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暮らしに役立つ金融経済講演会 

介護のミ・カ・タ ～知っておきたい心づもりとお金の準備～ 
日時：平成２９年１０月２９日（日）１４：００～１５：４９ 

場所：サンポート高松５階 第２小ホール 

主催：香川県金融広報委員会 

後援：ＮＨＫ高松 

○司会：香川県金融広報 まつもと 

14:00～14:09 主催者挨拶 香川県金融広報委員会会長 日本銀行高松支店長 まさき      

○香川県金融広報委員会とは 

・委員会は、日本銀行高松支店に事務局、香川県庁、四

国財務局と連携し活動。 

・様々な機関と連携し、金融情報の提供、金融経済学習

の支援など。 

・たとえば、小学生を対象とした小遣い帳の書き方、ワ

ークブックによるお金の役割の学習会、夏休みには金

融機関の見学、体験会。高校生には進学、就職に備え、

一人暮らしに必要なお金、クレジットカードの使い方、

トラブルに巻き込まれたときの対応など、巣立ち教室。

住宅ローンや保険などマネープラン、遺言など。 

○今年のテーマは「介護」 

・今年は介護をテーマに選んだ。 

・平均寿命は世界一。元気な高齢者が増えることは喜ば

しいこと。一方で、将来認知症になったら、一人で老後を迎えることを心配。 

・人生の帰り道は急勾配 老後のことが心配になってくる。 

・介護は突然始まることで、介護をする側の人生の大きな岐路になる。精神的、経済的な負担も。 

・身近な家族に介護が必要な方がいないと、実態を知りにくい。なので、介護について知ってお

くことは重要。介護中の方には介護に向き合う機会に。 

○荒木さんに講演を 

・ご自身の介護の経験から、全国で講演会を通じ応援メッセージを送られている荒木さんに講演

をお願いした。朝の便で来る予定だったのだが、台風接近に備え、秋田から直接、昨夜、高松

に来ていただいた。 

・荒木さんは、第１回ホリプロキャラバンでデビューされ、結婚を機に引退。お母様の介護、子

育てを平行された２０年を経て、芸能界に復帰。 

○申込者からのメッセージ 

・申し込みに際し、ＦＡＸでメッセージをいただいた。８４歳となり、介護について勉強したい。

荒木さんの介護の経験はＴＶで見た。荒木さんの取組はすばらしい。元気なメッセージをいた

だきたい。 

・先行きにかけての、みなさまの心のよりどころになることを記念し挨拶とする。 

 

14:09～15:49 介護のミ・カ・タ ～知っておきたい心づもりとお金の準備～          

○タレント・女優 荒木由美子 

・昨日は秋田で講演、一度戻って、今朝の便でと思っていたのですが・・・ いずれの便も満席

で、「とりあえず飛び立ちますが天候が悪いと羽田に戻ります」との条件付き。 

・やっと高松に着き、ハロウィンで高松は台風なんて心配していない。 
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・ワインの一杯も飲み、ハロウィンを楽しもうよと。朝もゆったりとした時間尾を過ごせました。 

 

○介護している人たちが笑顔に 

・一人でも多くの方を、私の言葉で救ってあげたい。 

・毎日が笑顔でとは難しい、でも２０年がんばってきた。 

・介護の話は暗く眠くなるかも・・・ でも寝かせませんから！ 

・会場から帰ったらまた介護があるなぁと思ったときには、泣いてください。心を浄化して帰っ

てください。 

 

○プロフィール 

・佐賀生まれ。１６歳の時にホリプロダクション、和田アキ子、森昌子、山口百恵、・・・ 

・７年間、２３歳の時に引退。ピンクレディーや山口百恵さんも５～６年なんです。しかし、Ｔ

Ｖにたくさんでていたので、長く感じられ。 

・歌手になろうとオーディションを受けよう、そう思うときがあった。父が浪曲を歌っていた、

その父を見ていて歌って良いなぁと思った。 

・家族が集まると、いつも歌が始まるような家。小学生でのど自慢大会で優勝したり。野球で花

束を渡す役など、場慣れしていた。 

 

○ホリプロキャラバン 

・「君こそスターだ」 中３トリオ 中学生がスターになる時代 

・第１回は良いなぁと、「ホリプロキャラバン」に挑戦。誰にも言わずに始めた夏休みの出来事。 

・「だまされている」「やめとけ」と言われながらも、やっと東京に出してもらえた。 

 

○(夫の)湯原さんとの出会い 

・ビビっときたのか、グイグイ私を引っ張る。 

・もっと太い赤い糸、お姑さんとの因縁があったのでは。結婚は二人だけのものではない。 

・ご縁 大大先輩の湯原さん 誰にでも優しく「そんな後ろでは写らないから、前え、前え」と。 

・１３歳の違い 当時は一回りの年齢差はめずらしく、私は２３歳 湯原さん３６歳 お姑さん

６６歳 

・湯原さんが「全力でお守りします」と。皇太子さんよりも早かったんです。 

 

○おつきあいしてるんですよね 

・湯原さんは真面目 

・つき合っていても、銀座に行っても、二人っきりでも手もつながない人。 

 

○何が「普通」 

・３５年目 子供が一人、子育てをし、介護もし、二人の向き合い方も変わらず今を迎えられた。

結婚したことで、１６歳で歌手になり、お金もいただけ困ることなく生活でき、「何が普通」を

勉強させてもらった人生。 

・２０代から介護をやってみなさい、あなたどこまで出来るか。 

・１９年目に介護を離れていたら、誰も誉めてくれなかったと思う。 

・２０年間介護をやったことをお話しさせていただく。 

 

○ご飯を食べていない、お金がない 
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・「ご飯を食べていない」「さっき食べたよ」 「お金がない」「別のところにしまったのでは」 

・「ご飯を食べさせてもらっていない」、「お金を取られた」、イヤリングをしていると私がお金を

取ったのではとみる。 

・実の親子だったら喧嘩になる。私は嫁なので「これを言ったら終わりだ」と、言わない方が良

いと思う。 

・言わない方がいいことはイヤな言葉で言ってしまう。イヤな言葉で言うと、相手もイヤな言葉

で返すことになる。 

 

○２３歳の子がムリムリ 

・大先輩が、「２３歳の子がムリムリ」と言われ、なにくそと頑張った。 

・芸能界を引退したこと、湯原さんには私しかいない、「私には帰るところがない」と決意してい

たのが良かった。 

・「つらかったら、帰ってきなさい」と言ってはいけない。 

 

○一番幸せなとき 

・結婚した翌年には男の子を授かった。「湯原にそっくり」とみんな言う。私にそっくりと誰も言

ってくれない。 

・荒木家での初孫 首が据わって飛行機で佐賀に帰ると「由美子にそっくり」と。 

 

○介護のスタート 

・結婚して２週間後に入院。 

・足がしびれる。足の血栓で、足が蝋人形のよう。 

・リハビリも入れて２ヶ月。 

・ご飯を食べさせてもらっていない、お金を取られた 

  ↓ 

 料理をもう一度準備をすると「もう要らない」 

・湯原さんに「息子から見てお母さんは何かおかしいと思う」と聞くと、「ぜんぜんおかしくない、

俺からはおかしいと思わない」と。 

・先生に気づいてもらいたく、医師のところに湯原さんとお母さんと３人で病院に行くと、きれ

いな服を着て化粧をして、生年月日も言え、７人兄弟の長女、何一つ間違えない。最高の笑顔

でみなさんと接している。 

・「男がからださわっている」と、一言。 

 

○日記を書く 

・どんなことがあったか、記録することに。 

・夕方、陽が落ちる頃になると、家をぐるぐる、玄関や窓のガチャガチャ、・・・ 

・日記をつけると、朝、昼、夜、出てくる症状が違うことがわかった。 

・日記と手紙を持って先生のところに。一度検査をしましょう。 

・アルツハイマー型認知症との診断。病名が告げられて私はほっとした。 

・が、湯原さんは「そんなことはないよ、しゃきっと歩いているし、俺ともちゃんと話している」

と。母がおかしくなっていることを、受け入れられない。 

 

○受け入れてください 

・元気な人は病院なんて行ったことがない。 
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・アルツハイマー型認知症と言われても、どこに行けばいいのかわからない。 

・日頃行ける町医者と、総合病院の診察券を作っておいてください。 

・１月で５８歳になります。自分の責任として、主治医や健康診断など、健康に気をつけて。 

 

○次の症状 

・郵便局、宅配便が来て、印鑑を持って私が迎えていると、お姑は玄関の戸を「家政婦は見た」

状態でのぞいている。手伝ってくれるわけではない。 

・「こんな美味しいの、いただきましょう。お母さん食べましょう」 母は「要らない」 → 症

状がどんどんでている。湯原さんは「歳のせい」と言い張る。 

・「まさゆき！ 知らないのはおまえだけだよ。男がひっきりなしにゆみちゃんに会いに来ている

よ」 

・「気にするな、右から左だ」と、この言葉だけで心は救われる。私に寄り添って、私を信じてく

れている。 

・孫が孫とわからない。「お前は何でここにいるんだ」と言われる。孫でさえ、「若い男を住み込

ませている」と言われる。 

 

○７人兄弟の長女 

・７人兄弟の長女なので、誰かが毎月家に遊びに来てくれていた。 

・「ゆみちゃんに男が出来た」「若い男が二階に住み込んでいる」「美味しいものを男が持ってくる」

と、電話で知り合いに話していた。 → 舅がおかしいとは誰も思わなかった。 

 

○お墓参りでみんなも知ってくれた 

・年に３度ほど墓参り。 

・姑は、毛皮のロングコートを着て、バッグではなく風呂桶を持ち、貯金通帳と薬、大きなズロ

ースをたくさん入れて準備していた。 

・「お母さん、これじゃあ暑いと思うので、いいブラウスがあるので着替えましょうか」と言うと、

「これがいい」 → 「電車で行くわけではないので、これで行きましょう」と 

・茨城 ６軒、この姿でまわる。 → お姉さん、こんなにおかしくなっているんだとみんなも

思う 

・手洗いに行くときも、大事な毛皮のコートは離さない、風呂桶は私に預けてくれた。 

・「あの人がこんな風になるんだ」 ３６歳のまさゆきさんは、これから親孝行をしようと思って

いた矢先 

 

○夕暮れ症候群 

・陽が落ちると徘徊が始まる。 

・鍵がすべて壊れた。 おばあちゃんが手が届かないところに鍵を追加しいた。 

・４～５時頃にお風呂に入れよう。自分で出来ることは自分にしてもらい。 

・風呂上がりで、夕食を食べさせ。 → お昼寝をしているので寝ない 

・私は、家事や介護で、家じゅう走り回り、スリッパなんて履いてる間がない。 

 

○２４時間離れないおばあちゃん 

・「ゆみちゃん、ゆみちゃん」と。私がいないと探し回る。キャスターの着いたイスにおばあちゃ

んを座らせ、トイレも、お風呂も、おばあちゃんをイスごと引っ張っていき、戸を閉めずにお

ばあちゃんから見えるところで用を済ませる。 
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・４時間の睡眠中に「一緒に寝たい」と言われ。ソファーで、（徘徊しないように）手をつないで

寝る生活がスタート。 

・２８歳ぐらいで、このような生活。「私だけがこんな真っ暗な生活にいるのかな」。まさゆきさ

んに言いたいけれど、悪口になってはいけない、心配させてはいけないと、言えなかった。 

・泣いているとおばあちゃんが「ゆみちゃん、どうしたの」と母性の母の声。 

・シワシワの小さくなった手を見て、「今日一日の介護をやれば、そうだ、明日が来るんだ」と。 

・誰かがどこかで見てくれたり、助けてくれたり、届けてくれる、一人ではないので。 

・日本人は、恥をさらすようでと言う奥ゆかしさがある。でも、先生や誰かに話をする、息抜き

をさせてあげてください。 

・女性は家が散らかっていて気にするので、「頑張ってるね、今から行こうか、なにか買って一緒

に食べようか」 

・手を貸してくれるひと 

 

○私の心を救って 

・手を貸してとは言わない。私の心を助けて。 

・頑張る気持ちにつながる、うれしくなるご褒美を。 → 「由美子ありがとう」と形にしてく

れるとうれしい 

 

○待っていてはいけない 

・言ってくれるのを待っているから 髪を切っても何も言わない。 

・「髪切ったけど、似合うでしょ」と言えば、「似合うね」と言ってくれる。 

・機嫌の良いときに、タイミングを見計らって、演出力。 

・どういう風に家族の気持ちを向けていくか、「介護のミ・カ・タ」に書きました。 

 

○さらに 

・部屋に閉じこもり、みんなと食事もとらなくなり。 

・一緒に食事をとらせよう、部屋から出させよう、・・ 

・おばあちゃんがまさゆきさんに、鬼のような顔で体当たり。息子だと言うことがわからず、自

分が何かされると思って体当たりしたのでは。 

・まさゆきさんから「在宅で、家族で出来る介護は全部やっただろう。俺たちがバラバラになっ

たらだめだよ」と。 

・私：「やっぱり出来なかったのね。その一言ですまされる」。 

 夫：「なら、俺が一人一人に説明するよ」 

・「介護で家族がバラバラになったら、何も残らない」。そうならない為にと、施設巡りをした。

１年、２年待ち。 

 

○老健施設 

・老健施設 ３ヶ月経ったら家に帰ってください。リハビリの施設です。 

・家族会 どんなことが起きる、どんな施設がある、いろいろな情報が手にはいる。 → たく

さんの情報を知る貴重な場所 

・入所していない人の参加も許可しているところに。 

・クリスマス会など、いろいろな行事の時に、どうスタッフが関わっているのか、雰囲気を見て

ください。 

 



H29.10.29暮らしに役立つ金融経済講演会 

 - 6 - 

○精神的にも経済的にもダブルパンチ 

・老健施設 一番安い 契約金が要らない。当時９万弱。１０万以内ですむのは老健ぐらい。 

・老人ホーム 契約金が要る。３０万円は要る。 

・これほど入所待ちがあるのに、老人ホームがつぶれている。払った契約金が帰ってこないこと

が。 

・グループホーム １５～３０万円 

・ケアハウス １５～２０万円 

 

○在宅 

・子供も少なくなっている。そのときに在宅でどう介護するの。 

・老々介護が出来るの？ 

・月１０万円としても年間１２０万円。両方の親が・・・ 

・最低として１０万円としても、私も５８歳、貯金を始めなければいけない。 

 

○まずは自分たち 

・孫のことよりも、自分たちだよ。孫には親がいるから。 

・私の母は８６歳。お日様にあたるのが良いのでグランドゴルフ。新聞は声を上げて読む。役員

をやり、１時間早くいって落ち葉を拾う。 

・運転免許 認知症試験 ７つ言えたよ！ まだ運転してもよかね！ 

・同じことを何度聞いても、「そうね」と聞いてあげてください。 

 

○施設で７年 

・施設に行ったことで、自分だけではない、あの人も苦労していたんだ。 

・会いに行くと「私も連れて帰ってよ」。 

「食事を作ったら、また、すぐに帰ってくるから」と、笑顔で笑いながらはなせる。 

・親との向き合い方、介護している人が判断したことに間違いがない。 

・「やっぱり施設にあずけたのね」と言う人がいる。「介護している私たちが決断した」と自信を

持って良いってください。お声かけしてください。 

・１２月に「白血病です」と言われ。知らない病院に行くより、ここで最後までいさせてくださ

い 

・１月５日をすぎ、どんどんおばあちゃんがきれいになる。 

・１月８日 「何がしたい、何が言いたい」 

 「ながいこと、ありがとね。ゆみちゃんは何も悪いことないよ」と言ってくれた。 

・１月９日の朝亡くなった。 

・家族もいるのに、２０年、孤独でした。１０年、１９年頑張っても誉めてもらえないんだ。 

・「おばあちゃんが死にたい」と言うので、「死にたいというのはやめよう。生きたくても生きら

れない人がいるんだから」。 

 

○「普通のことですから」と断ってきたが 

・「これだけのことをしていいたのだから、自信を持って出なさい」と言われ、１３年、４５０回

以上講演会をやっています。 

・いつも仕事に行くときは、おばあちゃんのおかげなので、３回鐘を鳴らして「行ってくるから」

と手を合わせ。 

・こんな私でも、お役に立てることがある。 
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○ゆはらの歌 ２０１１年 東日本大震災の前に詩が出来「幸せの回数」 

・あと何度 君と食事が出来るだろう ありがとう 

 散歩 

 同じ朝目覚め 今日も晴れただろう 

 

・イヤなことの回数を数えている自分がいたことに気づかされ、幸せを数えていくことに気づい

ていただきたい。 

・幸せの回数 幸せのことを感じて、生活をする事を思い出して。 

 

・２０歳で歌をやめ みんなの歌 

 「私はブランコ」 

 「ありがとうはエンドレス」母と娘の歌 

 

－以上－ 


