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≪司 会≫  高田雅司君

≪合 唱≫  「手に手つないで」

≪BGM》  ロータリーソング
「花になろう 鳥になろう」

≪ゲス ト》 城内カウンセリング研究会

代表 蔭山昌弘 氏

OECDや 総務省統計局の年間実労働時間国際比較に

よると、 日本人の労働時間はそんなに多い訳ではなく

欧州各国より多いが米国より少ないとい うレベルにあ

ります。 しかしこの資料は、各国のデータの取 り方に

バラツキがあり、横並びの比較には適 さないらしい。

さらに言えば、この調査は事業所が調査対象で企業が

賃金支払いのために把握 している労働時間を調査 した

もののようです。違った角度からアプローチしたもの

に 「労働力調査」があり、こちらは世帯を対象 とした

一週の就業時間を調査 しています。こちらによると日

本人の実労働時間は先ほどの資料より年間で 300時間

以上増え、つま り1,800時間以下と2,100時間くらい

の違いがあり、韓国よりは少ないが米国はもちろんロ

シアをも上回る長時間とい うことになります。こちら

が実感に近いものかもしれません。

それでも日本人は頑張つている。その活力の源泉は

どこにあるのか。まったく個人的な見解ですがゴール

デンウィーク、月遅れのお盆、そして年末年始の体み

により、適切に一年を分割 していることにあるのでは

ないかと思っています。

暑さ寒 さも彼岸までといいます。その彼岸まではま

だ少 し日がありますが朝夕の風も一頃とは違ってきま

した。すでに今月 7日 に立秋を迎え、明日は二十四節

気第 14の処暑です。暑さが峠を越えて後退 し始めるこ

ろとされています。皆さん、あと少 し頑張 りましょう。

今 日はもう一つお話 させていただかねばならなく

なりました。

井上アシスタン トガバナーか ら電話があ りま して

次期アシスタン トガバナーの候補者を当クラブから8

月末までに出して欲 しいとい う要請でした。様々な経

緯からお受けせねばならないと思います。つきまして

は、我 こそはと思われ る方は来週の例会前 日までに

私にお申し出いただきたい。お申し出がない場合には

少人数の検討会を立ち上げ候補者を決めたいと思いま

す。まずその手続きについて、会長である私にご一任

願いたい。そしてその結果を、来週の例会にお計 りす

る段取 りとさせていただきたぃ。以上ご了承賜 りたく

よろしくお願い申し上げます。

一第

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

8月 24日  新間桂子君

結婚記念 日

該当者なし

皆さん、お盆の休暇は楽 しく過ご

されましたでしょうか。来て嬉 し

く帰って嬉 しいのが孫だそ うで

我が家も小さく激 しい台風が過ぎ

去っていきました。

8月 のお盆は “月遅れのお盆 "

が正 しい言い方のようで “旧盆"

とい うのは正 しくないようです。
ちなみに今年の旧盆は新暦の 8月 21日 に当たります
から昨 日とい うことになります。お盆は、本来は旧暦
7月 15日 の 1日 だけでしたが、ご先祖様を日帰 りさせ

ては申し訳ないとい うことで、江戸時代に前 2日 と後
1日 を増や し、13日 から 16日 までがその期間となっ

たようです。迎え火・送 り火の風習はそこから来たの

か、それ とも 15日 一 日でもそれをしていたのか、私は

詳 しくは知 りません。

お盆になると海外の友人たちのことを思い出しま

す。短い期間でしたが海外に出かける仕事をしていた

時期がありまして、 日本人の夏季休暇は三、四日から

せいぜい一週間だと話す と、何故 日本人はそんなに働

くのか とよく言われま した。そこで調べたのですが
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≪来賓卓話》

「新世代クラブフォーラムJ

城内カウンセ リング研究会

代表 蔭山昌弘 氏

皆さんこんにちは、お招き頂きましてありがとうございま

す。教員を 38年勤め、現在大学と雙葉で教壇に立ちながら

同時にカウンセリングをしています。今まで6,000人のカウ
ンセリングをさせて頂きました。今の子供たちを一言で言う

と、自己肯定感を持てずにもがいていると考えてください。

人間が成長する時には、ダンボールの上にダンボールが重な

つている図を想像してみてください。今の子供達の圧倒的多

数は下の「自己肯定感」というダンボールがほとんど空っぽ

その上に「不十分を補う」という重いダンボールが乗つかつ

ている。だから風が吹けば倒れてしまうので九 日本の中学

生の 56%は 自分がだめな人間だと思うと答えています。中

国やアメリカでは 12%か ら20%です。さらに、日本の高校

生では66%です。

今までのカウンセリングしてきた 6,000人の子供達で誰
一人困つた子はいませんでした。全員困つている子でした。

イギリスの A.Sニイルという教育学者が次の言葉を残し

ていま九 「問題の子供とは不幸な子である、心の中の戦い

に敗れてしまったために、問題行動を起こしている」周りに

いる、子供や青少年を見る時に、困つた子ではなく困つてい

る子と見ることが大事な分岐点になると思います。

もうひとつ、自己肯定感が足りないということで、触れな

いといけないのはいじめの問題です。いじめは 100%い じめ

る側の心の歪みから生じるものです。学校教育の中ではいじ

めをけんか両成敗のように扱う場合が有ります。だから、い

じめられる人が苦しみます。

今、多くのいじめている、いじめられている子の心の中に

愛 (自 己肯定感)が十分入つていないと思います。愛には3

つあると思います。1つ 目は、自分が人から必要とされてい

る実感。2つ 日は人とつながりあつて生きているという熱
3つ目は自分の命は多くの生き物の命を頂いて存在してい

るという考え。少なくとも最初の二つの実感だけは子供達に

手に入れさせさせたいと思いま丸

では、自己肯定感を得るにはどうしたらよいでしょう力、

たとえば、テストで 30点とったら、30点 とつた事実を褒

めてください。褒めた上で足りない所を補う方法を考えてく

ださい。できているところを褒めるということが、我々日本

人に決定的に欠けている点だと思います。

自己肯定感を手に入れるためにす番必要なものは人間力

だと思います。

ある 30代の女性の相談を受けたときに、ありのままの自

分を認めてくださいと言つていたところ、彼女は夢の中で幸
せな夢を見るようになり、仕事ができるまで復帰することが

できました。

体にも自然治癒力があるように、心にも自然治癒力がある

と思つています。その自然治癒力を人間力と呼んでいますが

人間力はすべての人間の根つこに潜んでいると思います。た

だし、本当に苦しい時にそれが発揮できないのは、寄り添つ

てくれる寄り添い人がいないからです。カウンセラーや先生

親だけではなく、すべての人が寄り添い人になれると思いま

す。ただし条件があります。ひとつは、話を最後までしつか

り問けること。わかろうとしてすべてを聞ききること。もう

ひとつは、自分にだめなところがいっぱいあるということを

理解していることです。
30代の女性との1年半に亘る物語を「夢分析が開く心の

声」という題略の書籍にまとめました。
「自己肯定感」という土台をしっかりすえて、その上で「不

十分を補う」というスタンスを持つていたとき初めて人間は

自分のパワーを発揮できます。皆さんが、子供達や職場の身

近な人の寄り添い人になることができれヤよ多くの人が救わ

れると思いま九

≪スマイル報告≫

佐橋 徹 君   本日の来賓卓話に蔭山先生をお迎え

して、貴重なお話をうかがうことがで

きました。ありがとうございました。

新聞 桂子 君   お誕生日のお祝いありがとうござい

ます。今年も暑い暑いお誕生日で うん

ざりです。

宮川 氾 君    ここ1～ 2年、体調が若干不充分で

したが、お蔭ですつかり回復しました。

健康であることに感謝して。また、先

日は皆出席のお祝い有難 うございまし

た。

丹羽 亨 君   高校 3年の息子がヨットでインター

ハイに出場しました。

結果は全国4位でした。良い成績を

収められたことに感謝です。

川口 尚宜 君   9/1よ り新しく始まる静鉄さんが手

掛ける革新的な複合福祉施設 「グライ

フ北安東」のお食事を提供することに

なり、内覧会が昨日行われました。商

業はセノバから、福祉はグライフ1骸
東から革新が始まると楽しみです。

スマイルさせて頂きます。

司馬 速 君    皆出席の制 ハ有難うございました。

佐野 哲一 君   入会後 17年、皆出席が 16年。入会

年はしらくらの出席で皆出席のことな

ど毛頭有りませんでしたが、 2年目会

報委員長をやらされ、毎国会報の出来

が気になり欠席できなくなってしま

い、そのまま出席が習慣化してしまつ

た結果です。 2年目他の委員会だつた

ら今頃気楽でしたが。いつまで続くや

らですが取敢えずスマイノL
戸塚 敦雄 君   前々回の例会で皆出席表彰をしてい

ただいたので、スマイル致します。

伊藤 洋一郎君  このところ、メイキャップばかりなの

に、皆出席のお祝をいただき、申し訳有

りませれ ザンゲしてスマイルしま丸

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

8/22 56(55) 8

56(54) 4 9 83 33%

56(54) 6 5 11 79 62%


