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●会 長 鍋島 勝雄
●幹 事 中村 良平
●会報委員長 米澤 久二

＜会長の時間＞

「月暈の浅間山」

蜘手 康介

＜出席報告＞

色々な調査を民間業者が行なって
いますが「長寿企業実態調査」と言
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出席
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会員数
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う結果が出ていました。

前々回

38 名

6名

44 名

44 名

100.00%

本日

33 名

－

33 名

44 名

75.00%

世界の創業２００年以上の企業は、
ドイツ１８５０社、イギリス４６７
社、中国９社、インド３社、韓国０
社で、我国日本は３９０７社と世界
の半分近くを占めている長寿大国です。
１００年以上の企業は１０万社以上で、１０００年以上には２

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日

１社有ると報告書には書いてありました。
日本が長寿の要因には、
「三種の神器」が重宝されて要ると思わ
れます。家・屋号・家訓です。
家(創業者)・屋号(社名)・家訓(経営理念)を継承してその時々
の変化に対応出来る組織を創り特に理念を大切にし、着実な経営
を行なった結果だと思います。
多くの企業の家訓には、ウソをつかない・ごまかさない・迷惑
かけない・騙さない・悪いことしない等が必ず入っています。拡
大路線を執って居る時も常に縮小が出来る体制を取っています。
進むとは、逃げ道はいつも前にある・前に逃げることが「進む」
ことである。

堀川 和士

３．１２

道脇 清春

３．１０

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
小林 勝一

高子 さん

３． ４

◎結婚記念日

我社も今年１０３年目を迎えました。日本の企業の中では、ま

野戸

だまだ幼年期ですが、前に進んでガンバリます。

守

Ｓ３６．３．１５
小林 勝一

＜幹事報告＞

Ｓ４３．３．３０

・＜例会変更＞
可 児

阪下 六代

… 3 月 31 日(木)は、

Ｓ４９．３． ９

御嵩町亜炭廃坑視察例会のため
ｻﾝｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ& 亜炭廃坑地 に 変更

(当日欠席) 山下

4 月 14 日(木)、21 日(木)は、
事業所見学& 親睦一泊旅行のため
14 日(木)～15 日(金) セコム(株)中部本部&南知多方面 に 変更
◎出席表彰
＜受贈誌＞
加茂東ＲＣ(会報) 、(財)比国育英会バギオ基金(バギオだより)

小森 丈一
１９年

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ

明

Ｓ５０．３．２３

例会報告
◎在籍周年記念表彰
田中

武
１０年

◎３ヶ月表彰
・岡田 贊三

・垣内 秀文

・小森 丈一

・谷井 伸之

・新田 敬義

・野戸

・平

・堀川 和士

守

＜本日のプログラム＞

義孝

青少年育成委員会
青少年育成委員長
堺 和信
昨日３月３日、宮支所にて高
山市校長会があり、私と会長、
幹事および田中 S.A.A の４名
にて義務教育９カ年皆出席

の生徒さん方への表彰状および記念品を、会長の林先生に代
理授与してまいりました。今年度は計２３名の生徒さん方が
皆出席を成し遂げられています。
松倉中

５名

…

小瀬 夏生、岩垣津 花穗、平塚 晴美、漆山 拓哉、寺田 祥子
東山中学校

２名

…

日枝中学校

５名

…

都竹 惇史、川原 有輝子

牛丸 嵩大、山下 静己、塚腰 星菜、白木 美里、脇口 修実
清見中学校

２名 …

朝日中学校

２名

北稜中学校

１名 …

国府中学校

２名

…

中山中学校

４名

…

中村 芽瑠萌、東 真依子

… 下谷 美浩、山本 大夢
鈴木 悠花
中村 理沙、八賀 悠尭

坂下 舞、山下 善弓、鍵谷 光、田中 ちひろ
本日は、その林廣茂先生に卓話をお願いいたしました。林
先生とは、平成１６年のとき東山中学校へ校長としてお見え
になった時に、私は PTA の役をやっておりまして、わずか１
年で教育事務所へ移られ短い期間でしたが、お世話になって
おります。今日は、３８年の教師生活で子どもたちから学ん
だことと、自らの子育ての経験から学ばれたことをお話して
いただきます。

育てたように子は育つ
高山市校長会長

松倉中学校長

林 廣茂

先生

私は、昭和２５年生まれです。今年度末で３８年間の教職
人生を終えることになります。その間、多くの子どもたちに
出会い、子どもたちから多くのことを学んできました。わた
し自身も子育てをしてきた親ですので、両面の経験から子育
てについて述べさせていただきます。
［鼓動（心音）の教育］
子どもが小さい頃、父親は、できる限り抱っこして膝の中
で本を読んでやることが大切です。子どもにとって母親の鼓
動は、生まれる前から聞いている安心できる心地よい音です。
しかし、父親の鼓動は知りません。子どもの心を安定させる
ためにやって欲しい父親の子育てのポイントです。
［スキンシップを大切に］
子どもは、小さい頃から、頭を撫でてやったり、ハイタッチ
を交わしたり、時には抱きしめてやることが大切です。思春
期を迎えても同様です。
［自己決定力を育む］
幼い頃から「こうしなさい」
「何々してはいけません」と育て
ていると、いつの間にか指示待ち人間になってしまいます。
また子どもはトラブルを自分の力で解決してこそ、生きる力
を身につけて育っていくものです。しかし、子どもがかわい
そうだと、親が全てを解決してしまうとその力が身について
いきません。
（スウェ－デンでは、そういう親をカ－リングペ
アレントと呼んでいるそうです。
）その結果、思春期になり、
自我が芽生えてきた時、苦手なことや辛いことから逃げる子
どもになってしまいます。
「友だちがいやなことをいうから学
校へ行きたくない。先生がいやだから学校へ行きたくない。
」
というように、人のせいにして自分に都合の悪いことから逃
げようとする子になってしまいます。
［家族が仲良く子育てを］
子どもは親をよく見ています。人の批判を子どもの前でした
り、愛情を物にすり替えたりしていると、思春期を迎えた時、
大きなしっぺ返しが返ってくるものです。
［プラス思考を大切に］
この子は伸びると願い続ければ、本当によい子になるもので
す。
（ピグマリオン効果といいます。
）ダメだといわれ続けて
伸びる子はいません。
［信頼することがまずありき］
存在を認められ、親に信頼されて育てられた子どもは、人を
信頼する子どもになります。ゆったり母さんのもとで育てら
れた子どもは、おおらかな人間になります。
［感謝の心を言葉に］
「健康に育ってくれてありがとう」
「手伝ってくれてありがと
う」と感謝の心を教えられて育った子どもは、回りの人に感
謝する子どもになります。
［我が家は我が家］
みんなが持っている、みんながやっているに負けない親で
なければいけません。

地域を育み大陸をつなぐ

例会報告
［親の思いを一方的に子どもに押しつけないこと］
親にとって都合の良い子どもは、素直で良い子どもではあ
りません。親の人生ではありません。親が背伸びしないこと
です。両親をたして２で割ったくらいがちょうどいいのです。
子ども自身の人生です。一人の人間として自分自身のより良
い生き方を自分で決めていくことが大切です。
［兄弟を比べない］
兄さんは、しっかりしているのに、あなたは…。
［誉め上手、叱り上手に］
誉めるべくは大いに誉め、叱るべくはきちんと叱ることが大
切です。ついでに過去を叱ることは避けなければなりません。
また知らん顔をすることは、子どもを無視することになり、
子どもは辛い思いをすることになります。
［支える親］
親は、子どもにとって頼りになる存在として、子どもの良き
アドバイザ－、良き相談相手、良き応援団であって欲しいも
のです。

●斎藤 章さん､平 義孝さん、村瀬 勝彦さん、古橋 直彦さん、
鴻野 幸泰さん
林 廣茂校長先生のご来訪を歓迎します。また小中学校９カ年
皆出席の生徒の皆様、皆勤賞おめでとうございます。長い間
お疲れさまでした。本日は林先生のお話、よろしくお願いい
たします。
●堀川 和士さん
・２週間ほど前からニホンシカの頭の剥製、毛皮のなめし、
ハム作りに挑戦しています。新しい事に挑むのは忙しく楽
しいものです。
・バースディのお祝い、ありがとうございます。
●小林 勝一さん
今日は家内の誕生日。自宅出掛けに綺麗な花が届きました。
ありがとうございました。
●田中 武さん
在籍１０年よく頑張ったなぁ…、石の上にも１０年。これは

＜ニコニコボックス＞

らは…？今
●鍋島

勝雄さん

●米澤 久二さん、洞口 良一さん

・昨日、高山市小中学校校長会に於きまして義務教育９カ年

道脇さん、お久しぶりです。道脇さんがお休みの時は寂しく

皆出席表彰をいたしました。本日は松倉中学校長、校長会

て寂しくて…。これからはニコニコもよろしくお願いします。

長 林廣茂先生、お忙しい中お越しいただきましてありがと

●道脇 清春さん

うございました。

①長い間判休みを頂いて申し訳ございません。何せ､潰れかか

・道脇さん、お帰り。

った会社を維持するために､あっちこっち営業活動に飛び

●中村 良平さん
高山市校長会長の松倉中学校長 林

回っていたもので､やっとひと息です。
廣茂先生、ようこそお越

②嬉しかったことがあります。岐阜市のある会社に営業に行

し下さいました。今日はよろしくお願いします。昨日は、先

った時の話ですが、三社競合の相見積もりで､最終的に会長

輩である林先生に玄関まで見送りに来ていただき、感謝して

さんとの面談で決定されるとの事で､だめもとで参加致し

います。

ました。70 歳後半の方でしたが、貫禄たっぷりで多少尻ご

●堺 和信さん

みしてましたが、会長さんの第一声が『君はどこかのロー

林 廣茂先生、ご来訪ありがとうございます。私が PTA 現職の

クリークラブに入っているのか？』と。
『はい、高山西にや

時は色々お世話になりました。本日は卓話をよろしくお願い

っかいになっています』と答えたら即答で『じやあ君の所

ます。

にお願いします。信頼関係は出来ているからね』

●寺田 昌平さん

っさり受注して頂きました。はじめて、ロータリーの価値

林廣茂校長先生のご来訪を歓迎いたします。本日の講話楽し

に感激した一幕です。嬉しかったので､ニコニコヘ。

と、あ

みにしています。高山西高校在職中には、立派な中学生を送
っていただき御礼申し上げます。
●門前

庄次郎さん

林 廣茂先生にはお忙しい中来訪下さりありがとうございま
す。また最近は、花里地区でも色々とお世話になりありがと
うございます。本日の卓話楽しみにしております。
●河渡

正暁さん

林校長、ようこそおいで下さいました。私は南小学校・松倉
中学校・斐太高校と同級生でした。林校長はいつも一番、僕
は二番、追い越す事は出来ませんでした。３月８日は松倉中
の卒業式です。私は、松倉の OB 会長として参列します。
●蜘手

康介さん

林先生、ようこそいらっしゃいました！久し振りに先生の元
気そうなお顔を拝見し、中学時代、あの頃の厳しい先生を思
い出し、懐かしくとても感激しています。本日の卓話、とて

林 廣茂

先生

からも、ニコニコボックスへ

ご厚志を頂きました。ありがとうございました。

も楽しみにしています。

地域を育み大陸をつなぐ

