった。その後離婚して、
子どもも独立して今は一人っていう人だとすると、
35 歳の時に妻が子どもを産んだんですよ。あの時
は嬉しかったな。なんて話をするとそこで止まって
ください。と言って止まってもらって、目を閉じて
その時はどんな感じでしたか？どんな景色が見えま
すか？妻が入院している病院に行きました。そした
ら、もう赤ちゃんが生まれてて本当にかわいかった。

ね。みんな盛ってるだけかもしれないじゃないの。

男の子でした。そんな風にリアルに思い出した時に

自分はしてるのに他の人はしてないってどうして思

は涙も流しその時に戻った気持ちになって、そんな

うの？って言うと、納得するんですけどね。とにか

生き生きとした時がありましたね。という話をして

く自分以外の人はみんな楽しい時間を過ごしている

回復させるという方法なんです。ところがその人が

と思うみたい。確かに自分が弱っていると、楽しそ

日本に帰ってきて、失敗したというんです。どうし

うだとか幸せそうなところが目に入って、私だけが

てか、日本でも同じようにやったんですが、ずっと

不幸だと思いやすいです。ある人は新宿に行くのが

戻ってもいい思い出が出てこない。30 代 20 代出て

嫌だというので理由を聞くと、
「私以外はみんなカッ

こないんです。0歳まで戻ってしまったんです。就職

プルか家族連れ。」だと言うんです。そんなことはな

したときとか、結婚したときとかあるんじゃないで

いと言っても、それ以外の人たちは目に入らないん

すか？って言うと、それは過去のことだからと思い

です。人が良く見えるということです。そこで、精

出さないようにしている。だから、過去の嬉しかっ

神科医をしていてよかったと思うのは、診察室には

たところと聞かれても止まれない。ということでそ

さっきも言ったように一見うまくいって成功した人

の方法が使えなかったというんです。本来は過去の

も来ます。経営者とかスポーツ選手とか肩書のある

栄光にすがってもいいんです。自分の中で昔の引き

人達も、何か悩んでいるから来るわけですよね。診

出しを開けて昔を顧みてもいいんじゃないでしょう

察室に来るとみんな同じです。どんなにお金があっ

か。あれからひどい目に遭ったとか悪い方は考えな

ても、社会的な名声があっても悩みは同じようにあ

いで、いいことだけを思い出すことは今の自分のエ

るわけで、「先生、実は、」と言って話すことは、あ

ネルギーになることもあるんです。

んまり変わらないです。精神科医をやっているとあ

これも多いことですが、人と比べるということで

る意味みんな平等なんだなと思います。みんな同じ

す。特に若い人たちは、他人のブログや知らない人

ように悩んだり傷ついたり、困りごとを抱えている

の SNS の写真で人のやっていることや考えている

んだな。すべてがうまくいっていて私には何にも悩

ことを書いて、それを読んでみせ合っているこの文

みはない。後先はあるから今は何にも悩みはない。

化と言いますか。人の一挙手一投足が見えてしまい

時間差で出てくるかもしれないけれども、悩みがな

ますよね。「私は充実していなかった。あの人はい

いなんてことはないんだなということが分かります

ろいろなことがあって比べてしまう。」と言うんで

よね。うまくいっているって人は見せないようにす

すね。その人の SNS を見せてもらうと、同じよう

ることがうまいかもしれないですね。空威張りのよ

に美味しいものを食べたりしているんです。あなた

うにね。私の経験では、人に対して恵まれていて順

も楽しそうじゃない。と言うと、「私は切り取って

調でなんて言う人に限って、実は何かある。家族の

いるだけだし、あの人たちのように充実してない。」

一人がうつ病になると家族療法って言って家族の中

と言うんです。あの人たちもあなたのように切り

に問題がある場合があって、家族療法をやっている

取ってるだけとは思わないの？みんなそうかもしれ

学者の方が言うんですが、
『どんなにハッピーで仲の

ないって思わない？若者は『盛って』と言いますよ

良い家族でも戸棚の中にはミイラが 1 体隠している
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はずだ。』って言うんです。何かを隠している。何か

さい。目の前にある現実に丁寧に取り組んでいく。

秘密がある。逆に幸せそうな家族であればあるほど、

私なんかもそうですけれど、ご飯を食べる時も雑誌

とんでもない秘密を家族で共有している。ミイラ＝

を見ながら新聞を見ながら、スマホを見ながらとか

死体を隠しているかどうかは別として、爆弾という

音楽を聴きながら食べたりしています。何食べたの

か人には言えないことをみんなで隠している。だか

かわからなくなっちゃうこともあって、古い言い方

らこそ人にはニコニコして幸せであることを殊更に

ですがマルチにいろんなことをいっぺんにやる。移

言う。

動するときも歩いているときにも、考えながらして

むしろ割とうまくいっている人の方の家にもいろ

いたり、いろんな作業を同時にやるってことが当た

いろありますよ。誰にだっていろいろなことがあり、

り前になってきましたね。道具もいろんなことをや

誰だって大変な思いをしているんだって思ってもら

るのに適したように進化してきましたよね。それは

えればいいかなと思いますね。

私たちを合理的にして、仕事もでき時間の節約にも

先程、食べ物の話をしましたが、最近脳の研究なん

なるしそれはそれで必要なことなんだけど、どうも

かにも入ってきていることなんです。昔、精神医学で

やっぱり脳にはあまりいいことではない。むしろ脳

脳のことがあまりわからないときに、とても古くか

のためにいいのは、今目の前にあることを丁寧に取

ら精神科の現場で作業療法っていうのをやっていた

り組み、そこで身体がどう感じているかをきちんと

んですね。それは、薬を使ったりする方法ではなく

自覚しながらやること。これがマインドフルネス療

て、手作業をしたり、畑仕事をしたりするようなそ

法といわれるものです。これはアメリカで流行って

ういうリハビリテーションを経験的に、日本ではと

日本に伝わっていますが、実はこれは昔々の仏教の

ても盛んに精神病院ではしていたんです。一つは気

瞑想のこと、日本にきたような仏教ではなく、小乗仏

晴らしです。入院した患者さんたちがすることがな

教あるいは南伝仏教と呼ばれているスリランカに伝

いから、長期間入院しなければならない形態だった

わる初期の仏教の形態を保っているといわれてます

から、ほとんど生活しているのと一緒みたいな感じ

けれど、そこで行われている瞑想、ヴィパッサナー

でね。後はリハビリですね。社会に出て暮らすとき

瞑想というそうです。やり方はそのままなんですが、

に手仕事ができる様に。それはなにかの根拠があっ

それをアメリカでやるときにアメリカ的な名前にし

てではなく、経験的にやっていたんです。ところが

ようということでマインドフルネス療法となったよ

最近になって脳の研究が進んでくると、手を使って

うです。やり方は心を無にするのではなく、今身体

丁寧に何かをするとか、身体を使ってきちんと歩く

におきていることを忙しく考える。または、今聞こ

とか、あるいは食べ物を味わって食べるということ

えていることを忙しく考えることなんです。感覚を

自体が脳の状態を非常に安定化させて傷ついたとこ

研ぎ澄ませて、今起きていることを見逃さない。そ

ろを修復し、うつ病などを回復させる力があるって

ういう瞑想なんです。食べる瞑想というものもある

ことが分かってきたんです。逆に今最先端の治療を

んです。レーズンみたいなものを口に入れて、実況

している精神科の先生の中には、一見昔に戻ったか

中継するんです。食べることをゆっくりスローモー

のような科学的な薬をむしろあまり使わずに、毎日

ションでやって、味わって実況中継する。集中して

これ位歩いてください。とか、生活の記録をきちん

考えることです。意識を向けながらやることです。

とつけてください。食事は時間をかけて丁寧に食べ

ヴィパッサナー瞑想をやる仏教徒の方や僧侶の脳を

てください。食べた内容や感想を書いておいてくだ

調べているんですが、その人たちがとても脳が安定
していること。小さなことをあまり気にしなくなっ
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たこと。心がより広くなったということがあります。

れば何歳でも伸びるというのが分かっているんだか

安定したマインドでいられるようです。純粋にせめ

ら、そちらでカバーしていけばいいんじゃないかな。

てご飯食べる時は、食べながら違うことをするとか、

固有名詞が出ないのは、機械に頼るでも若い人に頼

食べたくないものを食べるとかじゃなくて、たまに

るでもいいんだから。ポイントを見極めて見極めた

は本当に好きなものを美味しいと思いながら食べる

ポイントを身につけるとか、こちらで自信を失うこ

こと。しょっぱいなとか辛いなとか、味わいながら

とはないと、そう思って今いろいろやっているんで

食べるということが、私たちの心にいいこと。最先

す。

端の脳にもとてもいいんだということが分かってき

この時代新しい技術だとか、最近三菱 UFJ 銀行

ました。そう考えると現代社会は、いろんなことを

が紙の通帳をやめるとかありましたよね。希望者に

同時にやったりしないといけないってなってきたけ

出しますって書いてあってホッとしましたが、恐怖

ど、だからたまには自分で意識して目の前の一つの

じゃありませんか？急に紙をやめて電子化しますな

ことを、じっくりやる、心を込めてやる、味わいな

んて言われると、若い人はいいのかもしれないです

がらやる。それが苦行だと嫌だから、食べる物とか

が、記帳してもらわないとね、じっと見てにやにや

歩くことだといいんじゃないでしょうか。丁寧にお

しているわけじゃありませんが、不安ですよね。本

こなう時間というのがいいんです。 最初に60の手

でも、電子書籍とかありますが、手に持って重さを

習いをやっていると言いましたが、最近の論文を読

感じながら読んでいく。そういう中で変わっていく

んでいて思うところは、20 の時より 30、30 の時よ

と不安なんですよね。ついていけなくなっちゃった

り 40 とどんどん物忘れはするし、人の名前は出て

んじゃないかとかね、時代遅れなんじゃないかとか

こないしいろいろ大変ですよ。記憶力が落ちて、自

ね不安になることもあるかもしれませんが、もうで

分はダメだな、新しいことはできないな。と思いま

きないとかもうわからないとかあんまり恐れすぎな

す。これはね、流動性知能っていって、いろんなこ

くても、若い人たちなんかに頼れば、私も学生とか

とを自分の中に取り入れていくタイプの知能です。

がいるので、堂々と聞くことにしています。

これは確かに 20 代がピークでどんどん落ちていく

教授会とかの会議の時に、資料がたくさん配られ

んですが、結晶性知能といって物事を結晶にするか

るんですが、担当の人はペーパーレス化したいと考

のように経験したことから本当に大事なことをすく

えていて、iPad みたいなのを貸し出してそこで資

い取って、過去の経験から大事なことをきちんと結

料を見るってしたんだけど、スライドさせるのに紙

晶のように覚えていくということです。結晶性知能

をめくるように指をなめて使用する人がいてメディ

というのは、70 代 80 代になっても落ちないんです。

アセンターでは困っていると聞きました。身につい

どうしても記憶力（流動性知能）の方に目がいくか

た癖ってなかなか取れないですよね。自分に自信が

ら、もう頭が回らないとか、すぐ忘れるんだよねと

なくなっちゃって私も時代遅れだなんて思わずに、

か思うけど、確かに物を覚えるとかは悪くなります

電車の切符だって変わった時はわからなかったわけ

よ。研修医の先生はいろんな病気の名前は忘れない

ですから、こんなことでおたおたしたり、自信なく

し、患者さんの名前も覚えてて、私はあの人誰だっ

なったりしないで、これまでご自身が丁寧に生活を

け？みたいになるけどね。でも、経験したことから

してこられて時間を重ねてきたことに十分に自信を

結晶化させていってこれまでの過去の経験とも照ら

持ち、時には過去の栄光も取り出して、それをまた

し合わせていって、これは大したことないけどこっ

それを引き出しにしまい、毎日褒めたりおだてたり

ちは大事なことだっていう風に判断して、身につけ

しながら、生き生きと自信をもって暮らすことがな

ていくっていう応用力ですね。そういう論文を読ん

により身体の健康っていうのに、役に立つんじゃな

で、物覚えが悪くなったとか、忘れっぽくなったと

いかなと思います。私の話はこんなところにしたい

か、そういうことでああダメだと思うこともないか

と思っています。ご清聴ありがとうございました。

な。それはそれとして当たり前のことなんだから、

感謝しています。

それをカバーするような結晶性知能というのは鍛え
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建学の精神をいまに引き継ぐ
株式会社マルワ 代表取締役社長

鳥原

久資

め、困っている人がいれば自ら出かけて骨を折る姿
を目にしていました。その一つが東邦辰巳会のお世
話や同窓会の会長でした。
「亡くなった仲間の分まで
今の学園を支援したい」そんな思いが父親にはあっ
たと思います。父親の人柄や仕事に対する姿勢は、
東邦学園の「真に信頼して事を任せうる人格の育成」
の建学の精神であり、校訓にある「真面目」がベー
スにあると思います。
「売り上げはお客様が作ってく
ださる」「地域を大切にしなくては会社の発展はな
い」
「社員が安心して働ける環境づくりが経営者の務
め」が、常日頃父親が口にしていたことであり、会
社の経営理念は変われども社是である「誠心誠意」
写真は 2018 年 12 月 4 日に中日新聞に掲載された

は受け継がれています。

名古屋空襲の慰霊祭の記事です。1944年12月13日

現在弊社は印刷業だけでなく、企画やイベントも

に 8000 人近い死者を出した名古屋空襲。当時勤労

手掛けるようになりました。また中小企業では珍し

動員中だった東邦商業学校の生徒さんと教師 20 名

いと評価いただく環境活動やＣＳＲ活動への取り組

の方が亡くなったそうです。「慰霊の日」の制定を目

み、ボランティア活動や地域清掃などの社会貢献

指す東邦高校では毎年 12 月に慰霊の式典を開いて

は、時代の変化を読み取りお客様のお困りごとや社

いるそうですが、その慰霊祭の模様が記事内容でし

会の要求に応えてきた結果です。お陰様で今では年

た。その記事を目にしたときに、そこに「辰巳会」

間 200 名を超える会社見学の方が来社されます。

の文字を見つけました。
私の父親はその辰巳会の一人です。他界して11年
余が経過します。生前、野球はもちろんの事、大学
の創設など発展する東邦学園を自分のことのように
喜んでいました。父親は名古屋空襲の当時は自ら志
願して予科練に入隊し呉にいましたので、幸い名古
屋空襲を免れました。仲間が亡くなったことをいつ
も寂しがっていました。後日学園の一角に慰霊碑が
できましたが、残念なことにそれを目にすることも
なく旅立ちました。
終戦後は自ら印刷会社を起業。ブローカーから始
めた仕事は得意だった珠算のおかげで、珠算仲間の

会社前の公園清掃

折しも 2018 年創業 60 周年を迎えました。人間で

後押しもあり、珠算問題集を手がけるのを手始めに、

言えば還暦を迎えたことになり、次世代に向かって

印刷機を導入し新聞や会報などを手掛ける総合印刷

新たな姿を描く岐路に立ちました。社会環境が大き

業にまで発展させました。そんな中で、いつも大切

く変化し、業界のかじ取りが厳しい中で、時代が変

にしていたのは、お客様はもとより、地域の人たち

わっても変わらないのは社是である「誠心誠意」。

や安心して社員が働ける環境づくりの奉仕の精神で
す。
家族には厳しい人でしたが、世話好きで頼まれる
と嫌と言えない人でした。地元の商店街の仕事を始

「真面目にお客様や地域に応えていけば、結果は後
で付いてくる」学園に導いていただいた創業者の教
えをこれからも継続し、社会に必要とされる企業で
あり続けたいと思います。
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幻の｢東邦商業新聞｣よみがえる
森

靖雄（愛知東邦大学地域創造研究所顧問）
こみ部分の「綴じ込まれ」問題は残るが、保存を重

｢東邦商業新聞｣ など２紙の電子化
戦前、東邦商業学校（現、東邦高等学校）で「東邦

視し、紙面状態の比較的良好なページを選抜・収録

商業新聞」という学校新聞が発行されていた。1940

した「正本」を上・下２分冊に再製本し、原則非公

（昭和 15）年に法律で休刊を余儀なくされたが、東

開扱いにすることにした。次に、残る重複紙から発

邦商業学校では「東邦商業学校々報」の名で継続発

行順に再び一セット選んで１冊に製本し、さらに残

刊し、さらに１年間発行され続けた。

りの重複紙はまとめて１冊に製本して保存する。紙

この新聞が、愛知東邦大学地域創造研究所で再整
理され、電子化されて大学図書館事務局でプリント

面状況の写真撮影などについては、恐らく最後のを
提供することになる。

アウトして貰えるようになった。この新聞は、1980
年頃に残っていた新聞を集めて、ほぼ無作為に５冊
に分けて製本され、

解体前の保存状況
（５冊に製本されていた）

｢東邦商業新聞｣ はどういう新聞か
「東邦商業新聞」は、東邦商業学校の初代理事長

それによって散逸を

（のち校長）であった下出義雄氏（下出民義校主の長

免れた（写真参照）。

男）が、母校東京高等商業学校（現、一橋大学）の

だが、その折に紙面

学校新聞をモデルに創刊されたと伝えられる、昭和

の余白が切り落とさ

初期に創刊された新聞である。教育方針や、実業・

れ、とじ込み部が２、

文芸・体育関係の生徒の活動、徴兵された教員の戦

３行分ずつ読めない

地からの通信など、多彩な内容が盛り込まれたタブ

という問題を抱えて

ロイド判（ほぼ A3 サイズ）２~ ６ページ（４ページ

いた。

が多い）建ての、当時の中等学校では全国でも群を

加えて、号を追う

抜くレベルの新聞であった。また真珠湾攻撃以後の

につれて戦時窮乏期で用紙が劣悪化し、経年劣化も

昭和 17 年頃からは、言論統制が強化され、全国的に

加わって今では慎重に扱わないと、紙自体が崩壊し

教育現場の実態資料が乏しい時代に入る。そうした

てしまう号もある。そうした事情のため、これまで

中でも、恐らく校主の下出民義氏は貴族院議員、理

は研究上の必要に限って、人を限定して閲覧して貰

事長兼校長の下出義雄氏は大政翼賛会の役員で衆議

う措置を取ってきた。この段階での研究結果は、真

院議員という条件下で、かなり踏み込める立場でも

野素行氏により「昭和戦前期における下出義雄の活

あったこともあり、戦争遂行と共に変化してゆく方

動と思想―東邦学園所蔵「東邦商業新聞」を手がか

針や教員の動向、教育の実情などが克明に記載され

りとして―（『地域創造研究叢書 28

ている。管見したところではそうした記録は他にほ

下出民義父子

の事業と文化活動』所収）として発表され、この論

とんど残っておらず、

文の中で「東邦商業新聞」や後継紙の残存状況も明

第二次大戦中の教育資

らかにされた。

料として貴重な存在で

この新聞は、後述するように史料価値が高いため、

あろうと思われる。

常時、制約なく見られるようにしたいと考えてきた。

前記の真野素行氏の

３年越しの検討を重ね、この製本を一度解体して、

調査概要を概観する

残存各号を発行順に並べ直し、全ページ電子複写す

と、創刊号から９号ま

る方法に決めた。その過程で、
「東邦商業新聞」休刊

で は 欠 号、10 号（ 総

後も実質的にその後継紙として発刊された「東邦商

ページ６面・昭和３年

業学校々報」も探索・整理し、重複を除く総紙面数

６月 23 日発行）は１・

は約 500 ページになることが判明した。

２ 面 全 部 と ３・ ４ 面

複写後の「原本」については、再製本による綴じ

第 100 号記念号 第 1 面昭和

（表・裏）の下半分が崩 （昭和 14 年 5 月 31 日発行
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壊・欠損し、以後飛び飛びに 13 号分欠号があるが、

なお、「東邦商業新聞」は戦後、東邦高等学校か

昭和 15 年 10 月 26 日発行の 111 号（最終号）まで収

ら「東邦新聞」の標題で復刊されたが、今回は復刻

録されている。

対象になっていない。

その後継紙ともいうべき「東邦商業学校々報」に

（この復刊作業に関しては、研究所事務局：茶谷和

ついては、号数記載がない昭和 16 年７月 12 日発行

彦氏とフレンズ・TOHO 法人会員である（株）マ

号（創刊号と推定）と３、４号が残されており、収

ルワの鳥原久資氏に格別お世話かけた。記して感謝

録できた。

する）

エピソードで綴る東邦学園の歩みから抜粋

第36回

下出貞雄の
「パイオニア魂」
と長浦
加藤

「青空幼稚園活動」との関わり

誠一

ますから。あなたのむちとあなたの杖、それが私の
慰めです。

－みどりの牧場に憩う－
1946 年（昭和 21 年）貞雄はまだ上智大学の学生

私の敵の前で、あなたは私のために食事をととの

だった当時、長浦友学会という相互啓発グループを

え、私の頭に油をそそいでくださいます。私の杯は、

作り、社会活動や文化活動に取り組んでいました。

あふれています。

それは、後に「青空幼稚園」と呼ばれた活動に関わ

まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと

る事となったのです。青空幼稚園は 1950 年（昭和

恵みとが、私を追って来るでしょう。私は、いつま

25 年）3 月に 4 回目の卒園式を最後にカトリック長

でも、主の家に住まいましょう

浦教会の併設幼児園（現在の長浦聖母幼稚園）に引
き継がれました。下出貞雄は青空幼稚園の開園や運

－学びの園として立ち上げられた学園－

営のノウハウと関わり、そして東邦保育園を開園す

あの当時校庭から見上げた、東邦学園の看板が今

る事となりさらに幼稚園活動に加えて友学会で、演

でも目に写るようです。自由な校風に溢れた母校、

劇などの文化事業も含めた社会教育活動を展開して

数々の経験を重ね、時代時代の生徒達の言動を何時

いった。

も寄り添うように、見守り、叱り、許しを重ねた先
生方、あの日々を思います。1 人迷えばその 1 人の
為に探し出し、導く、その姿勢によって新たな学園

－東邦保育園の開園－
1950 年 5 月には赤萩校舎内に「東邦保育園」を開

生活を始めた生徒もたくさんいると聞きます。

園させ働く女性達を応援しました。東邦学園の歴史

時代の流れは容赦なく、血気溢れる若者を動かし

は今日も明日も絶え間なく、これから刻み込まれて

ます。そのような中で、敢然と許しの姿勢を取られ

行くであろうが、こうした新しい時代にふさわしい

た校風に今は、さらなる感謝の心をもって迎えたい

意欲に燃えた ｢前方をみつめる人々｣ の養成に明け

ものです。

暮れ、学園自身も明るい前途に向かって進むであろ
う。

みどりの青草に、憩いつつも、前進し続ける母校
であって欲しい。

以上、歴史を紐解くトピックスより
－思い起こすはダビデの詩

23 編より－

主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとり
に伴われます。
主は私のたましいを生き返らせ、御名のために、
私を義の道に導かれます。
たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、私は
わざわいを恐れません。あなたが私とともにおられ

東邦保育園の運動会の様子
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告

この行楽シーズンは吊り橋は一方通行、一歩踏み

2019 年 11 月 2 日実施

出せば向こう岸にある300段の階段を登らねばなら

「自然に親しむ会」晩秋のつどいは静岡県・大井川

ず、60 分ほど周回して別の橋を渡って戻ることにな

の橋巡り。予定は２転３転してまず大井川上流、寸

る。行くべきか行かざるべきか幹事としては迷った。

又峡「夢の吊り橋」を目指すことにした。事前情報

行けば第二目的の「塩郷の吊り橋」に行けるか？

で大井川鐵道は予約で満席、臨時列車も増発される

案橋。と首をひねっていると皆さんは気分紅葉じゃ

と聞いていたからだ。当初は蓬来橋→塩郷の吊り橋

なくて高揚。行く気満々。これは意外。でもこの皆

→夢の吊り橋と下流から上流を目指そうとしたが、

さんの選択は正解だった。吊り橋のロケーションは

大井川と大井川鐵道と県道 77 号線，この 3 つが絡み

ここが一番美しいのだ。運動不足の方にもちょうど

合うように続く、自動車にとっては一本道。渋滞を

良かったような。

避けるためには午前中に上流へと考えた次第。
大井川という川は新幹線、あるいは東名高速で横

思

この橋には途中「天子トンネル」を通っていくの
だが、このかなり老朽化した隧道もまた味わい深い。

切るぐらいのなじみしかなかった。今次下流から上
流へつきつはなれつ遡ることは初体験だ。第一印象
は砂州が中上流にも広がっていることだ。特に中流
の川幅は数百メートルの広大なところもある。木曽
川を19号線で北上するのとはいささか趣が違う。水
量も異なる。
到着は11時を回っていた。バス旅メンバーはまず
蕎麦屋さんの周りにいきなりたむろ。花より団子、
まずご飯。イワナの天ぷら、イナゴの佃煮などをい
ただく。

世界一長い木造歩道橋

蓬莱橋

「夢の吊り橋」は湖面を渡るのだが、水面の色に

さて次は「蓬莱橋」。到着は 16 時。少々遅かった

特異さがまさに文字通り光る。得も言われぬという

が夕焼けが美しい。夕陽の中を約 900 ｍ歩く。往復

か、形容し難いというか、言葉で言い表せないとい

1800ｍ。蓬莱橋は島田市内。だがその醸し出す情趣

うか、名状し難いというか、未体験ゾーンというか

は秋、夕陽、涼やかな風の 3 拍子そろうと一首ひね

（井上ひさし風です）、緑なのである。とかく言う小

りたくなるのだが、少々無理、では一句だが、かよ

生は強度の色弱であるから比喩で上手く表せないの

うな輩の句が駄作になるのは必定。やめました。せ

だが。その小生が見ても陽光を受けて輝く湖は言語

いぜい三夕の歌など高校生の時に覚えさせられテス

に絶するというか、筆舌に尽くし難いというか、言

トされた苦い記憶をよみがえらせ反芻した次第。

語道断というか、とにかく「一度来て見てください」

その触発がまた日常に幾ばくかの余韻を残す。

としか言いようがない。

寸又峡

旅は非日常。その味わいは確かな手触りあるもの。

夢の吊り橋
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※上記は文部科学省が認定した「職業実践力育成プログラム」であることを示すロゴマークです

文部科学大臣認定／職業実践力育成プログラム

「中小企業のための
若手社員活性化プログラム」
2020 年度受講生募集！

愛知東邦大学では、2016 年 4 月から、文
部科学大臣認定の「中小企業のための若手社
員活性化プログラム」を開講しています。こ

があったようだ。ぜひ、会社をリードす
る人材になって欲しい。」

のプログラムは、文部科学省が社会人の学び

「社員を受講させたが、公開授業でのプ

直しを支援するために、全国の大学から申請

レゼンを聞いて非常に成長が感じられ

されたプログラムの中から、社会人や企業等

た。マネージャーとしての素質を感じ

のニーズに応じた実践的・専門的なプログラ
ムを文部科学大臣が「職業実践力育成プログ
ラム」として認定したものです。
2019 年度は、フレンズ TOHO 会員企業
である（株）IEC、電子システム（株）の他、
愛知中小企業家同友会会員企業、本学の産学
連携協定企業である愛知信用金庫など 10 社

た。」
「最初は参加に対して敬遠気味だった社
員が、徐々に気持ちが変化していった。
担当分野に対するタイムリーな知識を得
ることができた。」
2020 年度のプログラムは、社会の変化や

より 10 名の方が受講されています。以下は、

要請に応えるためカリキュラムを変更し、さ

2018 年度のプログラム終了後に開催した受

らに内容を充実させました。その他、一般公

講生派遣企業関係者等との会議でのコメント

開授業も 1 科目用意し、当該科目のみの履

です。

修も可能としました。詳細は、同封の 2020
年度募集要項をご覧ください。

【受講生派遣企業関係者の声】
「将来幹部社員になってもらいたいと思
う社員を受講させた。たくさんの気づき

なお、ご不明な点等がありましたら、愛知
東邦大学 産学連携推進委員会（担当：青木、
藤井）までお問合せください。

編集後記
あらためて会の紹介をする折があり、こんな文章をした

涯学習の場を提供させていただいております。」と。先哲

ためました。
「20 数年来『フレンズ・ＴＯＨＯ』として

の趣旨を今一度噛みしめこの道をすすみたいと思います。

東邦学園の教育的資源を活用し教学活動発展・社会貢献へ
の個人・法人様の理解者を募り、様々な講演等を企画し生

（Ｍ）
【2020 年度定期総会 6 月 19 日開催予定】
誰にでも読みやすい UD フォントを使用しています
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