
開催日時：令和元年6月23日（日）13時半～16時

大会テーマ：さてどうする？令和のおやじ

～社会の変化とこれからのおやじ～

会場:渋谷区文化総合センター大和田さくらホール

参加人数:総勢350～400名(スコーレ関係者130名)

■大会内容(概要):パネルディスカッション形式で

実施されました。登壇者は次のとおり。

総合司会:三宅民夫(元NHKエグゼクティブアナウンサー)

メインスピーカー:パックンマックン(タレント)、

長谷部健(渋谷区長)、長谷川眞理子(総合研究大学

院大学学長)、竹花豊(おやじ日本理事長)

一般登壇者:シニア父親世代(50代以上)10名、現役

父親世代(40代以下)6名、お母さん代表4名、日本

在住外国人2名、中高生6名の合計28名。スコーレ

から藤田和弘・郁子夫妻、本部森光正氏含む。

まず、おやじ日本が行ったアンケート調査結果

を発表。それは、

父親の在り方につ

いてここ10数年の

間に変化があった

と思うとの回答が

8割だったこと。

さらにこれからの

父親像についてはかなり意見が分かれたとのこと。

父親が家庭内の最終決定権者であるべきなのか、

それとも家庭内の様々な意見の調整役であるべき

なのかについては会社員と主婦で大きな差がある

こと等を説明された。

次に、アンケート結果に基づきディスカッショ

ンを実施。①現状をどう思うか？②その背景を考

えてみる。③そして、これからどうして行ったら

よいのか？の順番で議論を開始。

2時間を超える種々多彩な意見交換を経て、最後

に竹花理事長が総括、下記5つの項目に纏めた。

１．父親は自分が生き生きと生きている姿と自分

の人生を子供に見せよう。

２．父親はもっと子供とコミュニケーションを良

く取ろう。もっと努力して心がけて話をする

ようにしよう。

３．父親はもっとゆっくり、あくせくしないで生

きていこう。

４．問題を自分一人で抱えないで家族や地域の人

に相談しよう。

５．古い世代は決して子供や家庭を粗末に扱って

きたつもりはないが、やはり流されていたの

ではないか。会社や国のために生きる事が一

番の役割だと思っていた。家庭での父親の役

割を忘れていたのではないか。これからは自

分が置かれている立場でバランスを取った生

き方をする事をもう少し真剣に考えていく事

が大事である。 (今野 洋一)

竹花理事長の最後の纏めの5項目はどれも父親と

して大事な事だと思います。

私も昭和の時代に人生のほとんどを過ごした世

代の一人として｢子供とのコミュニケーションが足

らなかった事｣や｢仕事だけの生活で家庭を省みな

い生き方｣をしていました。その結果、家庭を母子

家庭にしていたのは事実です。子供たちにもっと

自分の生きざまを見せるべきだったとも反省して

います。今も当然ながら地域との結びつきは薄い

です。しかし反省まみれの今までの自分の人生に

おいて唯一の救いの光が今も感じられているのは

スコーレのお陰だと思っています。

生きていく上での重要な指針や方向性を日々教

えてくれるスコーレの学びがあるからこそ今も迷

わずに進めるのだと思っています。

良く言われるように年寄りの｢昔は良かった｣の

逆説として若い世代の｢昔は何でも古くて駄目｣は

極論です。真実は｢温故知新｣の通り、昔であって

も良い習慣や文化は正しく正確に評価すべきだと

思います。専業主婦だった母親が何時も居る温か

くて安心できる家庭、尊敬できる父親が語る仕事

の話を聞いた思い出等が母親と父親の役割とは何

かを物語っているのではないかと思います。

永池会長のご著書『かく生きてこそ』の中に｢優

れた英知・知恵を育むには、人間として如何にい

きるべきかの原理原則に常に立ち返り、そこに立

脚して直面する様々な問題に取り組む事である。

― 少数の体験でも深く体験する事。｣とあります。

今回の「おやじ日本全国大会」の会場を後にし

ながらスコーレの学びのありがたみを改めて感じ

た次第です。 （今野洋一）
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今回の大会は、タレントや知識人、おやじ日本

理事長の竹花豊氏らに加え、中高生や外国人、Ｐ

ＴＡに携わる母親、シニアなど、一般出演者28名

を交えたパネルディシュカッション形式で行われ

ました。

さかのぼること一ヵ月、このイベントを共催し

ているスコーレ協会に出演者の依頼があり、拙生

に声が掛かりました。出演といっても、設問に○

×や番号のプレートを掲げてひと言コメントする

程度をイメージしていたので、軽い気持ちで引き

受けたのです。

ところが大会当日、出演者控室での事前打ち合わ

せの場で、司会者の投げかけに挙手をして発言し

てくださいとの説明が。まさかの展開！ 自発的

に意見を述べる方式に戸惑いを禁じ得ませんでし

た。だが待てよ…、小・中学校のＰＴＡ活動など

に関わってきた観点から、父親像の一端を示すこ

とができれば、登壇する意味があるのではないか？

そう考え、頭を切りかえました。

結局、コメントする機会は一度きりでしたが、

発言の際にはスコーレ協会の代表としての立場も

踏まえなければいけないという難しさを実感しま

した。また、｢ハイ！｣と大きな声で勢いよく手を

挙げないと指名されにくいことも、身をもって体

験しました。

なにはさておき、なかなか経験できない貴重な

機会をいただいたことに感謝です。 （森 光正）

今年の大会は当協会から総勢130名(男性43名

女性87名）の参加がありました。女性会員が圧倒

的に多いスコーレ協会ですが、男性、取り分け、

父親として、おやじとして自分の役割がどうある

べきか、ということを考え直してみることに興味

を持たれた多くの男性が参加を頂けました。

毎年、パネルディ

スカッション形式

を取り入れる本大

会ですが、今回は

スコーレ協会から

も3名（マスターズ

会員1名とその配偶

者、同じくマスター

ズ会員及び本部職員1名）のパネラーが檀上にあが

り、日頃の自身の考え方、スコーレ学習を続ける

中での父親としての有り様、奥様から見たご主人

かつ父親の有り様を、意見として語られました。

他に登壇した若いお父さん、団塊世代のお父さ

ん、海外の方から様々な父親としての役割、立ち

位置などの意見が交わされる中、スコーレからの

パネラーとして参加した女性会員からは、｢男女は

平等であるが、その役割としては、家庭のリーダー

を父親が、サブリーダーを母親が受け持つことが

望ましい。重要なことの決定権は父親が下すこと、

そういった状況を母親が演出することも家庭の秩

序保つ上で大事です。｣と述べられました。

昨今の標榜される夫婦像では、なかなかそのよ

うな考え方が受け入れられない中、スコーレの学

習を通じて得られる、実践に基づく、真理だと私

は感じました。 （渡部 潔）

おやじ日本記念大会のパネラーとして登壇する

ことになり、これからの親父たちはどう生きてい
お や じ

くべきかを考える機会をいただきました。

私が幼少の頃、実直で懸命に働く両親の背中を

みて育ちました。生活に余裕のある家庭では決し

てなかったわけですが、両親の愛情に包まれて育

てられたと思います。子供心に親父やお袋の苦労

を感じながら、自分が大人になったら少しでも楽

にさせてあげたいと思ったものでした。今は、高

度成長期時代から時代は大きく変わり、便利なモ

ノに満たされ、手軽に美味しいものにもありつけ

る、全世界の情報が手元ですぐさま調べられる、

モノや情報に溢れた世界になりました。

そんな中、今の”親父たち”は子供たちにどん

な背中を見せるべきでしょうか。一つ思うには、

苦労している背中”だけ”では子どもたちには親

の想いは伝わらない時代になっているのは確かで

す。親自身が何かに“楽しく”取りんでいる姿、

ワクワクしている鼓動、活き活きとした生き方が

必要ではないかと感じるようになりました。私自

身、これからの自分の人生をどう生きるかを考え

るような年齢になったからこそそう感じるのかも

しれません。何か打ち込めるものが仕事そのもの

であれば理想でしょう。ただ、毎日が楽しく仕事

に行けるわけではない。一つの仕事をやり遂げた

時の達成感あふれる親父の姿、活き活きと人生を

送る親父の生き様、そういった背中から強くて美

しい親父の姿が作られるのではと。子育て現役時

代のお父さんにこそ、そんな背中を作ってもらい

たいと感じています。 （藤田和弘）
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令和元年7月14日(日)京都市山科区の「スコーレ

近畿会場」におきまして、第11回スコーレ・マスター

ズ近畿地区学習会を開催しました。

本部から、小川健次常務、今野洋一マスターズ代

表幹事をお迎えし、滋賀・京都・大阪からマスター

ズ会員、スコーレ女性会員の計13名が参加しました。

小川常務の指導によるリラクゼーション禅、初めて

警策を体験された会員さんもいました。

リラクゼーション禅の後は、空本留美子トレーナー

の指導により体操を、引き続き朝井早香トレーナー

の指導によりボイストレーニングを行いました。皆

さん大きな声で、長―くお腹の中の空気を出し切っ

ていました。腹筋へ刺激を与え、メタボ解消には効

果的なトレーニングと思いました。

その後、質疑応答があり、西田朋仔さんのご子息

の高校2年の西田篤史君が、まるで社会人のような

口調でしっかりと自身の意見を述べ、周りの大人は、

関心をしました。幼少の頃から、お母さんと早朝研

修に出席し、お母さん等の演壇を聞いて育ち、その

成果が、今現れていると感心いたしました。西田篤

史君、次回も参加してくださいネ。

次回は、10月27日(日)を予定しております。マス

ターズ会員に限らず、スコーレ会員の方の参加も大

歓迎です。是非ご参加下さい。 （平田 保則)

スコーレ・マスターズでは、各地で地区学習会を

開催しております。

東海地区にて、小俣常務をお招きして地区学習会

を開催致します。心身のリラックスや男性ならでは

の危機管理の体験学習に参加してみませんか？

日 時 令和元年 8月25日(日)10:00～12:00

会 場 市橋コミュニティセンター(和室)

岐阜市市橋6-13-25

研修費 無 料

内 容 ①10:00～11:30 プチ坐禅/ミニ発声練習

②11:30～12:00 学習会

③12:00～13:00頃 昼食懇親会(希望者)

※勉強後は懇親を兼ねて意見交換会を予定しており

ます。参加希望の方は申し込みの際、その旨連絡を

お願いします。坐禅と軽い体操ができる服装でお越

しください。筆記用具の持参をお願いします。

マスターズでは、来る9月8日(日)に｢ボイストレー

ニングの特別研修｣を開催いたします。

上期の締め括りとして、岡本理事、高岡トレーナー

を講師にお迎えし、トレーニングのブラッシュアッ

プを図ります。なお、特別メニューとなりますので、

受講対象は｢マスターズ会員｣かつ「ボイストレーニ

ング経験者｣とさせていただきます。

どうぞ、ふるってご参加下さい。

■ 8月 4日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■ 8月25日(日) 東海地区｢地区学習会｣

■ 9月 8日(日)｢ボイストレーニングの特別研修｣

■10月 6日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■10月27日(日) 近畿地区｢地区学習会｣

■11月 3日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■12月 8日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■ 1月12日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■ 2月 2日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

■ 3月 8日(日)｢スコーレ・マスターズ研修｣

スコーレ・マスターズ（マンスリー）通信 第88号（2019.7.31） ３

リラクゼーション禅

受講風景

ボイストレーニング

受講風景

スコーレ・マスターズ
近畿地区学習会（第11回）

発行 スコーレ･マスターズ

info@schole-masters.org

◇◆ マスターズ･ホームページ

http://schole-masters.org

東海地区 地区学習会のご案内

近畿地区 地区学習会の様子

上期最終日のマスターズ研修について

マスターズ 今後の予定


