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通いの場づくりプロジェクト Vol.01.No1 

[令和３年度 通いの場づくりプロジェクト] 

「いのちを生きる」 

講演会・プロジェクト報告会_報告書 

 

 
 

健康管理士カルナの会 代表幹事 黒田 尚  

この記事は，通いの場づくりプロジェクト・１００年ライフ今生きる講演会（2022年2月

20日）の口述内容をまとめたものです． 
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■挨拶 

総合司会 

白藤晴輝（健康管理士カルナの会） 

本日は通いの場づくりプロジェクトの報

告会並びに跡部さんの講演会にお集まりい

ただきありがとうございました． 

私たち健康管理士カルナの会が進めてい

る通いの場づくりプロジェクトは個人の健

康増進やフレイル予防の限界をグループで

進めやすい環境づくりの取り組みプロジェ

クトです．様々な形で４月からスタートし

本日最終回を迎えました． 

 

今回の報告会並びに講演会は令和３年度

府中市市民活動エールの助成金を頂き進め

てきた事業の一環として開催されたもので

す．主催者の健康管理士カルナの会は府中

市民活動センタープラッツに登録している

市民団体で健康啓発活動を目的に活動して

います． 

これからの２時間,よろしくお付き合い

ください．なお,本日はZoom会議システムで

同時配信しております．Zoom会議に参加さ

れている方々も遠慮なくコメント,質問を

いただきたく思います．何卒よろしくお願

いいたします． 

■はじめに 

2011年までの100年間で,英国の平均寿命

は10年ごとに3年近く延びたといわれてい

ます．ところが2011年以降,寿命の延びは

次第に小さくなっています．貧困,新型コ

ロナウイルスで平均寿命は縮まったことが

示唆されています. 

人間は自分の命の長さを変えられます．

禁煙,運動で余命は延びたという文献があ

ります（食事,アルコールの摂取では有意

な差がみられなかった）.私たちの命は偶

然に左右されることは多いと思いますが,

運を自分で切り開き,健康的なライフスタ

イルによって,そこに到達するまでの時間

を延ばすことは可能だということを多くの

研究者は論述しています.人生100年時代も

すぐそこまで来ています．私たちは通いの

場を通して個々人が進めるセルフケアの実

践の場として元気に,楽しく,わくわくした

時間を過ごせる場所を準備していきたいと

思います． 

 

 

第一部 「いのちを生きる  ～急性白血

病を乗り越え～」 

跡部浩一（NPO法人リブ･フォー･ラ
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イフ美奈子基金理事兼事務局長） 

 

■自己紹介 

１９４７年１月生まれの７５歳 

・第一の節目 誕生 

・第二の節目 大卒からサラリーマン人

生退職までの時間 

・第三の節目 急性白血病２００５年発

病からの現在に至るまで 

リブフォーライフ美奈子

基金（１６年間の活動） 

私の目標は１００歳まで生きることであ

りません． 

１７年前に急性骨髄性白血病を患い,７

か月間病棟隔離,その後命をつなぐことが

できました．ほとんど同じ時期を病棟で歌

手の本田美奈子さんとご一緒に過ごしまし

た．その病棟隔離期間が人生の大きな転換

期でした．本田さんは他界しましたが,彼

女の志を継ぎ,退院後活動しているのがリ

ブフォーライフ事業です． 

急性骨髄性白血病の診断から治療まで 

診断時何が起こったかわからない 

 ①白血球5,500から1,500まで減少 

 ②翌朝６００まで低下 

③大学病院で精密検査の確定診断を受

けた 

a) 頭の中が真っ白,午後3時34分 

b) ご臨終を宣告？ 

c) ５８歳で俺は死ぬんだな 

d) ５年生存率 

e) 緊急入院 

f) 周りの風景を見る余裕はない 

g) 白血球：外敵から守る最前線で

守る仕組みが壊れている 

h) コロナ禍,白血球が下がっている

と大変な問題になる 

 

■生きることも笑うことも忘れ,死ぬ

ことばかり 

①相続メモ 

②困惑,悲観 

③怒り,はけ口がない毎日,７か月を過ご

してきた 

④入院中の７か月間 

・抗がん剤の副作用の苦しさ  

・この病室では死にたくない 

a)外の空気を吸ってみたい 

b)桜を見て死にたい 

c))退院の喜びは励ましのメッセージ 

今でも第３の転機となっています 
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■白血病で学んだこと 

（１）７か月間皮膚呼吸は止まっていた

（汗をかけない） 

   ・薬で生きているんだな 

   ・風の心地良さはある 

（２）外気を吸うことの喜び 

（３）退院後２．５年での生存率４６％

の世界 

（４）日々に出会いに生かされているこ

とを痛感 

・新しい仲間に出会えた 

・医療従事者 

・患者の仲間（患者会） 

・今日の会合もある． 

■人,文化,場所,それぞれに新たな発

見がある 

一度は死んだ命,これからの人生は感謝

をもって生きる 

■本当に悲惨な事故が起きている（拡

大自殺） 

無関係な人まで巻き込む事件が横行す

る世の中,命が軽くなっている現代なの

か．どう生きたらよいのか,思い悩む時間

が増えた． 

■人生長い ６０歳で人生一巡り 

６０歳を還暦,人の寿命は１２０歳と言

われて久しい．人生は春夏秋冬であり、秋

が大切だと思う．すなわち65歳から90歳の

生き方が人生を決めるのではないしょう

か． 

 

大聖院で御朱印をもらった際,住職から

「われは我 他人は他人 ともかく自分の

道を生きる」という言葉をもらった．「他

人とは我にあらず」だなと,これですっき

りした． 

■これからの人生をどうしていく

か？ 

自分が白血病だったことを隠さず,堂々

と生きようと思い,各界で社会活動するこ

とを誓った．その一つとして患者さんを励

ます会に入会して,とりわけ若いがんの患

者さんへの励ましや音楽彩活動を進めた． 

 

■後期高齢者 

後期高齢者の仲間入りした今,私はどう

生きるかを考え,言い聞かせている日々が

続いています．白血病に罹患したことで

「真坂（まさか）」という坂があることに

気づかされた．転げ落ちたけれど,初めて

ぶつかったとき全く知らない世界に悦びを
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覚えた． 

・17年生かしてもらっている 

・考える機会をもらった 

・生きる時間をもらった（即死ではなか

った） 

・新しい世界を見ることができた 

宣告時の心の混乱から17年生きて笑えば

楽しい,笑えば楽しくなる（楽しいから笑

うのではなく）． 

世の中,100年を生きる人のことをセンテ

ナリアンというらしい．姉妹共に100歳を

過ぎても元気であったことからマスメディ

アに注目され,テレビ出演やCDデビューを

果たした金さん銀さが話題になった90年

代,100歳以上は1万人,この20年間で8万6千

人になった．人生100年を考えると,会社人

生より長い人生を過ごさなくてはならない

世の中を想像しています． 

 

ある調査で「100歳まで生きたいか」と

いう質問に対して6.8％は「生きたくな

い」「生きることができない」と回答した

そうです．高齢化と一言で言っても格差が

拡大しているということを実感していま

す．さらには,100歳まで生きるかどうか 

というより,何のために生きるのかを一人

ひとりが考える時代ではないでしょうか． 

人生は後戻りができない一方通行です．

私にとって,これからを「余った時代」で

はなく納得して「恥じなく生きたよ」とい

ったGood Chanceとしてとらえたいと思い

ます． 

■Old Men Ambitious 

これからの時間は,私たちにとって多く

の良いことが待っているということが, 

Old Men Ambitiousのメッセージには含

まれています, 

■私のフレイル予防 

何をやるにしても,長く続けることが大

切ですよね,そのような意味でもちょっと

したことを繰り返しやっています 

①国語辞典を読むようになった 

・知らなかった,忘れたことを思い越す 

・記憶力の回復試験 

① ＮＨＫラジオ体操 

② 昭和記念公園をサイクリング 

③ 古武道・体の使い方・ストレッチ 

④ 音読 

・会話量が激減,活舌がわるくなってい

る 

・声を出す,耳で聞く,言葉に出す 

・口を大きく開けて 

⑤ 一人カラオケ（声を出す） 

・週に1回はいっている 

⑥ 新聞を声を出して読む 

・社説だけ読み,スクラップ,年末には

捨てる 
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■ＱＡ 

Ｑ１：入院中の患者同士の会話について 

２か月間は個室で過ごしました．その

後４人部屋に移り,患者同士の交流が始ま

り,自己紹介を兼ねながら,症状,宣告,治療

法について話します．これが励ましになり

ました．さらに,友達ができて楽しくなり

ました． 

 

Q２：白血病を患い,その後前向きにさせた

力は何ですか？ 

看護師さんから受けた会話,さらに言え

ば聞いてくれることに助けられました．面

白くもない私の話を２時間聞いてくれたこ

ともありました．大きな励ましになりまし

た．化学療法はイライラし,時にはうつ状

態になります．患者にとって医師は１日に

１回,看護師は四六時中診にきてくれます,

自分の弱さを出せる対象となっていまし

た． 

 

 

 

■通いの場づくりプロジェクトにつ

いて 

黒田 尚（健康管理士カルナの会） 

１．通いの場とは？ 

 

通いの場づくりプロジェクトは令和３

年度府中市市民活動エールの助成金を頂

き,令和３年４月から令和４年２月まで進

めてきた事業です．主催者の健康管理士カ

ルナの会は府中市民活動センタープラッツ

に登録している市民団体で健康啓発活動を
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目的に活動しています．本日はこれまで進

めてきた事業について報告させていただき

ます． 

プロジェクトでは下表のとおり,講演会,

リーダー研修,プロトタイプの通いの場開

催と３つの企画を実施しました．そして講

師,Zoom参加者を含めて延べ150名の方々に

参加いただきました． 

 

さて,超高齢化社会に向かっている日本

において介護予防,健康維持は近々の課題

の一つです．具体的には,私たちは亡くな

る前の10間,介護生活あるいは認知症を迎

えるというリスクを負っているということ

です． 

 

２．プロジェクトの目標 

このプロジェクトの究極の目的は,その

リスクを回避するための活動です．即ち,

個人の取り組みをサポートできる環境づく

りです． 

環境づくりとは,介護予防（またはフレ

イル予防）に必要な個人の取り組みである

栄養摂取,運動,社会参加を行いやすいよう

に地域あるいはグループで醸成します． 

 

 私たちの通いの場のキーワードは,

「つなぐ」「資源づくり」です． 

３．プロジェクトの結果 

 ４月から実施して多くの気づきをもら

いながらその目標は達成しつつあります．

また,課題も見えてきました．当初は運営

方法や集客方法など初めてなことばかりで

したのでなれない点も多々ありました．し

かし,実践することで多くの方々に協力い

ただき結果が得られました．  

活動の結果の一部ですが①通いの場づく

りガイドブックの作成 ②リーダーの育成 

③通いの場の開催方法 など体系的にまと

めることができたのではないでしょうか． 

何よりも,目標達成するうえで大きな成

果は「学びの循環」(学んだことを社会に

還元する),多職種・専門家の人脈を豊富に

蓄積できたことです．さらに同じ目的を持

った他の団体と協力していける実感を得た

点です． 
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３．プロジェクトの課題 

 一方,１年間プロジェクトを進めた結果,

運営資金と場所の確保は課題として残りま

した． 

４．プロジェクトの今後の進め方 

 現在,健康管理士カルナの会では３年計

画の最終年のプロジェクトの進め方を検討

しています．自分たちが主催して通いの場

の環境づくりを新たに始めることだけが目

標ではないことに気づきました．下表のよ

うに,協働という形,すなわち①すでにある

拠点に人材を派遣 ②私たちが持つスキル

を出前 ③専門スキルで貢献 など考え,

実行していきたいと思います． 

 

■アンケート結果 

１．アンケートフォーム 

 

２．結果 

（１）参加者の背景 

 

（２）参加費（500円）の妥当性 

 

（３）報告会時間（2時間）の妥当性 

 

（４）参加の動機（複数回答可） 

 

 

 

 

　本日 講演会 ご参加  だき、あ がとうござ    。

　    開催 つ て 調査事項と今後     企画運営  用 せて  だき  、

　以下 アンケ ト ご協力をお願   す。

　質問事項 〇印でお答え  だき、お帰  際 スタッフ お渡  だ  

Q１．あな  性・ 齢 つ て教えて だ  

　　・性別　　　　　　男　　　　　　女

　　・年齢：　　　　30代　40代　50代　60代　70代　80代　90代

Q２．参加費500円 適当で  か？

　　・高かった　　・普通　　・安かった

Q３．2時間 講演会 時間  かがで  か？

　　・短く感じた　・普通でした　　・長く感じた

Q４．なぜ今回 講演会 参加 てみようと思    か？主な理由を教えて だ  。

　　・テーマに興味があったから

　　・ゲストスピーカーに興味があった

　　・参加者との交流に興味があった

　　・その他：具体的にお聞かせください。

　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q５．講演会 満足 を教えて だ  。

　　・とても満足　　・まあ満足　　・少し不満　　・とても不満

　　また、その理由について教えてください。

　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q６．今回 講演会 、ご自身 健康を考えて  うえで役 立ち   か？

　　・とても役に立った　　・まあ役に立った　　・あまり役に立たなかった　　・全く役に立たなかった

Q7．次回、ど ようなテ マやゲストスピ カ  お話があ ば参加   と思  すか。

　　　　ご希望があ ば教えて だ  。

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q8．あな が特 健康予防 つ て解決   と感じるも  何ですか？

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q9．今後、カ ナ 会よ      案内をお送     す。

　　　　よろ け ば、ご連絡先 メ  アドレスをご記入 だ  。

■E-メールアドレス＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご協力、あ がとうござ    。
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（５）満足度 

 

（６）効果 

 

■参加者からの意見・コメント 

下記の内容は,参加者からのコメントを

事務局で分類して一部加工したものを掲載

しています． 

（１）参加動機について 

① 夫に誘われた 

② カルナの会の活動内容 

③ コロナ禍を抜け出すヒントに

なれば 

④ 健康管理士定例会の一環 

⑤ 千葉県健康管理士会の定例会

の時間に視聴 

（２）満足した理由について 

① パワポもあってわかりやすか

った 

② 跡部氏のお話は体験談として

興味深かった 

③ 跡部さんのお話,通いの場の今

後について知ることができた 

④ じっくりお話が聞けた 

⑤ 実際経験されたことが聞けた 

⑥ Zoom参加しましたが,できれば

リアルで参加したい 

⑦ 一病息災,人生 100 年時代の

生き方及びそれに向けての健

康法などに関して得るところ

大 

（３）今後聞きたいテーマに

ついて 

① 医療現場の話を聞きたい．マ

スコミとの違いなど 

② 苦労経験について聞きたい 

③ 健康寿命 

④ 介護施設や福祉関係で働く人

の話を聞きたい 

⑤ あげて教えて頂ければ勉強に

なります） 

⑥ できる限り参加させて頂きそ

の時のテーマを聞いて見たい 

⑦ 日々の食事,簡単な運動 

⑧ 健康,フレイル予防,オーラル

フレイル関係など 

（４）興味ある健康法につい

て 

① トレーニングが苦手な方にも

可能なトレーニングの開発 

② 免疫力を上げる．電磁波から

身を守る 

③ まだそこまでの年齢を重ねて

いませんが数十年先の未来の

イメージが沸きました 

④ 老化の予防と引き延ばし 

⑤ やる気の維持 

⑥ 老化のスピードを遅らせるこ

と 

⑦ 老化を遅らせる方法 

⑧ 健康情報を正しく理解して一

人一人が見極める力 

■謝辞 

プロジェクト開始当初より熱心なご指導

ご支援を頂いた府中市民活動センタープラ

ッツの職員の皆様には，感謝の念にたえま

せん．本当にありがとうございました． 

（文章編集責任者：黒田 尚） 


