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生涯学習とボランティア活動のあり方一考
〜 １本のあざなえる縄 の如し〜
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１．はじめに
本年は「国際高齢者年」（International Year of Older Persons,1999) です。1991
年、第 46 回国連総会において採択された「高齢者のための国際原則」（United Nations
Principles for Older Persons)を促進し、これを政策及び実際の計画・活動において具体
化することがその目的です。
この「国際原則」は、高齢者の「自立」(independence), 「参加」(participation),「ケ
ア」 (care),「自己実現」 (self-fulfillment ), 「尊厳」 (dignity)を実現することを目指
しています。さらに、国際高齢者年の「テーマ」は「すべての世代のための社会をめざし
て」(towards a society for all ages)です。その理由は、「高齢化問題は、高齢者が置か
れている状況、個人の生涯にわたる発達、世代間の関係、社会開発との関係等、多くの次
元、分野、世代に関わる問題であることに鑑み、このテーマが定められている」とありま
す。
奇しくも、この「すべての世代のための社会をめざして」に、かねてより私が持論とす
る本稿のテーマとの整合性を見出します。私の人生体験、特に生涯学習経験をもとにして
「すべての世の人たちのため」を考える「生涯学習とボランティア活動」を考えてみたい
と思います。

２ ．「 生 涯 学 習 と ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 を 巡 る 論 議
私は生後 10 ヵ月でポリオに罹り、若くして実父を失ったために少年時代から技術屋自
営業で働きながら夜学に学びました。15 年間に至るその第一人生でしたが、満 31 歳の
折、後継者不在の個人事業者遺族に請われてその事業を継承し、爾来 30 数年間にわたり
典型的な中小企業経営者人生を体験しました。中小企業経営者にしてはそこそこの実績や
成果を挙げたのですが、満 61 歳にして期するものを得、身一つで経営コンサルタントに
転身して今日に及びます。言わば人生三毛作を演じている人間です。
家庭の事情で大学進学を断念せざるを得なかった私が少年時代に心に画いたことは、
「英
語力把握」や「自助勉学努力」への願望と実践でした。さらに青・壮・中高年にかけて学
んできたことを仕事に活かし、その時々の業界に技術革新をもたらしました。近年に至っ
ては規制緩和のオピニオンリーダーを自負して活動しています。
その私が半世紀に及ぶ経営者人生を通して体験会得してきたものの中から、ごく自然に
到達した概念があります。高齢社会のキーワードとも言える「生涯学習＆ボランティア活
動」に対する考え方です。両者の関係を「１本のあざなえる縄の如し」
「表裏一体」という
独自の考え方を構築したのですが、この問題を論じる前に、本稿のテーマである「生涯学
習＆ボランティア活動」で最近特に感じることを私見として述べてみたいと思います。
僭越な表現かもしれませんが、
「生涯学習」と「ボランティア活動」がともすれば、それ
ぞれ「一人歩き」している傾向が否定できません。しかも、ごく一般の社会人はもとより、

その道の専門家と言われる人たちの間でさえ、それら両者のあり方を巡る自問自答の模索
論議がみられます。
まず前者「生涯学習」について言いますと、こんなことがありました。その一つは、新
聞の論壇で読んだ生涯学習に造詣の深い、ある学者先生の寄稿論文「転機に立つ生涯学習」
がそれでした。生涯学習の理念は本来不変である（べき）と思うのですが、「転機に立つ」
という表現は、時代や社会環境の変化とともに生涯学習のあり方が変わる（転機に立つ）
ことを意味していると取れ、そのように期待してイイものだろうか、と素朴な疑問を持ち
ました。私の思い過ごしかもしれませんが、生涯学習のあり方にある種の迷いに似たもの
をその一文に感じました。
生涯学習に関して感じたもう一つのことは、ある勉強会の場でのことです。
「生涯学習の
意義」を同じく専門家であるコーディネーターを交えて長々と論議したあげくのことでし
た。出席者の一人がこれまた極めて素朴な質問をされたのです。
「生涯学習、ショウガイガ
クシュウとよく言いますが、人間ってどうして死ぬまで勉強せねばならないのですか」と。
期せずして、
「そうなんですよ、私も同感デス」といった反応が多くの出席者にみられまし
た。行政側にみられるお仕着せ的な生涯学習啓蒙政策とか、地方自治体にみられる「生涯
学習の受け皿づくり」の実態に力点が置かれていたからかも知れませんが、くだんのコー
ディネーター氏は質問者に対して満足のいく回答を出し得ませんでした。
「ボランティア活動」に関して言いますと、最近テレビのインタービュー番組をたまた
ま観た時です。ボランティア活動に造詣の深い方の発言でしたが、
「あれ！？」と感じたこ
とがありました。
「ボランティア活動が壁に突き当たった感じで、そのために『ボランティ
ア学会』をつくって研究してみたい・・・」という趣旨の発言です。
「壁に突き当たる」は
ボランティア活動そのものの理念が見失われているかのような感じがしてなりません。前
述の「転機に立つ生涯学習」の背後に窺われるものと共通した当事者の「迷い」に似たも
のがある、と感じます。
かく言う私も、ここで告白しなくてはならないことがあります。私自身も「生涯学習」
と「ボランティア活動」を別々のものとして捉えていたのです。去る平成 10 年２月に私
が会長を務める「ひろしま健康・生きがいづくりアドバイザー協議会」が主催したシンポ
ジュウムの５つの分科会の内の２つがそれでした。
「生涯学習の意義と実践」と「ボランテ
ィアと地域活動」の分科会名称です。周到な準備と計画に基づいた５つの分科会設定では
ありましたが、この２つのテーマに関する限り、明らかに理念や概念を分離していたと反
省しています。今にして冷や汗が出る想いではありますが、正直な話、
「生涯学習」と「ボ
ランティア活動」を表裏一体とする私の考え方は、この１年間足らずで急速に培われ、明
確化されたというのが真実です。
それ以来、新聞雑誌などでこれら２つの「キーワード」に接するたびに真っ先に関心を
抱くことは、これら２つのテーマに相対する言葉が出てくるかどうかということです。す
なわち「生涯学習」に関する記事や論文に「ボランティア活動」という言葉が果たしてど
の程度、どんな形で出てくるだろうか、という好奇心です。その反対の場合においても同
様の関心を抱きます。
私の期待するものが間違っているかどうかは別として、殆どと言ってよいほど対するテ
ーマが出てこないのが実態です。数少ないケースとして出てくる場合の論理をこの際紹介
します。例えば生涯学習を「ボランティア活動の中に見出す」という思想です。逆に言え
ば「ボランティア活動の教育的役割」を「生涯学習」に結び付けることです。ボランティ
ア活動を「豊かな学びの世界」と位置づける発想です。しかし、これでは生涯学習が主役
でボランティア活動は脇役って感じがしないでもありません。もっとも、それを両者の双
方向性と考えれば冒頭に述べた「表裏一体」の関係になるのですが、それだけでは両者の
原点が今一つ明確でないことに何となく物足りなさを感じます。
ボランティア活動と言えば、米国では大学教育の教科として取り入れつつあり、日本の
大学でもそれを追う傾向が見られるといいます。日米の大学のボランティア活動に対する
取り組みには大きな差がある、と指摘されています。

学生側からの一方的な奉仕活動（ service ）だけではなく、奉仕を受ける側から学生が学ぶ（ learning)
という双方向的な活動ということです。つまり learning を見返りとする義務としての volunteerism と
言うべきものです。

さらに、
「日本の大学教育もアカデミズムにのみ専念するのでなく、大学を地域に開かれ
たものにするため、学生が社会のニーズと多様性を理解し、社会への関心や公共心を知識
として獲得するだけでなく、実践を通じて身に付けることにより、豊かな人間性をはぐく
むことが出来るようにすることが望まれる」とあります。
と、ここで痛切に感じることがあります。それはボランティア活動にしても生涯学習に
してもですが、その動機を、例えば定年になって閑があるから、あるいは別にすることが
ないからやってみよう、とした場合のことです。確たる動機や理念がなく、何となくする
ことがないから・・・といったことでは、前出の事例ではありませんが、
「岐路に立つ」と
か「壁に突き当たる」といった心境になることが避けられないと思います。
「何故、ボランティア活動が（自分自身にとって）必要なのか？」
「人間はどうして死ぬ
まで学ぶことが必要なのか？」という素朴な疑問に対するフィロソフィーが必要だと思い
ます。この点についての拙論は後述するとして、ここで強調したいことは、次項の「欧米
後追い」の現実です。

３ ．「 生 涯 学 習 」「 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 は 「 外 来 ・ 欧 米 後 追 い 思 想 」! ?
前述日米大学のボランティア教育の格差の実態例をみるにつけて感じることは、どうや
ら「生涯学習＆ボランティア活動」に関しても日本は後進国のように思えてなりません。
後述しますが、近代文明科学とその背後にある理念や哲学も併せて「欧米後追い論者」を
私は敢えて自認しています。ある種の反発を覚悟のうえの持論です。
生涯学習やボランティア活動はもとはと言えば明らかに外来語であり外来思想です。前
者の発祥は 1965 年のユネスコ会議におけるポール・ラングラン博士の提唱によるもので
す。その生涯学習概念が日本に上陸したのは、早かったとしても、それが定着するのは
1990 年あたりでしょうか。「生涯学習振興法」が制定されたその年の８月に設置された
「文部省生涯学習審議会」がことの発端だと理解します。
ボランティア活動に至っては、社会風土や国民性や宗教観など様々な差異があり、欧米
諸国のそれとは比較にならないギャップがあることは否定できません。皮肉なことですが、
阪神淡路大震災４周年は本年１月 17 日のジャパンタイムズ紙の見出し記事が日本におけ
るボランティア活動の歴史の浅さを物語ります。曰く、 Volunteerism traces its roots
to '95" （ボランティアリズムはそのルーツを 95 年にさかのぼる）がそれです。同記事
の冒頭の言葉は「 1995 年は日本におけるボランティアリズムの始まりの年と言われてき
た」とあるのです。
「本格的な」という意味だと解釈すべきでしょうが、それにしても日本
の代表的な英字新聞記事のこうした表現は、わが国ボランティア活動の歴史の浅さと国際
的認識度の低さを如実に示すと言えます。
ところで、生涯学習審議会が示す「ボランティア活動を生涯学習としてとらえ直す」が
意味深長だと思います。この「とらえ直す」を裏返せば、それ以前は両者を別々のものと
して考えていたフシが濃厚です。前述した両者は表裏一体の関係にあるという拙論の正し
さを感じさす一文です。
こんなことを考えてみると、どうやら我ら日本（人）はこれら両者をハードウエアとし
て後追いしながら受け入れてきた感じがしてなりません。また見落としてはいけないこと
は、それらの概念とか理念とか哲学とか論理等々、言わばソフトウエアの面が置き去りさ
れてきたということです。ここにきて、ソフトがハードを後追いしはじめたと喝破します。
行政が先行しているから生涯学習の啓蒙や受け皿（場所・施設・カリキュラム）づくりは
出来たが、何故、死ぬまで勉強をせねばならないのか、という生涯学習の「理念」が置き

去りにされてきたと思えてなりません。そのために「転機に立つ生涯学習」とか「ボラン
ティア活動が壁に突き当たった」とした疑問が生じてきたと思うのです。
夏目漱石の「空虚の念」での一節にこんな言葉があるそうです。漱石が英国から帰朝し
た時の講演会で語った言葉です。
「西洋で 100 年かけてようやく発展したものを、日本人
が 10 年間に縮めた結果、日本人の心に絶え間なく不安で揺れ動き、空虚の念に満ちたも
のがある」と。さらに、
「この空虚の念こそ、現在我々が痛感している日本人のどこか芯の
抜けた生き方、つまり信念の乏しさ、道徳心の弱さ、精神生活の貧しさを示している」と
いうのです。現代の日本人にこそ言い当てて妙なるものを感じます。
ところで、
「欧米後追い」と言えば物騒な表現ですが、生涯学習にしてもボランティア活
動にしてもそうですし、金融システムの大改革もしかり、現代企業の年功序列給や終身雇
用制の崩壊も、所詮、欧米の雇用システムの後追いだと私は喝破します。世の経営者はこ
れを日本的雇用システムの「崩壊」と表現しますが、あにはからんや、その実態は、資本
主義経済の大先輩格の欧米諸国に深く根ざした雇用システムを今にして真似（後追い）し
始めた、ということにほかありません。グローバル経済への移行が生んだ「グローバル雇
用システム」のやむなき導入です。金融ビッグバンに次ぐ流通ビッグバンから物流ビッグ
バン、さらに「労働ビッグバン」の到来も必至と心得ます。
人生一毛作から二毛作、三毛作と演じて現在に至る私は、実態としてわれら日本人が欧
米の科学技術や経済活動の仕組みとその背後にある思想やシステムを遅まきながら後追い
してきていることを体験してきました。この辺りでそれを実践的にレポートしてみましょ
う。

４ ．「 生 涯 学 習 ＆ ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 」 の 表 裏 一 体 論 を 裏 付 け る 私 の 人 生 体 験 記
若干重複することはお許し願いますが、赤ん坊の時にポリオに罹り、一生肢体不自由を
余儀なくされた私は、中学２年生の時に被爆して九死に一生を得ました。足の不自由な私
は逃げ遅れてとっくに死んでしまっただろうと思われたのですが、倒壊したビルから顔面
血まみれで這い出して生き延びました。生まれて一度、二度のハードルを余儀なくした私
でしたが、それも束の間、その翌年に実父を労災事故で失いました。長男の私は一家の生
計を立てるべく、夜学に学びながら技術屋人生を選択しました。成人に達するまでに自営
業化したものです。
家庭の事情で大学進学を断念せざるを得なかった私は、戦後間もない頃の「英語熱」華
やかりし時代もあって、
「英語だけは誰にも負けない実力を持とう」が少年時代のひそかな
願望でした。誰やらさんのギャグ「ボキャ貧」ではあるかもしれませんが、こと英語の発
音やイントネーションに関する限り、大学卒はもとより、ネイティヴ・スピーカー顔負け
の Real, living English（真に生きた英語）が話せるようになりたい、といった一念でし
た。当時のＮＨＫ英語会話教室「 Come, come, every body. By Tadaichi Hirakawa」
を夢中になって聴いて学び（真似）ました。まさに From ears to mouth" （耳から口
へ）でした。
高校時代の誇るべきエピソードの一つは広島県高校英語弁論大会で優勝体験したことで
す。演題は How I've fought my way out."（われ、かくわが道を闘ってきた）でした。
肉体的障害をかく克服してきた、という体験を述べました。米人教師による本場仕込みの
ミッション・スクール女生徒を向こうにまわしての優勝でした。爾来、英語が縁で価値あ
る私の青春時代物語りが始まりました。これだけでも恰好の生涯学習論とその成果が展開
できるドキュメントではあるのですが、誌面の都合で省略します。
その当時、ある米人著者の和英対訳の本に出くわしました。"The Ethics for Youth"
（若人のための倫理）がそれで、その一節が私の生涯の「座右の銘」になりました。曰く、
Try to study as if you were to live forever, and live as if you were to die
tomorrow."（永遠に生きると思って学び、明日死ぬると思って生きよ）です。生涯学習
の概念と人生観はこの一文が原点となりました。

当時の私は義兄が経営する製材所で高度の技術を必要とした「帯ノコ目立師（Bandsaw Filer)」として働きました。英語力が高まるに伴って強い関心を抱きはじめたことは、
米国の同業者たちはどんなにしているのだろうか、という好奇心でした。当時のＣＩＡ図
書館（後年のアメリカ文化センター）でめぼしい本を片っ端から拾い出した中に部厚い書
籍「Lumber」がありました。パラパラとめくったページのいたるところから目に飛び込
んできたのは憧れの米国の製材所や目立て工場の写真でした。
当時の日本のこの業界では不可能視されていた２つの技術が米国業界に存在しているこ
とを「発見」したのです！同書に出てくる関係者や企業に片っ端から手紙を出して交流を
始めました。最も頻繁かつ、効果的な交流をしたのはオレゴン州ポートランド市に今も現
存する Armstrong Manufacturing Co. の社長でした。同社長が送ってくれた膨大な資
料の中に見出した米国の同業（職）者たちの写真が目を惹きました。ひと昔前の彼らの通
勤姿が何とシルクハット＆タキシードです。高給取り、高級技術者のステイタスを誇示し
ていたのです。一昨年、同社の二代目社長が私を尋ねて来ました。話は前後して蛇足です
が、マヴァリック（一匹狼）の現在の私をみて、本気に彼が言った言葉は「あなたみたい
にコンサルタントになりたい」でした。事実、彼は満 60 歳になったら会社を他人に売却
して、自身は同社と経営顧問契約を結ぶ、と言ってました。オーナー経営者晩年人生の選
択肢のあり方を垣間見ました。
一旦は渡米してそれらの技術をマスターしたいものと願いながら叶わぬ夢として、とう
とう文通でその習得に成功したのです。称して Band-saw Oxyacetylene Welding
（帯のこの酸素アセチレンガス熔接技術）と Band-saw Heat-tensioning （帯のこの
熱処理腰入れ技術）なる２つの新技術です。これらの技術普及と独自に開発発明した３つ
の商品（実用新案）販売をセットにした講演・実演会で全国を飛び回わる青春時代を体験
しました。現代風に言えば「リエンジニアリング」（Business Process Reengineering)
を業界に導入さしたのです。特許料と講演料で結構稼いだのは事実ですが、当時の業界に
大きな貢献を果たしたという意味ではボランティア（的）業績であったと自負します。学
んで得た英語力を駆使して果たし得たボランティア活動と言えるでしょう。一国の近代科
学技術水準がその国際的文化評価の側面として重視されることを考えますと、結構文化貢
献も果たしたと現在に至ってもニンマリします。
一方、英語力をもとにした米人ポリオ女性との文通による国際的友情の実もあります。
地元新聞に報道された彼女の記事が取り持つ文通交流でしたが、米国の新聞にも紹介され
ました。ちなみに、くだんの新聞記事はロッキングベッドに仕掛けた電気タイプライター
のキーを口にくわえた棒で叩いている彼女の写真を添えていましたが、２つの意味を垣間
見たものです。不屈の精神の持ち主としての彼女と、電気タイプライターという名の（当
時の）最新機器が主役でした。学んだ英語力が取り持つ国際友情のエピソードでした。歳
月が過ぎ満 31 歳の時でした。後継者不在で身売り寸前のトラック運送店の経営を継承せ
ざるを得ない立場に至ります。すべての商権や技術を弟子に譲って転身しました。爾来、
30 数年間に及んだ本格的な経営者人生と応分の成果実績でしたが、生涯学習に限った恰
好の体験は、何と言っても労働組合という厄介な交渉相手を持ったことです。団体交渉に
おける説得力を持つために勉強をせざるを得なかった、というのがホンネでした。日本の
政治経済問題はもとより、世界の動向にも関心を持ってこそ労組を前に堂々と経営哲学を
語り得たし、労使コンセンサスを維持できたと思います。
折角の英語力をビジネスに直接活かすチャンスは２度だけありました。当時米国を本部
とする世界的な規模のフランチャイズ事業で、"Zeabart Rust-Proofing System"( ジー
バート車体防錆処理システム）というのがありました。広島県全域のライセンスを取得し
て活躍した時に、米国本部であるミシガン州のフランチャイザー会社へ見学かたがた渡米
したのが英語を活かすチャンスでした。もう一つは日本では認められていないトラック運
送事業のあるシステムを早くから知り得たことです。後年、その導入提言に至ることがエ
ポックメーキングなことになるのですが、後述します。

大学進学を断念せざるを得なかった私のもう１つの願望は、資格取得でした。公的か民
間資格かは別としてその数は 10 種余に至りました。自らへの教育投資金額はこれだけで
もかれこれ４、５百万円でした。すべては経営者にとって役立つものばかりですが、その
実力や実効力や社会的評価は別として、ある種の肩書としては、ないよりはマシと単純に
考えました。少なくとも自身の胸の内に秘めることのできる自負になってきたというのは
事実です。しかしそれらが、まさか第三人生の「総合物流・経営コンサルタント」として
の恰好の肩書になろうとは夢にも想像しませんでした。奇しくも生涯学習を心掛けた成果
がここでも活かされることになりました。このように、私の生涯学習体験は少・青・壮年
時代を通して演じたことになります。本業を全うすためのものや、それ以外の分野への飽
くなき好奇心と勉学心であったと想起します。
30 数年間に及んだトラック運送事業を主軸にしたグループ７社の総合物流商社体制を
構築した中で、英語が第三人生への転換にともなって現在に至り役立つことになった、も
う１つのことがあります。前述しましたが、トラック運送業界の規制緩和政策にみる日米
格 差 の 実 態 を 知 り 得 た こ と で す 。 具 体 的 には 、 欧 米 諸 国 で 主 流 に な っ て い る
Owner-Operator System(個人トラック制度）です。個人タクシーのトラック版と認識
して頂けば結構ですが、日本では認められない制度です。
「最低保有車両台数規制」という
名の厄介な足かせが日本の運送業界にあるのですが、その規制を撤廃せよ、と提言してい
ます。トラック運送事業の究極の規制緩和と言えるシロモノです。
期するものを得た私は、平成５年に 30 数年間で培ってきた総合物流商社グループ企業
の経営の全てを手放し、わが身一つでコンサルタント会社を設立したのですが、なんとそ
の処女作的事業がそのオーナー・オペレター･ システムの日本への導入提言活動となりま
した。その実態を見聞するために、１ヵ月以上の米国単身取材旅行を無事やってのけたの
ですが、それとて英語力のなせる業でした。その米国取材の貴重な体験をもとに爾来、業
界紙（誌）へ提言論文を発表したり、各地での講演活動をしてきました。それらは決して
少額でない米国取材投資に対するささやかな見返り成果ではあります。
出版された関連論文やレポートは 70 数万字に至り、なお継続中です。過去５年間にわ
たる提言活動の様はそれ自体が恰好のドキュメンタリー・ストーリーになると自負します
が新規制緩和推進３ヶ年計画が終了する頃には現実のものとして浮揚する問題です。もし
これが実現しましたら、グローバルな企業競争力が問われる日本のすべての企業に物流コ
スト削減という大きな経済効果と、片や職業ドライバーとして働く人たちに「起業家精神」
の発揮機会を与え、日本経済の活性化にも役立つ価値あるシロモノです。米国取材活動投
資を含め、ボランティア的活動と位置づける価値を見出します。
他方、私は本業の経営コンサルタントでもいかんなく実力を発揮しています。前述の壮
年時代に取得した多くの関連資格という肩書はともかくも、永年の経営者体験と応分の成
果実績を基にしたコンサルティング活動を得意とします。
「もし生まれかわったらこんな経
営者になりたい、こんな企業労使の人間集団を形成したい」といった心境で精進していま
す。インターネット時代にあって、英語力の有無がその効果や効力を左右するとされるこ
とを実感しています。毎月の１万字前後に及ぶ寄稿文もワンタッチの電子メール寄稿です。
時代の最先端を走っている高齢者を演じています。すべては知らず知らずに実践してきた
生涯学習のお陰であり、学んだことを実践して社会のお役に立つことのできる醍醐味を味
わっています。

５．わが人生の集大成は「米国講演行脚」
考えてみますと、大学進学を家庭の都合で断念したゆえにハングリー精神として芽生え
た少年時代からの「自助勉学心」が始りでした。前述した通り、英語の勉学に関してはネ
イティヴ・スピーカーに負けない正確な発音とイントネーションの習得を目指しました。
その人生の集大成に、
「わが人生のロマン」として抱いているものがあります。それは米国
を英語で講演行脚することです。その目的は少なくとも４つあります。その１つは、培っ

た英語力と米国の多くの友人達が私の人生に与えてくれた多くの成果に対する感謝の表明
です。その２つは、第二次大戦後の飢餓状態の日本人に米国が与えてくれた経済援助に対
するお礼。その３つは、原爆の恐ろしさの語り部として。その４つは、米国でベストセラ
ーになった「Age Wave」・が示唆する「サイクリック型人生」の「生き証人」として、
です。
ちなみに、同書 Age Wave が提唱するこれからの人生設計は、旧来型の「リニア（直
線）型人生」でなく、「サイクリック（循環）型人生」（一口に言えば多様型人生）の選択
肢です。私自身が歩みつつある人生に合致することに話題性があるのです。
「高齢社会における生き方」と言えば、最近与えられた大きな示唆があります。健康生
きがいづくりアドバイザーの第１期生でもある国松善次・滋賀県知事が講演で指摘された
ことです。世界一の長寿社会を達成した我ら日本人は、言わば長寿社会の仕組みの良きモ
ルモットだと言える。とすれば、そうした長寿社会の生き方を日本人の文化として世界へ
輸出することが大事だ、という趣旨です。急速に高齢社会へ移行したために定年後何をし
てよいやら、といった戸惑いはあるものの、世界一の長寿国民であることは事実です。そ
の生き方をより充実させて「日本文化」として世界に発信していくことに私は大きな意義
を感じます。そしてその役割りを果たしてみたいとひそかに願っています。原爆語り部役
に関しては、原爆投下当事国の米国（人）に対する恨み辛みでなく、その恐ろしさを被害
者の立場でなく、
「生き残り人間」の立場で語りたいと願っています。一人のリベラルな民
間人使節としてホンネの語り部を演じたいのです。

６．定年後人生の選択肢：第一人称から第二人称、さらに第三人称的人生を！
〜「余生」から「世生」と「与生」へのチャレンジ〜
生涯学習は国際高齢者年の「国際原則」にある「自立」「参加」「ケア」「自己実現」「尊
厳」に通じますが、とりわけ「自己実現＆尊厳」に格別の意義を私は感じます。超高齢社
会において、誰だって念願することは、
「さすが、あの人は年輪を刻んだ立派な人物だ、良
き影響を与えてこられたご仁だ！」と尊敬されるような晩年人生でありたい、ということ
です。とすれば、ここで強調したいことは、かの米沢藩主・上杉鷹山の格言「学びて思わ
ざれば、すなわち暗し。学問の本意は実践にあり」なる言葉です。学んだことを自分自身
の中に閉じ込めるのではなく、折角学んだことを実践する、すなわち他にその影響を与え
るということです。国際高齢者年のテーマである、
「すべての世代のための社会をめざして」
に通じることです。
冒頭に触れた「健康・生きがいづくりアドバイザー」の立場にある私ですが、それが目
指すものの１つに、定年後人生のあり方を巡る選択肢があります。
「第一人称」より「第二
人称」を、更に出来れば「第三人称的人生」を演出しよう、ということです。平たく言え
ば、定年後人生はオレのモノとした「自己中心型（ I, my, me)」の生き方が第一人称的。
「夫
婦で定年を！」の思いやりで「君も一緒に楽しく！」とか、周囲の人たちを対象にした「手
を取り合って型（you, your, you)」の生き方が第二人称的です。
今日まで人生を歩んで来れたのは皆さんのお陰。だとすれば、この際、
「世のため人のため」
と言えば大袈裟かもしれないが、ここは一番、謝恩と奉仕の心で「世のすべての人たち（we,
our, us ) を対象にした生き方をしたいもの」といったのが第三人称的な晩年人生の選択
肢です。
半世紀の経営者人生を生き抜いてきた私の胸に去来することがあります。それは、こん
にちの自分があるのは顧客はもとより、株主、従業員から仕入れ業者、はたまた周囲の方々
のご支援、ご協力、ご理解があってこそ出来得たことだということです。とすれば、残さ
れ、許される晩年人生であるならば、これからの人生を「余生（余った人生）」でなく、謝
恩の心で「世生（世のためになる人生）」を、そして「与生（他に与える・奉仕する人生）」
を送りたいもの、と念願するのです。それを可能ならしめるには、死ぬまで勉強しなくっ
ちゃあ、というのが偽らない素朴な心境です。

７．生涯学習＆ボランティア活動の原点と源泉は「感謝の心」
以上のようなことを考えてきますと、高齢社会のキーワードである懸案の「生涯学習＆
ボランティア活動」の去就はどうやら、それらを志す者の「感謝の心」の有無に大きく影
響されるのではないかと思います。自己中心的な人にとって「生涯学習」は単なる自己満
足の具にでしかなり得ないかも知れません。他人を蔑む鼻持ちならない傲慢な人間性が垣
間見られるかも知れません。会社人間ＯＢで現役時代は家庭も犠牲にしたと考え、企業社
会の被害者意識を持つ人がありますが、そんな人にとっては「ボランティア活動」はその
実践はおろか、その発想すら持ち得ないかも知れません。取り逃がした自己の幸せを定年
後は取り戻したい、といった第一人称的生き方の選択肢に陥りかねないでしょう。
それに反して、
「感謝の心」を持つ人にとっては、生涯学習は「謝恩のためのボランティ
ア活動」につなげる手段になります。学んできたことを「実践する」ことが生涯学習の本
意であり、かつその実践の場がボランティア活動であるからです。更に、ボランティア活
動をすればするほど、未知の分野に直面し、それが一層の次なる生涯学習へと駆り立てる
と思います。「感謝の心」の有無がその分岐点です。
私は以上のようなことを、与えられた講演機会で話しました。インテリマンでレッキと
した企業のＯＢで生涯学習に励んでおられる尊敬すべきある方が講師のこの私に言って下
さいました。
「ヨシダさん、目からウロコが落ちた感じデス！」と。ある別のお年寄りの大
学講座で、平凡な家庭の主婦の方も同じ言葉を口にされました。
「生涯学習って必ずしも私
みたいに講演してカッコよく喋るばかりではありませんよ。ご家庭でさり気なく口にした
り、仕草に現れるあなたの教養がお孫さんたちに少しでも良い影響を与えればそれでＯＫ
だと思いますよ・・・・」といった平易な私の表現に対する彼女の反応でした。
「目からウロコが落ちた」と言えば、私自身も体験しました。何時でしたか、ＮＨＫテ
レビが放映したひとコマでした。米国人で手足の不自由な車椅子の身障者の方が「音声パ
ソコン」を習いながら言った言葉です。
「私はこの技術をマスターしたら、同じ境遇の人た
ちにこの技術を教えてあげます」がそれでした。学んだことを実践する、それをボランテ
ィア活動につなげる、という確たる証拠をあの実に素朴な一言に見出しました。これこそ
が生涯学習とボランティア活動の「一体的理念」だ！と。

８．自称「万年青年」の 6 8 歳男が演じる「青春物語」の一端
前述したように、人生第三毛作を演出中の私が画く人生四毛作の１つは、米国における
「英語による講演行脚」です。その日の到来を期待して励んでいることがあります。
その１つは、毎朝寝床でＣＮＮの英語なまテレビを観（聴き）ながら行う正味１時間の
自己流ストレッチ体操です。健康管理と英語のヒヤリング能力向上のダブル効果を実践し
ています。
その２つは、永年継続していることですが、朝風呂の心地よいバスタブの中で朗誦する
５つの英語文章です。 Lord's Prayer(主の祈り) に始まり、"The Lions Code of
Ethics( ライオンズクラブ道徳綱領) ， Lincoln's Gettysburg's Address( リンカーン
のゲティスバーグ演説) , Youth(青春の詩)", My Way( マイ ウエイ) がそれです。
正味 10 分足らずの、これらの英語の祈りや詩や演説ですが、完全に暗誦して、朗々と口
ずさむのが朝の日課の一つです。こんな調子で、英語で講演をしたいものと、ロマンを抱
いています。
こうして文章を書くことは、本業のほうでも活発です。トラック運送業界の最たる規制
緩和の提言論文を業界誌に書き続けています。高齢者にしてはカッコイイ「電子メール寄
稿」でワンタッチの醍醐味を味わっている等々は前述しました。
一方、クライアンツ会社での社員研修で熱っぽく語り掛けることはもとより、高齢者や
障害者やボランティア養成講座受講者対象などの講演に臨むなど広いジャンルの活動をし

ています。こうした現在の自身の立場が心身両面の健康維持意欲を高めています。有言実
行こそが説得力を持つと心得るからです。
書いたり喋ったりのネタは人生体験から会得したものが主流ではありますが、新聞や書
物などをそのつもりで読む、弛まない関心や好奇心のお陰でもあります。かのイギリス中
世の哲学者ベーコンの言葉「書を読むことは充実した人間をつくり、議論を交わすことは
覚悟のできた人間をつくり、書くことは正確な人間をつくる」が私の目標です。

９．おわりに
想えば、幼年時代から技術屋として物事を論理的に思考し、そのために達成し得た新技
術の習得や発明の実績でした。さらに壮・中年に至っては、労働組合という厄介な交渉相
手に対する「説得力」を身につけるための自己研鑚や努力が、いやがうえにも私をして勉
強に駆り立てたことは事実です。さらに高齢者に仲間入りした現在の私でありながら、経
営コンサルタントであるがゆえの情報収集の「必要性」が生み出す、休むことのない生涯
学習への歩みです。ハングリー精神をベースに、絶えず社会のニーズやウォンツに目を向
けてきた結果です。
「生涯学習とボランティア活動」が往々にして定年後人生の過ごし方を巡る選択肢の１
つとして取り上げられる傾向が否定できません。それ自体を云々するつもりは毛頭ありま
せんが、
「生涯学習」については出来れば物心ついたころから心掛けるべきものであるとい
うことを体感してきました。そして学んだことを自身の中に閉じ込めることなく、何らか
の形で実践（ボランティア活動）に移し、世のため人のために少しでも役立つことが無上
の「生きがい」に通じることを学びました。
「生涯学習」は目的でなく、手段であることを再認識します。生涯学習の実践とその応
分の成果を体得してきた者であるがゆえに、このことは次世代を担う若人諸君に対する価
値ある提言になり得ると確信します。若い時分から生涯学習を心掛けて生きる人にとって
は、前出の Age Wave が示唆する「サイクリック（循環）型人生設計」への備えは万
全です。一方、
「職業多段階時代がきた」と題するある作家の主張にも通じる生き方として、
若人諸君の高齢社会を踏まえた人生設計にも役立つと心得ます。生かされていることへの
感謝の心を持ち続け、学んだことを実践することに学んだ価値を見出し、その実践の場を
ボランティア活動に求めて「謝恩の行為」に結び付け、さらに未知の分野から生じること
への新たな学びの動機とした双方向的生き方こそが大事であるということを本稿の「結論」
にします。生涯学習とボランティア活動は「１本のあざなえる縄の如し」
「表裏一体」の関
係にあることを有言実行の証として感謝の念で綴った次第です。
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