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今年も残すところ、あと２週間余り…なんて言
葉を聞くと、私たちは何か得体のしれない焦燥感
に駆られますね。
（なぜなのでしょう。…これ、
「時
間」の捉え方に原因があるのですが、その話は別
の機会にします。
）
それはさておき、先週の金曜日（１２月７日）
、
井上幹事と池田会員と私の３人で、串川中学校へ
行ってまいりました。串川中の２年生が、11 月 7
日、８日の二日間、近隣の企業・事業所で職場体
験を行ない、その経験の発表会を授業で行うので、
「ロータリーさんも聞きに来ないか」と学校から
お誘いを受け、お邪魔したわけです。子供たちの
生の声を聴いて、今後の私たちの職業奉仕活動や
青少年奉仕活動の在り方を探ってみようという目
論見のもとに。串川中（私の母校です）は、今、1
学年 2 クラスだけなので、二手に分かれて、1 時
間ほど生徒たちの発表を参観し、その後、1 時間
以上、校長、副校長と懇談をしてまいりました。
生徒たちの職場体験は、
「キャリア教育」の一環と
して、地域企業の協力のもとに毎年行われている
ものです（うちの子もやりました）
。美容室、ペッ
トショップ、コンビニ、ホームセンター、ドラッ
グストア、小学校、幼稚園、病院、デイサービス
センター、銀行、飲食店、工務店、放送局など全
27 箇所。かなり多岐にわたります。ちなみに井上
幹事の会社も、別の中学校の生徒ですが、毎年受
け入れておられるそうです（山崎会員の会社も、
受けてきたそうです）
。私たちが子どもの
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奉仕の理想

頃にはありませんでしたね。
キャリア教育というのは、我々の頃にもあった
「進路指導」を、職業という方面に拡充したもの
だと思われます。学校の進路指導計画によると、
生徒たちが「将来への希望を持ち、夢を実現する
ために自己の課題を考え、解決に向かって行動で
きる力を養う」ことを目標とし、1 年生で「進路探
索」を始め、2 年生は「進路計画」を立て、3 年生
で「進路選択」をするという形でカリキュラムが
組まれています。まあ、中学校では、ほとんどの
子が高校へ行くので、その中核はやはり高校選び
だと思われますが、考えてみれば、中卒で働く子
もいるわけです。そしてまた、高校や大学は、あ
くまでも通過点であって、行先は、その先だろ、
というわけですね。
それにしても、教育とは「指導」であり、指導
によって、ある「能力」を育成することであり、
中学校におけるキャリア教育では「人間関係形
成・社会形成能力」
「自己理解・自己管理能力」
「課
題対応能力」
「キャリアプランニング能力」の育成
が目指される…というようなカリキュラムを見る
と、
（まあ、致し方ないこととは言え）改めて、こ
の子たちは、今そういうことをさせられているん
だなと思ってしまいますね。
（ちなみにカリキュラ
ムという言葉の語源は、小川さんが好きなお馬さ
んが走るコース、競走路で、馬が決められたコー
スを、より早く走れるように調教する…というイ
ヤなイメージの言葉です）…目標を持てと。今の
自分の在り方に問題意識を持てと。どこをどうす
べきか、どれだけ努力が必要か考えろと。そして、
その目標に向けて計画を立てろと。なかなか、つ
らくて痛い…。
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生徒たちの発表は、大変楽しく興味深く聞か
せていただいたのですが、乱暴にまとめれば、
のというわけではなくて、諸刃の剣…という
私たち大人は、時間に追い立てられながら、や
りがいを求めて、大変な仕事をしているのだそ
うです。時間と、挨拶と、マナーと、笑顔と、
努力と協力が、大切なのだそうです。掃除や片
付けといった裏方の仕事も大切なのだそうで
す。そうして、親の大変さ、大人のすごさを知
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私
ったのだそうです。たぶん、彼ら彼女らも、本
当にそうだろうか、そんなものが、本当に大切
なものなんだろうかと薄々感じているのでしょ
うけれど、まあ、学校の授業だから、この程度
のことは言わなきゃな、といったところが本音
だろうと思うのですが。
…先生方は、今の子たちは覇気がないとか反
逆しないとか言われてましたが、実は、我々よ
りも彼ら彼女らの方が、
「したたかに現実的」だ
ということなのかもしれません。まあ、それが
良いことなのかどうかは分かりません。少なく
とも面白くないという気持ちはよく分かりま
す。
（ちなみに、うちの高２の末っ子に、カミさ
んが「何かやりたい職業があるの？」と尋ねた
ところ、
「特にないけど、イイ靴を履いて、キレ
イな奥さんをもらえるような職業に就きたい」
と答えたそうです…。悪くないでしょ？）学校
というのは、ある種、閉ざされた社会です。才
能と野心を持った若者には、つらい場所です。
若い人たち、特に中学生や高校生を見ている
と、私たちは、何だかいいなぁと思いますよね。
でも、同時に、何だか胸を締め付けられるよう
な気持になりませんか。それは、たぶん、私た
ちが、彼ら彼女らの姿に、遠い昔の苦い後悔と
共に、彼ら彼女らにこれから訪れるであろうも
のを見てしまうからです。
13 歳、14 歳、15 歳…。そんな頃が、自分に
もあったんですよね。
「遠い遠いところ…そこで
はまだ可能が可能のままであったところ（九鬼周
造）」そんなところに、かつて私たちもいた。今
が、いつの間にか過ぎてしまうなんて思いもせ
ずに、未来ばっかりを見ていたような頃が。そ
して、私たちは、未来が決して学校の先生が言
うような、
「地域の方々」やＰＴＡの役員さんた
ちが言うようなものでないことを、知っていま
す。道は遠いようで、過ぎてみるとあっという
間だったりすることを、知っています。だから、
私たちはあの（つかの間）美しい若者たちを見
ていると、胸を締め付けられるような気持にな
るのです。
もちろん、先生たちも、そんなことは知って
いるんですよね。でも、文科省のキャリア達が
考えたキャリア教育とやらをしなくちゃならな
い。そして、教師は教師しかしたことがない。

だから、こと「職業」や「仕事」については、
切実に外部の助けが欲しいと思っているという
ことでした。
さて、私たちは、何をしたらよいか。学校に
何か具体的な希望がないかと尋ねたところ、
色々考えてみてくれるということでしたが、私
も色々考えている最中です。なかなか良い考え
が浮かばないのですが、今回の参観で、あの子
たちを目の前にして、例えば、少子化に悩むこ
の地域で、地元に残ろうという意識を子供たち
に植え付ける…なんてことは、絶対やってはい
けないことだなと、改めて思いました。それは
子供たちの自由を侵し、何かを壊します。そん
な罪なことは、できませんね。井上さんのよう
に、地元企業を魅力的なものにするというのが
本筋です。吉野さんや小川さんのように、この
地域を少しでも魅力的にして行こうとするのが
正論というものです。
たぶん、私たちがすべきことは、指導とか、
カリキュラム的なことではなくて、
「将来」とか
自分の「能力」といったことに悩む彼ら彼女ら
を元気づけ、応援するようなことです。こんな
オジサンでも、結構楽しく立派にやっていると
いう実例を示すことです。職業について、自分
が大切にしてきたことを、その喜びと悲しみを、
示して見せることだと思います。この世界には、
君らがまだ見たことのない、私たちもまだ見た
ことのない美しいものが、素晴らしいものが、
沢山あると言ってあげることです。そうして、
彼ら彼女らが本当に知りたいと思うことを、引
き出してあげることだと思います。それは、私
たちにも簡単には答えられないでしょうから、
一緒に考えてあげることです。どうか皆さんも、
是非、何かアイデアを出して下さい。
さて、これで、この例会場での挨拶は今年最
後です。お待ちかね「例会に来なけりゃ聞けな
い面白い話」シリーズ、番外編「挨拶にまつわ
る思い出２つ」…。

幹事報告 井上 旭幹事
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
第 2780 地区 2021－2022 年度ガバナー・ノミ
ニ－候補者告知
2018－2019 年新会員の集い開催案内(再送)
ガバナー月信 №6
津久井 RC
例会変更通知

＜会長幹事会報告＞
・3/26（火）に第 5 グループのゴルフコンペを津
久井ゴルフ場で開催、3 コース 40 組の募集だ
そうです。参加される方はよろしくお願いしま
す。
・1/20 に相模原グリーン RC で餅つきをするので
是非お出で下さいとのことです。
・新年には毎年、親クラブと合同賀詞交歓会を行
なっていますが、今回は相模原橋本 RC、親ク
ラブの 3 クラブ合同の賀詞交換会を開催とい
う話になっています。開催日は 1/10（木）の
昼間、橋本 RC の例会場 HK ラウンジで行いま
す。会費等はまだ決まっておりません。

スマイル報告

年次総会について
井上 旭会長エレクト
次年度の役職について、私の方で勝手に決め
させて頂きました。池田会員は入会してまだ間
もないのですが、沼崎さんがフォローするとの
ことですので、社会奉仕委員長をお願いするこ
とにしました。よろしくお願い致します。
23 日の年次総会で組織表を配布します。色々
ご意見もあろうかと思いますが、ご承認頂けま
すようお願い致します。年次総会は楽しく行な
いたいと思います。

田畑和久委員長

『ス マ イ ル 報 告 八木 勉委員 』
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水野

津久井中央 RC

前沢弘之会員

茂委員長

年の瀬ですね。来週は年次総会です。そして、年が明けたら賀詞交換会と家族旅行
例会ですね。

井上 旭会員

いよいよ本年も本日と 23 日の年次総会で終了です。もう来年度の始まりです。不
安がいっぱいですが、このクラブは家族のようなクラブなので、いろいろご指導下
さい。

小川洋一会員

元気ないです。水ちゃんの元気にスマイルします。

吉野賢治会員

寒くなりましたね！忘年会続き、体調をくずさない様に気を付けましょう。

山﨑和彦会員

変なメール、すみませんでした。削除お願いします。今日は価格交渉、忘年会があ
り、忙しいので早退します。

小山里枝会員

先週、金曜日にスマホが不具合で機種変更しました。そろそろヤバイ…！と思って
いたので予定通りでした。寒いのでたくさん食べてエネルギーを保持しなければと
食べ過ぎて、胃が痛くなっています。でもこれは、たぶん寒いからだと思います。
冷えは敵ですね～！愛しの愛犬ちいずにいやされている毎日で～す。温かいので。

水野 茂会員

小川さんに元気を出させる為にスマイルします。

高橋幸一会員

井上さんのご子息をはじめ、4 人で 10kg やせるかけをしました。運よく昨日から
体調をくずし、2kg 減です。楽しみにして下さい。

池田豊文会員

先日の串川中学校での職場体験発表会は大変勉強になりました。 先生たちの子供
たちに対する思いが強い事におどろきました。

八木 勉会員

23 日の年次総会、よろしくお願いします。

