
めっき教室から考える“夢’

めっき教室から考える〟夢〝

0はじめに

rキャリア教育」を特に意識して実施し始め

たわけではありませんが、地域の子ども達へrも

のづくりの面白さ」rめっきのすばらしさ」「仕

事の誇り」を伝え始めたのは、1997年から

です。そして、2006年までに10年間、清川

メッキは、r環境経営」の中でrキャリア教育」

に取り組んできました。

環境経営を一言でいうと、r企業価値の創造、

企業ブランドの構築」です。21世紀において

は、環境ビジネスは有望市場です。それどころ

か「環境経営」抜きでは生き残れない、生き抜

くことができない時代となります。環境経営な

くして、会社も社会も地球も持続可能な発展が

できない時代となります。企業は、自主管理で

循環型社会の一翼を担い、業界、住民、NPO、

自治体と協力し環境保全を実施することで、市

囁ニーズをつかみ、新市場の創造を実施するこ

とができます。その結果、企業価値を高めるこ

とができます。これが環境経営です。

更に、清川メッキでは、これからの10年（2

006年から）はMSR経営取り組んでいます。

MSR聞き慣れない言葉です。CSR

（CSR：CorporateSoGialR8＄POn＄ibi＝ty）を清

川メッキ流に解釈したものが、MSR経営です。

CSR経営とは、「ステークホルダーの理解と信

頼■期待を醸成し、競争力や企業価値向上につ

なげる戦略」となります。企業倫理により法律

の順守を徹底し、社会への還元が継続的にでき
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る企業であることが大切です。その為には、清

川メッキで働いている一人一人が、それぞれが

持つ仕事や社会との接点において会社の代表で

あることを認識して、高い次元で社会や相手と

共感できるよう行動し働く喜びを得ること。こ

れが、MSR（HSR：lkmber SoGial

Re印On＄ibHity）経営、つまり、社員の社会的

責任経営です。社員の英語は、雇う、雇われる

という意味を持つ伽ployeeではなく、仲間とい

う意味をもつ仙洲b即を使用したのもこだわり

です。

MSR経営の一環で、r誇りを持った仕事」

を子ども達や若者に態度で示すことで、問題に

なっている〝ニート・フリーターの未然防止〝

へと繋がり産業界と社会が一体となったrキャ

リア教育の実現」ができると考えています。そ

して、キャリア教育を14年実施してきて、そ

こには、さまざまな企業に取ってのメリットと

感動がありました。
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めっき教室から考える鑓夢”

0企業に取っての「キャリア教育」とは
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人材確保は、あくまで結果であって、目的器諷 
目的は、別にあるはず！

企業に取って、「キャリア教育」とは、なんで

しょうか？

①企業の社会貢献・ボランティア！

企業は、納税をして初めて社会章献ができます。

しかし、日本の7割の企業は、法人税を払ってい

ません。いや、払えません。そんな、経営状態で、

「キャリア教育Jを社会貢献だと育って、実施す

べきではないと思います。まして、ボランティア

として、実施すべきでもありません。企業は、納

税をして初めて社会に貢献するものであり、ボラ

ンティアがしたのであれば、個人としてすべき事

です。

②企業の社会的責任く岱R）

企業の社会的衰任（岱R）は、当然であるが、そん

な格好いいことを言っていられる中小零細企業は

多くないと患います。岱Rをうたえば、いかにも

良いことを実施しているように聞こえます。岱R

とは、企業として当然の事を当然に行うことであ

り、事立てて外に向かって言うことではないと患

います。「キャリア教育」を企薫として当然の事

として、CSRの一環として実施できる中小零細企

業は、多くありません。最近のトレンドとして、

浮かれている活動の一つのように患われあまり好

きではありません。

③企業の人材確保活動

rキャリア教育」により、良い人材を確保する。

また、人材育成のために、rキャリア教育」を実

施するとの考える企業もあります。

しかし、人材育成、人材確保は、あくまで結果で

あって、目的ではありません。目的は、別にある

はずです！

○キャリア教育とは、地域中小企業が、世界で生

き抜くための活動！

○生き残る意識では、弱すぎる！

○強い着だけが、残るわけではない

清川メッキは、特に意識して、このような活動を

実施してきたわけではありません。活動をやって

いくなかで、結果的に、「キャリア教育」と一致

していたと感じます。

1997年から14年実施してきた結論は、

結論その①

・地域中小企業が、地域で生き残るための活動！

しかし、否応無しでも、企業は、地域で商売をし

ていてもグローバルな競争の中にいます。海外部

材を使用し、インターネットで海外に売り、海外

の安い商品と競争しています。地域で生き残る意

織では、弱すぎます。そこで、

緒論その②

・地域中小企業が、世界で勝ち残るための活動！

勝ち残る？ダーウィンも育っています。強いモノ

だけが、生き残るのではなく、変化できるモノだ

けが生き残る。また、「キャリア教育」は、勝ち

負けを競うことを学ぶものではありません。生き

る力を学ぶものです。

結論その③

・地域中小企業が、世界で生き抜くための活動！
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めっき教室から考える“夢ガ

世界の変化に対応し、如何に生き抜くか！力だけ

では、生き抜くことはできません。変化を予測、

感知し、変化に対応する力を身に付ける。しかし、

足下まで来ている変化に気づかす、対応が遅れ、

消えていく企業が沢山あります。足下での変化と

は、地域の変化、人の変化、心の変化です。「キ

ヤリア教育」には、足下の変化を絶えず感知し、

対応するための知織と知恵を得ることができます。

中小企業に取ってrキャリア教育とは、地域中小

企業が、世界で生き抜くための活動日です。こ

れが私の緒論です。

O rキャリア教育」は、社会投資活動
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これは、清川メッキが「めっき教室」を実

施する意味と効果を示した園です。決してこ

の活動は、ボランティアではありません。人

材育成活動、組織酎ヒ活動、社会還元活動、

ブランド発信活動であり、一言でいうと「社

会投資活動」です。株や買収といったマネー

ゲームに投資して、お金としての利益を得る

のではなく、社員のみなさん、福井の子ども

達へ投資をして将来の「お金で買えない利益」

を得る活動です。お金で買えない利益とは？

それは、「借耗・安心・人材攣人脈」です。

これが得られれば、一歩踏み出すチャンス

（道）が見えてきます。　裏を返せば、お金

があっても信頼・安心・人材・人脈がなけれ

ば、進んでも、曲がっても、整備しても、ど

こにも行き着かなければ、道ができません。

これらの社会投資活動を強化するために、2

006年度は一つの試みに参加しました。

0仕事とは、尭しいものではない！

それは、中学3年生の「キャリア教育　仕

事について」の授業に何回か特別講師として

参加したことです。進路を考え、微妙な年頃

の子ども達です。そこで、必ず質問があるの

が「仕事

って楽しいですか？」です。この質問に対

「′私の答えは「仕事とは、楽しいものではな

い。楽しい思いをしたいのであれは、お金を

出して、趣味をすればよい。我々は、お客様

からお金を頂いて世事をさせて頂小ている。

お金を頂くまでには、苦しく、辛く、厳しい

日々が続く！しかし、目標を達成し、お客様

が喜んで頂いたときは、喜びと面白さがあ

る。＿＿⊥＿三のことを．纏地温

鼓i川しい　　　L麺軒
㌘讐㌢蒜蒜詣

＿　一・　－　一一

㌢’鵡芝㌔三言
㌧1HL■b川場

‾＼一、－＿　＿－1了－

じさせてあげることが、子ども達の未来への

大きな財産になると考えています。

仕事とは、

r楽しくないもの。しかし、面白いもの」

0「こんなはずじゃなかったJ人生にならないた

めに
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めっき教室から考える“夢”

人生において「こんなはずじゃなかった」

と思う人が沢山います。一般的に新入社員の

3年以内での離職率は「753つまり、中卒

7割、高卒5割、大卒3割」と言われていま

す。（※清川メッキは、かなり少ない。）そ

んな中、中学3年生には、こんな話をしてい

ます。

1．r自分のやりたいことをやりなさい」と

言われ実行している人は、得意な事、好き

な事ができ、棄しい時間が過ごせるでしょ

う。しかし、自分の世界での判断では、自

分で自分の事は分からないもの。→「こん

なはずじゃなかった」予備軍です。

2．「たかが000と思っていることをやり

なさい」と言われ実行している人は、思っ

ている程できないもの、たかが挨拶、たか

が掃除、たかが早起き、めんどくさい！い

つでもできる！と思うことが案外できない

ことを実感することで、自分の実力を知る

ことができる→rこんなはずじゃなかった」

監視員となり、

3．「人の嫌がる役目をやりなさい」と言わ

れ実行している人は、辛くて、苦しい時間

が続きます。便所掃除で臭い想いをし、風

紀委員で人に注意をし、うっとうしがられ

る！しかし、このことで、人ができない経

験ができ、rたかが000」と思うことを、

役目としてのプレッシャーで実施できるよ

うになります。その姿を周りの人が見るこ

とで「あいつは、○○に向いている。あの

子の00は、良い感じね」つまり、r自分

を人が見出してくる。自分を人が探し出し

てくれる」人から認められることが、仕事

では一番大切な事です。そうすれは、自分

に自信が持て、仕事に誇りが持てるように

なり、仕事が面白くなります。

rこんな縫ずじゃなかゥた』にならないために
I‾■‾■　‾‾■‾‾▲‾▼▼・．’‾‾1‾‾▼，’1‾■‾1’1■’‾「■‘′　‾■’r‾1．▼‾’‾1‾‾羊∴∴

自分のやりたいこと
露やりな寒い

姐と患っていも
こと等やりな軌l

人の難がる散骨篭
やりな感い
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0ものづくり日本を支える人材育成

学生は、敏感です。真剣で、鋭い視線に変

わります。これからの10年を考えた時、企

業人として社会の一員として何が必要かは、

地域活動やめっき教室での学生とのコミュニ

ケーションにも大きなヒントがあると患いま

す。キャリア教育をより積極的に、より分か

りやすく説明するために、r輝き戦隊　メッ

キレンジャー5」という地域ブランドを創り

ました。難しいめっきのイメージをより親し

みやすく身近なものに感じてもらい、地域や

取り分け子ども達にものづくりのすぼらしい

さ、めっきの面白さ、環境保全の大切さを伝

えて行きたいと考え生まれたキャラクターで

す。

マークコンセプトrものづくり日本を支える人材育成J
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めっき教室から考える“夢分

子ども達の科学への理解力が低下しています。

ものづくり日本においては、将来の産業を担

う人材が不足し、国際的な競争力がなくなる

ことを意味します。科学が持つ創造性の面白

さを子ども達に触れる機会をつくることで、

子ども達に〟夢〝　と〟感動〟を与え、ものづ

くり日本を支える人材を育てていきたいと考

えています。

そして、子ども達に将来の〟夢〝はと聞いた

とき
〟ぼくは、サッカー選手〝

〟わたしは、ケーキ屋さん〝

そして、〟ぼくは、めっき屋さん〝

と〟夢〝の一つに〟めっき〝が加わるように

したいと考えます。このマークは、2003

年の新入社員のみなさんが中心に創造してく

れました。「めっき教室」のポイントは、〝難

しい事は簡単に！簡単な事は深く！深い

事は面白く！〟です。そのシンボルが、とっ

てもべタなrメッキレンジャー5」です。

○郷土愛から始める真心〟忠〝

私たちの会社は、福井という地にこだわり

活動をしています。地球を愛する気持ちは、

故郷を愛する気持ちから始まり、子孫へと受

け継がれます。このマークには地球に対し、

郷土愛から始まる環境活動という真心〟忠〝

で支えたいという思いが込められています。

また、マークは創業者である会長の名前
〟忠〝、すなわち清川メッキ自身を表してお

ります。

福井から世界へ！地

球を支えるのは我々

の心〟忠〝です

マークコンセプト

郷土愛から

始める真心〟息〝

このマークは、品質保証部のみなさんがデザ

インを考えてくれました。環境活動のシンボ

ルマークとして活躍しています。

これらの活動を通して、清川メッキ＝愛され

るブランドとなり、10年後には、福井の子

ども達の将来なりたい職業は、3位以内に
〟めっき屋さん〝　をランクインさせることを

〟夢〝みて活動に取り組んでいます。

自由鶴亀撫竃¢濃纂静、彙いな毒素震域く

少シ凛払マーサ

0キャリア教育には、こんな魅力が隠されて

います。

2008年、福井YEGおしごと探検隊

〝アントレ・キッズ〝にて、めっき教室を実

施した後、このようなメールを頂きました。

アントレ・キッズを実施して3年、「一つの

夢が叶った瞬間」でした。アントレ■キッズ

とは、福井商工会議所青年部（福井YEG）

の仲間達と共に、自分達の身近なおしごとを

休験してもらい、子ども達自身が、将来の夢

の幅をひろげるきっかけを作る企画です。ア

ントレ・キッズでは、「お仕事とは、誰かに

喜んでもらうためにするものJ rものづくり

は、誰かが喜んでいる笑顔をイメージしてお
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めっき教室から考える山夢”

こなうもの」と子ども連に想いを伝え、清川

メッキの「めっき教室」では、オリジナル金

めっきアクセサリーをつくってもらいました。

まちの学校のコーディネーターからいただ

いたメールです。

くまちの学校コーディネーターコメント＞

日曜日の講座に参加した子どものおばあちゃ

んからのミクシーの私の日記（授業改革フェ

スの講座のことを書いた）への書き込み一部

を下に紹介します。

＜参加したお孫さんのおばあちゃんコメント

＞

（おばあちゃんが）帰宅したら（講座に参加し

た孫＝1年生男子）興奮してしゃべりまくっ

て最初、なに話してくれてるのか、わからな

い状態でした。キーホルダーを作ったこと、

絵を描いて、どうとかしたこと。とても楽し

かったそうです。大人の学校まで歩いていっ

たことも彼にとっては楽しかったようで最初

意味が分からなかったのですが母親の説明で

よく分かりました。

キーホルダーは、誰かにプレゼントして喜ん

でもらうものだからおばあちゃんにあげるね。

と、プレゼントしてくれました。大切に、大

切にバックにつけました。」あのキーホルダ

ー、あんまり素敵だから、子どもたちは自分

のものにしちゃうんじゃないかな、と思いま

したが、この子は、大好きなおばあちゃんに、

ちゃんとプレゼントしてました。

くまちの学校コーディネーターコメント＞

清川さんの「維かに渡して喜んでもらっては

じめて仕事」という言葉をとりあえず小学1

年生のM君は受け止められたようです。1年

生の子どもが、あんなに素敵なものを、惜し

げもなくプレゼントできたなんてすごい。小

さい子どもが、素敵なものを誰かにあげちゃ

うってホントに難しいことですよね。それが

できたのは、「人間的な成長」といっていい

のではないかと思います。清川さんの授業が、

確かに、それを引き出したのです。清川さん

の講座、とても、よかったです。内容もよく

練られていたし、何よりも「仕事とは何か」

ということを1年生にもよくわかるように伝

えられているとことがよかったです。清川さ

んの「仕事魂」の志の高さが、よく伝わり、

その情熱は、子どもの人間的成長まで引き出

すものでさえあった、ということです。次の

日、同じコーディネーターからこんなメール

が。

電話でも話したとおり、今朝、新しい書き

込みがありました。

以下、rM君、すごく成長しましたね日

という私の昨夜の書き込みに対して今朝の4

時頃のおばあちゃんの書き込み

＜参加したお孫さんのおばあちゃんコメント

＞

「そうです。おかげさまですごく成長したな

～と感じます。まちの学校大好きなM君は、

Sちゃん（彼の妹）も1年生になったら一緒

にいこうね。と声を掛けています。あと一年

待たなければ・・ですが。目を輝かせて、一

気にしゃべることがあるってすごいですよね。

こちらまでうれしくて、感激しました。キー

ホルダーは、おばあちゃんちゃんと持って

る？と、昨日から何度も‥　暮やはり、本人

も欲しかったのにおばあちゃんに・・と勢い

でくれたのだろうな～と感じて今日、やっぱ

りM君が大事にしまっておいたら？おばあち

ゃんは、一番につけさせてもらったからもう、

しっかり心の中にしまってあるからね。

と・・・。じゃあ　ぼくもらっとくわーt・

とうれしそうにしまいこみました。あーよか

った～。うれしい、うれしい心のこもったプ

レゼントでした。その薯社長さんの教えは彼

にしっかり伝わったと思います。素敵な出会
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めっき教室から考える“夢”

いがあって、しっかり心も成長できたM君は

しあわせです。

くまちの学校コーディネーターコメント＞

やっぱり1年生だから、こんなもんだ一一一。

でも、おばあちゃんがとても喜んでいるから、

よし、つてことで。この間は、まちの学校の

「地球大紀行」の本を放課後見ていて帰ると

きになって、「まちの学校に返して」とお母

さんが言ったら、r持って帰りたい」と泣い

ちやうような子だったんですよ。（しかたが

ないから、一週間だけね、と貸してあげた。）

そういう子だから、やっぱり、「大成長」だ

と、思います。

＜清川のコメント＞

このメールを私が受け取った時は、涙で目が

潤みました。子ども達に伝えたいことが伝わ

っただけでも感動です。更に、子ども達を通

して、大人にr想いが通じた」感動は、言い

表しがたいものでした。また、このめっき教

室には、子ども達の先輩として、若手社員を

2名連れて行きました。2人の若手社員に、

このメールを見せたときの喜びようは、仕事

への誇りと意欲を増幅させていると感じまし

た。自分達の教えた事で、喜んでくれている

人がいる。自分達の伝えたことで、成長した

子ども達がいる。若手社員は、大人としての

責任と自覚を再確認しながら、めっきという

仕事への愛情が増していました。そして、私

は、そんな社員の姿を見て、仕事のプロとし

ての成長を実感しました。

会社（経営者）→社員→子ども達→保護者→

会社経営者）→・・・

この想い連鎖が、成長する社員を育て、成長

する社会を支援し、結果として成長する企業

となる。キャリア教育には、こんな魅力が隠

されています。

0キャリア教育を通してこんな企業になりた

い

そもそも、キャリア教育が必要な駅とは、

何でしょう？昔は、無かったのに！いや、必

要なかったのに、なぜ、今必要なのでしょう

か？私が、子どもの頃は、近所の八百屋や駄

菓子屋で、お使いや、買い物をしていました。

rお！卓ちゃん、今日は、何のお使いや。学

校楽しいか！そのキズは、どうしたんや」と

声をかけられながらお使いをしていました。

また、駄菓子屋では、rこのくじ、当たりど

れ？一本まけて日　とおっちゃんに交渉しな

がら買い物をしていました。

しかし、今は、大手スーパー、ショッピング

モール、コンビニができ、地域の八百屋さん

や駄菓子屋さんが無くなり、品物を選んで、

レジに並んで、ただ葺うだけです。商売人の

おっちゃんと話すことも、交渉する機会もあ

りません。接するのは、アルバイトやフリー

ターばかりです。また、地域の中小零細企業

も安全面、機密面、危機管理面から、容易に

工場に入れる環境では無くなってしまいまし

た。

プロの仕事を子ども達が見て、感じる機会が

ほとんどありません。

今の子ども達は、「プロの働く姿」を間近で

見て、感じていた私たちとは違い、「働く事」

とは、アルバイト、フリーターの「動く姿」

をイメージしているのではないでしょうか？

子ども達が、「働く意義」が分からないと音
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うより、知らないと言った方が正解ではない

かと患います。そこで、知らないから教える

必要がある。教える仕組みを作るために平成

11年に「キャリア教育」と言う言葉が生ま

れたそうです。企業と学校が協力し「働く意

義」を教えるのが、キャリア教育です。

○職場体験で子ども連に体験企業を遭ばせる事に

横間！

大学、高校では、インターンシップがはじまり、

デュアルシステムへと進化し、最近は、中学校、小

学校でも職場体験が、多くの学校で行われるように

なりました。

清川メッキでも多くの児童、生徒、学生を受入、工

場見学、職場体験、インターンシップを実施してい

ます。そこで送り出す学校側に多くに疑問を感じま

す。それは、体験したい職種、企薫を生徒に「選ば

せて」送りだしていることです。

大学、高校は、ある程度就職の事をイメージし

て「職種を選ぶ」のは、理解できます。しかし、

中学校に至っては、まだまだ、職種を選べる段

階の子どもは少なく、逆に選択の幅を広げる機

会が必要な年頃です。

職場体験をする職種、企業を学校側が選ばせた

時点で、これはr働く意義」を教えることから

遠ざかっていると感じます。

企業に取って、仕事とは「仕事をする」ではな

く、「仕事をさせて頂く」ことです。お客様か

ら選択されて初めて、「仕事をさせて頂く」こ

とができます。つまり、仕事とは、r選ぶもの」

ではなく、「選んで頂くもの」です。めっき屋

の仕事をすると　r決めたJのは、自分自身です

が、めっき屋の仕事が出来るのは、お客様に選

んで頂いているからです。

しかし、ほとんどの中学校では、生徒に選択さ

せ、第三希望まで取り、職場体験やインターン

シップを実施させている場合が多いようです。

この時点で、生徒は、「働く人」ではなく、「お

客様」として、企業に行くことになり、rお客

様扱い」することを、知らないうちに学校、先

生、親が同意していることとなります。こうな

ると企業は、「働く意義」を教えるどころか、

「上辺だけの形」しか見せられなくなってしま

うと感じます。

」W▼竺竺…一」蜂申
鏑

鏑

単

車

率
0中小企業側の課題

うちの会社には、良い人材が来ない、優秀な

人材がいないと言っている企業ほど、

・社員を育てていない

・社員に仕事の誇りを持たせていない

・社員に危機感ではなく、不安を与えている

結果的に、すぐ社員がやめてしまう！

そして、また、即戦力の人材を欲しがるので

はないでしょうか？即戦力なんているのでしょ

うか？即戦力でできるような仕事では、今の世

の中、勝ち残ることも、生き残ることすらでき

ず、将来がない仕事だと感じます。

また、「インターンシップで対応しても教えた

学生が新入社員として入社する期待が持てな

い」と想う企業も多いようです。

インターンシップで受け入れた学生を入社さ

せることを目的としてしまうと、担当した社員

に対し大きなフレッシャーとなり、担当をさけ

る傾向となります。しかし、インターンシップ

は、担当社員へ「あなたの指導力強化のための

投資である」と期待をかけて任せれば、社員数
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めっき教室から考える“夢ガ

育となりモチベーションがアップします。

キャリア教育の実施→社員教育として実施→

社員モチベーションUP→指導力UP，コミュ

ニケーションカUP→企業体質強化→企業魅力

Up→新卒社員入社・人材確保→辞めない体質

に→技術力、企画力、スピードUP→即戦力に

頼らない独自性発揮→業績UP

キャリア教育には、この企業の課題を解決す

るヒントが隠されています。

企業側は、子ども連を借じて「一生懸命働く姿

を見せ、一生懸命できる作業を考えさせながら

させる」環境を与えてあげれば良いと思います。

棚からのrお慮いJとしてキャリア教育で
は、彙け入れられ敬企業は少ない。
ヰ企業側の課題を麟繋1／撼葦がある。

Wへ1．r∵TW仙一】肘へ

i琴型竺腔ナ

】＿二二一一▼　　　J L－　【　－1

㌢／恵訂惑、i

■▼算〇人椚
劇暮・畿繊
舶払てと捌

蜘勢†肇撃
密葬輔蒜禰疲≧かも軌ヽ℡　　　　∃

】＿　】　一一▼　　　　ノ　し＿⊥－＿一ノ、＼……爪一＿山um

些墜二二T、読認諾丁鑑抽檀、、●と払える

D r教える教育Jではなく、r教えさせる教育」

が最高の教育

「めっき教室」を実施してきた清川メッキに

とって「キャリア教育」とは、最高の私たち自

幽主よ表音の場です。私たちが、本気になって、

○企業がしてあげられる事

キャリア教育での職場体験、インターンシッ

プで、我々企業が、生徒に教えてあげなくては

いけない事は、

・働く意義を知るには、まず、自分を知ること

（専門性・プロ意識・向上心）

・社会に出会うことなしに自分には出会えない

こと　（コミュニケーション・共感）

・「やりたい仕事」は、「やるべき事」をしな

ければ見つからない事　（意欲・利他）

学校側は、子ども達を借じて「どこの企業、

どんな職種の職場体験でも、そこで言われたこ

とを一生懸命することと、どんなことでも興味

を持ち、いろんな事を質問し、見ること」を伝

え、考えさせ送りだしてくれるだけで良いと思

います。

児童、生徒、学生と接する事で、「自分を知る

こと」ができます。また、先生、子ども達や保

護者を通して社会で出会うことができます。世

の中で自分の仕事の意義と重要性を知ることが

でき、「やるべき事」を再認識でき、「やりた

い事」つまり〝夢〝に近づくチャンスが見えて

きます。
一人一人が、チャンスを活かし、成長していく

ことで、各人の仕事の質が向上し、ひいては、

企業として、お客様に更に喜んで頂ける、モノ

づくり、サービスができるようになります。ダ

ムは、わずかな亀裂から、水が漏れだし決壊し

ます。企業も社会も同じです。誰かが、亀裂を

起こせば、いずれ企業も、社会も崩壊します。
一人一人が、自分の仕事に責任と誇りを持ち、

チームワークで社会を救う気拝にて、目の前の

仕事を行っていけば、決して亀裂が入ることも、

亀裂が入っても、すぐ見つけ修理できる企業と
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めっき教室から考える“夢”

なります。キャリア教育を通して、清川メッキ

は、こんな企業になりたいと思います。

O rめっき教皇J講師若手社長の感想

「めっき教室」を通して社員は、多くの事に

気づき成長しています。その一例を紹介します。

【入社5年目　男性社員A】

子ども達は作業の中で、必ず感性で動いてい

ました。「何で絵書くの？」、「これ振ったらどう

なるやろ？」r色だんだんついているHJ「き

れい、おもしろい」実際にめっきを理論的に説

明しても、子ども連は各々の感性で理解してい

るように見えました。

はっ、と気付かされました。我々は普段この

ように感性で感じているのかと。企集として、

合理的・理論的に考えることも重要と患います

が、こういった「感性」や「好奇心」も、無く

てはならないんじゃないか。

【入社7年目　女性社員B】

今回のテーマである「仕事は大切な人に喜ん

でもらうためにするもの」という意味も伝わっ

たみたいで、大切な人のために一生懸命作って

いるみんなの様子を見てとても嬉しく思いまし

た。今回のめっき教室を通して、改めて人にも

のを伝える事の難しさを実感しました。どんな

人にも分かってもらえるように説明するには、

まず自分がよく理解し、それをわかりやすく伝

える表現力が必要になってきます。今後、お客

様への進捗報告や新入社員の教育において、今

回経験した事を活かし、自分の仕事に対してよ

り理解を深め、わかりやすく、伝えたい事を的

確に伝えられるよう心がけていきたいと思いま

す。

0働喜波紋理論

働くこととは、「生産活動により、自分を含

む周囲の生活を豊かにすることである」自分だ

けの幸せは、あり得ません。家族、周囲の幸せ

があり、自分の幸せがあります。幸せを感じる

時は、周りに喜びを感じてもらった時であり、

仕事とは、働く喜びを感じることです。働く喜

びは、些細な事から始まります。水面に一滴の

しずくを落とした時の波紋のように、静かに訪

れます。気づかないうちに訪れます。意識しな

いうちに訪れます。しかし、大きな波紋は、他

人を身構えさせ、波紋の外へ追い出していきま

す。

キャリア教育とは、波紋のようなものである

と患います。中心から、働く喜びを外側にいる

子ども達に伝えます。波紋は大きさではなく、

近さが重要であり、子ども達から遠いと、波紋

は伝わりません。

キャリア教育に必要なのは、子ども連が成り

たい仕事の体験でも、有名な企業での体験でも

ありません。そこで働く、親や地域といった身

近な大人の〟働く喜び〝です。一滴の波紋でも

近ければ近いほど、大きく感じられ、外側へ波

紋を伝えるようになります。そして、波紋を起

こす者だけが、喜びという跳ね返りを味わうこ

とができます。その喜びが、また、次の一滴を

落とす原動力となり、更に喜びの波紋を広げる

続けることができます。喜びが、活性化を生み、

至る所で、連鎖的に一滴を落とす仲間が増えま

す。そして、個人、家族、クラス、学校、企業、

地域、全国、世界へと活動が広がっていきます。

キャリア教育により、働く喜びの連鎖を起こす

ことがきます。キャリア教育により、入射が育

成されます。これが、働喜波紋理論です。そし

て、この理論の実施するため、福井YEGのア

ントレ・キッズは、進化してきました。福井Y

EG単独開催から、地域団体との連携、学校へ

の講師派遣様々な活動を毎年進化させながら夷

施してきました。

そして、2010年、新たな試みにより、働

喜波紋理論の確信を得ることができました。P

TA主催で、親自らが先生となり、アントレ・
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キッズを開催しました。福井YEGは、ノウハ

ウを指導しての開催でした。保護者の授業は、

参加していた保護者、先生、そして、オブザー

バーで参加した福井YEGメンバーもびっくり

のすぼらしさ！感動でした。そして子ども達は、

目を輝かせ、親しみと信頼の中から、身近な大

人のすごさを感じ取っていました。福井YEG

のメンバーが実施するアントレ・キッズでは得

られなかった感覚でした。

今後、福井YEGは、アントレ・キッズを遺

して子ども達に一番近い親に働書波紋の一滴を

落とし広げていく活動を実施して行きたいと思

います。
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0キャリア教育とは「世界で生き抜くための活

動J

最後に、清川メッキに取ってキャリア教育と

は！14年実施してきての緒論は、「世界で生き

抜くための活動」です。大げさに聞こえるかも

しれませんが、実感です。地域の中小企業とい

えども、海外の材料を使い、インターネットで

海外に売っている時代です。商売、仕事のグロ

ーバル化は、ますます進んでいきます。いやお

うなしでも、世界との競争に巻き込まれ、地域

にいても、世界を理解する必要があります。

その中で忘れてはいけないことは、企業の最

大の目的は、拡大することではなく、継続する

ことです。中小企業が継続していくことで、地

域文化多様性（蒙り、文化、技術、言葉、風習）

が、継承されていきます。

地域文化継承により、まず、地域や自分自身

を知る事ができます。そして、「キャリア教育」

を通して、自分のことを語り、自分の仕事を語

り、自分達の地域を語ることができます。その

ことで、語る大人が、聞く子ども連が、地域人、

日本人としてのアイデンティティを深めること

となり、海外の事もより良く理解できるように

なります。理解できれは、生き抜くことができ

る可能性が高まります。自分達のこともわから

なければ、当然海外の事も理解できません。理

解しなければ、生き残ることすらできません。

キャリア教育とは、「世界で生き抜くために活

動」つまり、現在日本を支える大人達から未来

の日本を支える子ども連、そして、子どもを育

てる保護者を同時に元気にさせる活動です。
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