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   福井大学医学部泌尿器科 横山修教授 

 

皆様、こんにちは。 

このような寒い時期になると１番問題になるのはおしっこの

問題ではありませんか？おしっこが近い、尿の切れが悪いとい

う症状は前立腺肥大症が深く係わっています。 

私の専門は泌尿器科学でありまして、特に前立腺肥大による

排尿障害や癌を専門としております。そのような立場で今日は

詳しくご説明致します。 

基本的におしっこの悩みは２つに大別されます。おしっこが

出にくいといった排出障害と、夜中に何度もトイレのために起

きる、トイレに間に合わないといった蓄尿障害です。我が国で

は実に4500万人の方々が夜間頻尿の症状があると言われていま

す。夜間頻尿の定義として夜中に 1 回以上トイレに行く人でありますが、70 代の方になると 90％以上の方

が当てはまります。この病気が様々な障害を起こすということが解って参りました。まずこの障害は死亡率

が高くなるという結果です。夜中に転倒したり、昼間に寝不足により不注意になったりということが考えら

れます。では、夜間頻尿の背景を探ってみると肥満と相関関係が顕著です。肥満の方は生活習慣病が多いの

と

齢して肥満が解消されても高血圧は増えるという事が挙げられま

す

効果をもたらし充分な睡眠が得られま

、この病気の発生数が見事に一致します。 

我が国の肥満者は 2100 万人を越えている現状からすると、ますます増える病気である考えられます。特

に肥満者が抱える高血圧、高血糖等が大きく係わっている事が私達の調査で明らかになって参りました。し

かし、痩せ型の方にもこの症状が観られるようになり、 近の結果として呼吸器障害や睡眠障害が関係して

いると思われます。我が国の特徴として加

。塩分の摂取量が多いのが原因です。 

次に前立腺肥大についてですが、この 11 年で 2,3 倍に増えている病気です。食の欧米化等の原因が挙げ

られますが、ここでも肥満が大きな要因となっております。特に糖尿病の方は肥大傾向が顕著でインシュリ

ンがおおきく係わっていることが解ってきました。ではどの様な処置があるかということですが、アルファ

ー遮断薬等の副作用の少ない薬があります。比較的経度の方であれば効果がありますが根本解決とはなりま

せん。基本的には毎日の生活に適度な運動をすることが大切であると思います。軽いジョギングは下半身に

溜まった水分を排泄してくれます。これによって夜中の尿量を減らす
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す

お話をしましたが、この病気が様々な

病気の前兆ですので早めに泌尿器科で検査するようにして下さい。 

』

福井農林高等学校教諭 中山恵理子様 

彙の英語で実

際

。赤道直下に位置しますが標高 1200ｍでそれ

で３番目の大きさの湖でナイル川の 上流に位置していて流れは３か月でエジプト

手に入りにくい貴重品だそうです。街の市場でバナナが山積みになっていっぱい

売

ますが実態が追い付いていないと思いました。教

室

であるというのは私には意外で、国が独立した高揚感が子供たちにも伝わっ

て

幣経済が十分に浸透していない中で授業料を調

を

態で獲れる作物があるだけで何の工夫もないよ

うに見えた。 

。このような下半身中心の運動を夕方に行う事をお奨めします。 

しかしこのような薬や日常の生活改善でも排尿障害の効果が出ない方には手術を施しますが、現在はレザ

ー手術で根こそぎ前立腺を取り除くことが可能となりました。これによって再発の可能性がかなり低くなっ

てきました。ここで注意する事に前立腺癌を併せ持っている方がいます。検診で簡単に診断できますので異

常が見られたら早期に検診を受けて下さい。本日は夜間頻尿を中心に

 

 

 

 

『 なんだかんだウガンダの旅  

      

 

 わたしは２年前にＪＩＣＡの研修でウガンダに行って参りました。た

った２週間の旅でしたが向うの小学校と高校で乏しい語

の授業もしてそれなりに楽しい経験をしてきました。 

ウガンダは日本ではあまり知られていない国ですがアフリカの真珠

といわれるそうで、行ってみて快適な国であることを知りました。日本

からはドバイ経由で１４時間程で到着します。ビクトリア湖のそばにあ

る中央アフリカの国であす

ほど暑くはありません。 

 北の方はまだ紛争をしており不安定な場所もありますが、首都カンパ

ラあたりは安定しています。しかも首都カンパラ付近は自然の緑が豊か

であり、沈まぬ太陽の映画と同じように太陽が沈む様子は非常に雄大な

光景でした。1980 年のころアミン大統領の時代は難しい国だったそうですが、独立後安定した国になりまし

た。ビクトリア湖は世界

２月８日（水）１６４８回 例 会  

に到達するそうです。 

 首都のカンパラは市場に豊富な物資があふれているし、日本製の中古車が走り回り、欧米の価値観が通用

する賑やかな大都会です。しかし、街中を離れると道路は舗装のしてないでこぼこ道であるし、交通手段は

歩くか自転車で人々の生活も遅れています。主食はバナナであり、バナナを使った様々な調理法が沢山あり

ました。米もあるがとても

り出されていました。 

自分たちはいくつかの学校を廻りましたが教育はかなり問題があるようでした。ウガンダは出生率が高く、

人口の 50％は未成年の子ども達です。教育に力を入れてい

はすし詰めで電気も来ていないし、教材も貧弱です。 

小学校の授業で子供たちに一番大切なものを絵に描いてもらった。子供たちは牛、バナナ、水、キャッサ

バなどと国旗を大事なものとして描いてくれました。生活に直結するものが大切であり、子供たちの生活が

見えるようでした。国旗が大切

いるようで感心しました。 

高校でも授業をしました。生徒たちは純真で真面目でしたが、教育が今一つ中途半端で、内容が充実して

いるとはお世辞にも言えません。彼らも高校で学んでも先が見えるわけでなく、将来の展望も開けていない

様子でした。高校の授業でほしいものは何かというアンケートを取りましたが授業料と答えたのは半数以上

でした。やはり貨 達するのは大変なことなのだなということ

感じました。 

人々の生活は、近くで獲れるバナナが豊富にあるので、今すぐ

餓死するというほどではないが、収入を得るための職業は十分に

なく、また、商品を作って売るほどのものもまだ開発されていな

いようです。ただアンケートで誇りにしたいことは何かの質問に

「agriculture」と答えた人がいましたが、農業がまだ重要な産

業であることをうれしく思った。農業といってもバナナやキャッ

サバなど自然状
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ネリカ米という陸稲の栽培を奨励しているシニアの坪井さんの取り組みに注目した。１００人ほど青年が

指導を受けているそうだが、なかなか技術が根づいていかない実態があるようだ。 

思った。日本からの協力隊員がこれまで１００人程来

ぶ

彼らの当り前の仕事でかわいそうであるという見

方

高く、男たちは 後まで面倒見るわけ

。これはウガンダの女性たちが作ったネックレスです。農林高校の生徒た

ち

然が豊かで、鉱物も豊かにあり、信心深い人たちの国で我々が思っている以上に潜在能力が高い国です

から、取り組み次第では良い関係が続けられるのではないか。是非交流を始めてください。 

『 環 と戦略～ 

      日興証券㈱  

緩和を決めた。

これは当社のハウスオピニ

オンでもあります。

 

外からお金を引っ張ってこなければいけない。２月３日に日銀の副総裁が日本の国債の暴落を懸念していた。

 

井戸や給水施設、トイレなど先進国の援助を受けた施設をいくつか見た

が継続したメンテナンスができていないようだ。専門のノウハウがないと

維持管理は難しいと

ているが、若い年代では知識・技術が不十分でそれほど成功しているとは

のは子供たちの日常的な仕

事で１ｋｍほどの距離をポ

リタンクに入れて運びます。

大変な仕事だと思うがここ

ではそれが

思われなかった。 

 この写真は水を運ぶ子供たちです。水を運

はできないと思った。それ以上に生活の改善が課題であると

思った。 

教育のこと、安定した職業のこと、衛生の普及のこと、ＨＩ

Ｖ感染などこの国の課題はいっぱいあるようです。人々の生活

も工夫がなく旧態依然した生活から脱しきれない。女性の生涯

出産数は７人で出生率は

でなく、あくせくしながら野菜を売ったりして不安定な生活を

余儀なくされている。 

帰国してから自分の学校で国際教育を行っているがその中で生徒たちは国際協力について 初はしてあ

げるという発想だが、授業が深まるにつれて協力事業の資金を使って何ができるかを一緒に考えてあげる視

点がいくらか出てきたように思う

にも作ってもらい、文化祭で販売して売り上げ金を震災の相馬高校へ送った。福井大学医学部に留学生が

いるので授業を見てもらった。 

自

 

 

 

 
２月１５日（水）１６４９回

今後の日本経済の見通し』～投資 境

福井支店 

支店長 澤井利和様 
 

昨日の午後、皆様ご存知のように日銀が１０兆円の追加金融

このニュースを聞いて本日のお話を修正しなく

てはならなくなった。 

あまり暗い話は出来ない。明るい未来を信じてお伝えしたい。

結論は生々しい話で恐縮ですが、日本株の中でどのようなもの

が良いかと言いますと、解散価値を割り込んでいる株や３月末

の決算の配当取りに行くのが良い。それからもう一つの結論は

是非外貨をお持ち頂きたい。米ドルあるいは豪ドルがポピュラーではないかと思う。新興国はファンドで投

資するしかない。注目して頂きたいのは一にも二にも、私は為替だと思います。

例 会  

今日の午前中、日本の株式市況は９，２１６円と前日比１６４円高です。為替は米ドル・

円が節目と言われた７８円を抜いてきた。ユーロも１０３円台に入ってきた。豪ドルも８３円に入ってきた。

日銀は何も出来ないと思われていた。嵩を括っていた。日銀が半歩前進したことは評価したい。日本の貿

易収支が３１年ぶりに赤字なった。このまま続くと経常収支も赤字になり、国内でお金が回らなくなる。海
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のではないかと予測していた。ユーロ安のお陰でドイツは儲ってい

る

クの本家本元だが、リーマンショックの下がる前の値段に回復してきた。回復してい

な

軸足を移してきた。その背景にあるのは消費者物価指数が

ベ

え緩和すればお金の使い道は幾らでもある。お金のコストが下がればそれだけビジネスが生まれて

く

。二十兆円弱の真水のお金が撒かれる。供給過多２５兆円。ビジネス

ち

る。企業の設備投資もそうだ。日本の株式も見捨て

た

ので払いすぎた分戻ってくる。単純に言えばそのような話です。全体

的

本日はありがとうございました。 

 

国債の発行額がどんどん膨らんでいる。所得の格差が広まっている。日本の企業に対して、日本国内に留ま

り過ぎではないかと日経が書いていた。海外ではサムソンのテレビが置いてあって、日本のテレビが通用し

なくなったのではないか。自分の殻に閉じこもってしまっている。教育の質の低下。政治の貧困等を改善す

る必要がある。世界の経済は減速傾向にある。加速度的に減速している訳ではない。足元では下げ止まるよ

うな動きもある。後半から世界経済は底打ちして回復傾向にある。欧州市場の危機モードも 初は財政問題

だったが、今は金融の問題となった。決済が出来るかどうかになってきた。国債の償還はギリシャもあるし、

３月から４月にかけてイタリアの大量の償還があるが、ＥＵが結束してお金を出しあう枠組みがきまってい

るので、後は金融機関が決済できるかどうかにかかっている。世界各国特に新興国で金融機関に政策を移し

てきたので インフレということでどちらかというと引き締めていた、そろそろ緩和の方向に軸足を変えて

きた。ドル円相場もそろそろと反転する

。ＢＭＷやアウディの業績が良い。 

欧州の問題も峠を超えた。新興国のインフレ圧力もピークアウトしたので、金融緩和の方向に軸足を移し

てきた。中国も預金準備率を緩和に動かし始めたし、インドもブラジルも昨年の夏以降引き下げに転じてき

たので、その効果からお金が回り始めると有価証券のマーケットあるいは商品のところに流れてくる。アメ

リカもリーマンショッ

いのは日本だけ。 

日銀の追加金融緩和が必要だと言うつもりだった。そうするとデフレ脱却のためアメリカが QE3 に踏み切

ることがリスクになる。ドルの供給過多過剰流動性で資産が値上がりした。そのことがベースにあって下が

る前の値段は回復してきた。QE3 があるとドルの供給過多となりドル安、アメリカの国債が売られる可能性

がある。そのような要素がある。QE２をやった、あの時は良くて今回は何故駄目なのか。あの時はリーマン

ショックという問題があった。現在は全ての指数が上向いてきたで下げ止まったと感じている。アメリカも

１月の失業率が改善されてきた。景況観指数をみるとここからよくなると考えている人がアメリカでは増え

ている。中国のバブルはマンションだけではないか。昨年それが過熱したと言うので引き締めた。預金準備

率を引き下げて、緩和の方向に動き始めた。２０１５年までは人口が増える。その先は少子化傾向になる。

もう一度成長軌道に向いかわせるために金融緩和し始める。財政出動が可能だ。GDB 比中国政府の持ってい

る債務は６５％に日本の場合は２４１％でギリシャより高いので財政出動出来ないと言っていたが今回の

出動になった。中国はまだまだ余力がある。どうやら成長は軌道に戻してくる。ヨーロッパの方はドイツや

フランスが良い国と悪い国はギリシャとかイタリアとなっているがＥＵという経済ユニットが出来ている

ので底入れしてくる。ドイツはリーマンショック以降急激にＶ字回復している。完全に戻っている。新興国

のアセアンは日本を除くアジア地域が金融緩和に

トナムでもインドネシアでも下がってきた。 

金融さ

る。 

日本が置いてけぼりかといえば、さにあらずで第４次補正予算まで決まった 

東日本の震災復興何にもないところに道路をつくる、橋桁をつくる。戦後の銀座を見ているような感じだ。

日本で一番元気なのが仙台の飲み屋街

ゃんを取りに行かない手はない。 

 いままで我慢していたが耐久消費財は後追いしてい

ものではない。為替も円安に向かうのではないか。 

アメリカの QT２円の供給が多くなる

に明るい状況が出てきたと思う。 
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の方々、素晴らしい素晴らしいと思ってこの席に今立

ら

い

よろ

しくお願い致します。 

物

ま

っと思いながら大きくなり

いのなら着物の方を簡

単

』というキャッチコピーを発

う企画で、その中のプ

着物は綺

麗

その後のア

ケート調査では、かなりの高い評価をいただいております。 

 
２月２２ （水）１６５０回 例 会  日

 
『 伝統の技を現代に生かして 』

      和あらいや 荒井生美様 

荒井生美と申します。今、林田様からあのようなご紹介を受け

て、ちょっと身の縮む思いでございますが、せっかくここまで来

たのですから、ちょっと頑張って自分のお話をさせていただきた

いと思います。本日は、水崎先生のお声掛けをいただきまして、

この丸岡ロータリークラブの例会にお邪魔させていただきまし

た。皆様の横でお話を聞きまして、奉仕活動とか今現在なさって

いる事、留学生の支援をしている事色々聞きまして、素晴らしい

活動、また地域に密着して皆様でなさっているのだなあと、ジェ

ントルマン

っております。 

てきた事、そしてこれか

術で作り上げた商品につ

しばらくのお時間お耳を貸して下さい。

した。両親ともいつも着

んな伝統の物が沢山あり

この題にもございますが私が今までやっ またやってい

きたい事を私の今までの培ってきた技 て少しお話さ

せていただきたいと思いますので、

 

私は、丸岡の小さな呉服屋に産まれま を着ていまし

た。私のまわりには綺麗な反物、帯、色 して、小さい

時からこの日本の和装をいいなぁとず ました。また、

学校のグランドからは、いつも丸岡城が眺められ、こういう雰囲気の城下町に育

った事を誇りに思っておりました。そして大人になり、家業を継いだのでございますが、なかなか呉服とい

う物はご縁が薄くなり、パッと見て着物を着て歩いている方、本当に少なくなりました。このままではいか

ん、どうしたらいいのだろうと考えました。そこでお客様の皆様に「何で着物を着ないのか」と１番の理由

を聞いたところ、やっぱり「着れないから」「着るのに時間がかかるから」というのが圧倒的でした。だっ

たらどうしたらいいか。私は、『とっとと着物を着る会』という着付け教室を公民館講座で開催しています。

それは、お免状をとって着付けの技術を作るというよりも、自分で楽しんで簡単に着て出掛けられたらいい

なぁという教室です。皆さん、「こんなに簡単に着れるのね」と喜んではくれるのですが、いざ勝負着物と

なるとなかなか全部自分一人でクリアー出来る方は残念ながら少ないんですね。私の教える技術の拙さ、私

の教え方が悪いのじゃないかと考えました。そして、だったら技術を覚えるのが難し

に着れるように直せばいいんじゃないかと考えるようになりました。 

そこで作ったのがセパレートの着物とワンタッチの帯です。着物は上下分かれていて、上はジャケット下

はスカート、帯はマジックテープです。３分で着れます。『３分で着れる着物

信したのは私が全国初です。３分で簡単に着れる着物を着てもらおうと発信

したところ、JTB のサンライズツアーからオファーがありました。サンライ

ズツアーとは、外国人を日本へ観光に呼びこもうとい

ログラムの中の一つに『着物体験』が入りました。 

写真は、アメリカのご夫婦が着物体験をされた時の写真です。ホテルからサ

ンライズツアーの方が同行して着付けをするのですが、この３分で着れる着

物は簡単なので、特別な技術を持っている方でなくても着せられ、着ていて

も楽というのが外国の方にもうけて、そのままお茶の体験をし、その後、原

宿を散歩しとても喜ばれました。また、アラブの方はとても日本が好きな方

で、この着物はとても着ていても楽でずっと着ていられるとツアーの間中脱

ごうとなさいませんでした。こんな風に色んな国の方々から、この

に簡単に着れて着ていても楽だという評価をいただきました。 

次の写真は、ガルーダというインドネシア航空会社のモニターツアーのも

のです。これは福井県として手をあげまして、あわら温泉に来られた方々に

簡単な着物をきていただき宴会で大変盛り上がって頂きました。

ン
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た。開催された事務局の方からこの場を作れた事を良かったと評価していただきました。 

ンタルで出しました。その衣装で北の庄辺りまでパ

で簡単に変身でき

チベーションも上がる物を作らせていただきました。 

こうと考えました。また、こんな風に考えた技術を観

産業にももっと生かせればいいなあと思います。 

ております。どうぞ皆々様、店主の方がお揃いの丸岡ロー

ご協力下

ますので、どうぞよろしくお願い

本日は、ありがとうございました。 

こんな風に簡単に着物を着れるようにと作った着物が、観光

産業にも間に合うんだという事がわかりました。それで今は、

朝倉氏遺跡さんにも利用出来ないかとお話させていただき、現

在、おもてなし隊員の衣装として使っていただいております。 

次の写真は、昨年開催された免疫学会の時の普段とても難しい

顔をしたお医者さん達の写真です。学会後の懇親会の時に皆様

に簡単に着れる着物を男女ともに着て頂けるように衣装を用

意させていただきました。とても難しい顔をしていらした先生

方が喜んで順番に並んで着て頂きとても和やかな場になりま

し

 

昨年の秋ですが、福井駅前で『戦国の武将と姫のなりきりコンテスト』が開催されまして、我が丸岡町の高

校生の将隊が立ち回りや演舞を披露し拍手喝采をあび優勝しました。その時の衣装も提供いたしました。そ

の時、その会場の中周りのギャラリーの方にも衣装をレ

レードし大変テンションも上がり喜んで頂きました。 

この丸岡高校生の武将隊がこんな良い賞をいただいたのだから、盛り上げる

事が出来ないかと模索しております。やはり、私の大好きな丸岡町、日本一

古いお城がある丸岡町、せっかくこんないい物を持っているにも関わらず認

知度が低い。なかなか魅力をいかされていない現状。もっとこれらを全国に

発信し観光客が来て賑わいをもたらして地域が活性化しないかなと考えてい

ます。そこで 4/7～8 日の桜まつりでは、天守閣の下で、高校武将隊のパフォ

ーマンスや城の歴史を語りながらの演舞をやってもらいたいなあと思います。

もちろんその時の衣装も貸出させていただきます。短時間

モ

 

私は呉服屋に産まれて自分が伝統的な技とか技術をある程度学んできましたけど、それをそのままの形で残

していこうというのは、なかなか難しいと思っています。その技術をいかにして時の流れに合わせ、変化さ

せながらでも残していければいいなあと思います。昔は十年一昔と言いましたけれど、今はもう５年もたて

ば浦島太郎ではありませんか。本当に世の中のニーズは目まぐるしく変わり、お客様の要望も多種多様でサ

イクル的にも短く、生き残りの難しい時代です。生き残りの難しい中、私達は自分の技術をなんとか時代の

流れに合わせるように変化させて生き残りを図ってい

光

 

私はこの丸岡町に産まれて、沢山の方々から恩恵を受けてきました。自分がこうやって仕事をさせていただ

いたり、活かしていただいているのも皆様のお陰だと感謝いたしております。なかなかその事に対して、ど

うやって恩返しをしたらいいのだろうと思っても簡単に出来る物ではありません。しかし、今、一生懸命考

えた商品を通じて、社会参加ができ、社会参加をする事で地域が賑わって活性化に活かせたら、こんな楽し

い事はないし、こんな嬉しい事はありません。今、きっかけは今度の桜まつりと思っております、その桜ま

つりのイベントを成功させて町づくりに活かして、もっとこの丸岡町や日本一古い城である素晴らしい威厳

のあるお城をアピール出来たらいいと心から思っ

タリークラブだと思いますので、ご賛同いただ

けるようでしたら、そういう活動にも

さいます事をお願いする次第です。 

本日は、拙い話をご静聴いただきましてありが

とうございます。また、質問や企業のどなたか

が私どもとコラボ出来るよという事がございま

したら、お声掛けいただけたら一緒に考えてい

きたいと思い

致します。 
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   金融広報アドバオザー 青木克博様 

ます。そして行政書

士

その３つ

が

対する意識とか、自分に対する備えという

も

、何らかの備え、

特

人や、会社従業員に、伝え

な

開

なさん相続人が県外にいるのが多くなっています。相続から平和を勝ち取っていこうと活動して

い

２月２９日（水）１６５１回 例 会  

 
『 相続を争族としないために 』 

 

皆さんこんにちは 

金融広報アドバイザーは日本銀行の福井事務所に、金融広

報委員会があり、そこで活動をしてい

をしている青木克博と申します。 

私は制度の説明とか相続はどうなっているとかではなく、

老い支度、どんな準備をしたらいいか、エンディングノー

トの書き方セミナーというのをよくしています。

大きなタイトルとして今専門でしています。 

去年の 3 月 12 日、敦賀の老人クラブ連合会の総会でお話

を致しました。前日が 3 月 11 日で地震がありました。開催

はされましたが、何か異様な雰囲気でした。その後は、必ず地震の話、それから東日本でおこっている状況

というのを取り混ぜながらお話をしています。それ以来、相続に

のを見つめなおす、考え直すという皆さん増えてきました。 

今日できることは本当に今日備えしましょう。今日全部できるわけではないですけれど

に相続という重いものに対して備えしていきましょうという話をさせてもらいます。 

「いや、もうちょっと、まだ、大丈夫やろ」「じゃあ、来年始めます」「70 になったらします」「年金もら

うようになったらしよう」とか。今日できることは今日やってしまいましょう、明日できることは明日やり

ましょう。しかし、５年かかるものも中にはありますが、いろんな計画をして、それを今から始めれば５年

後には達成できます。当然５年後から始めたら１０年後にしか達成できないということになります。ご自身

の中で、今必要なものは何かと、1 回自分の人生の棚卸をして、今までのことを全部振り返ってみて、何を

伝えておかないといけないのか、何が伝わりにくいのか、きちっと判断し、相続

いといけないことは伝えないといけないと、老い支度になっていくのです。 

私は福井市内に事務所を構え、相続専門の行政書士事務所で、相続手続きをお手伝いする仕事をしていま

す。行政書士事務所と併設して、相続手続き支援センターという相続手続きを特化した業務をしています。

業して８年目になり年間250から300件ぐらい相続相談があり2000件以上御相談させていただきました。 

相続というものは、奥が深く 100 人亡くなれば 100 通りの相続があり、争いが起きない相続というのは、

争う家族と書いてそうぞくという風に読みます。手続きは司法書士さんや、税理士さんなり、私の役目は、

そこまで持っていく段取りをきちっとして、後は手続きは専門家にお願いする。私も一応書類は作りますけ

ど、それよりもどう対策をとって、どう相続に臨んでいき、争う家族を福井県の中から一つでも少なくし、

本当に福井県だけでも平和な家族構成ができる県で、ありたいと思っています。 近福井県だけでもっと言

っても、み

ます。 

今、エンディングノートというのが話題になり、私も６年程前からエンディングノートの普及活動や書き

方とか書く意義というのを訴えかけてきました。エンディングノートをご存知の方いらっしゃいますか？福

井でも上映がありました。『エンディングノート』の映画は、癌に罹患してしまった方の、余生を描いたも

のなのです。仕事一本で家族をあまり省みず、ようやく定年迎え「よし、これから家族と一緒に旅行行った

り家族サービスをして、家族と一緒に暮らしていくぞ」と思った矢先、癌にかかっていることがわかり詳し

く検査するとステージ4まで進んでいた。で、そこで落ち込むことなくご自分の人生をきちっと棚卸されて、

これから何をしていかないといけないのか、自分にとって何がこれから生きていくうえで必要なのかという



のを整理整頓重ねながら、自分の人生をずっとたどっていく。それを、娘さんがずっとビデオカメラ回して、

お父さんを撮り続け、お父さんが病院の病室で亡くなる、その時までずっとカメラを回し続けた映画です。

癌にかかって決して鬱になる事もなく、自分自身がやるべきことをきちっと見つけていった。葬儀会場や、

祭壇とかも「これがいい」と。誰にどうしてもらうとか、誰を呼ぼうかとか全部自分でリストアップして決

めていった。というのが、エンディングノートです。質問形式になっていて、この時の思いはどうでしたか？

と、家族の住所録や、自分の友好関係などを全部書きます。病気になった時はどうして欲しいかとか、自分

の希望とかをそこに書いておく。もし何かあったときに、家族がそれを見ることにより、離れて暮らしてい

ると同居していない家族が、どんな生活をしていて、どんな人と関わり、病院にはどういうところに通って

いて、どんな薬を飲んでいるか、親が誰と一体仲がいいのかとか、倒れた時に一体誰を呼んだらいいのかと

か、本当にわからない状態です。エンディングノートには、財産を整理するというコーナーもあります。貯

金や株で、財産や保険に入っている、保証人は誰か、遺言書に書いてあるのか無いのか、病気になった時に

は延命治療を希望するのかどうかです。介護になった時にはどこで介護して欲しいのかとかと家族に希望を

伝えるというのが一つと、これから自分が歩んでいく為に自分の棚卸をするというのが一つです。エンディ
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ン

続きが進み、全然交流がなくな

っ

いか

に

その心の相続というのを意識として持っていただけたらと

思います。どうも、ありがとうございました。 

グノートでなくてもメモや、財産の整理っていうのがなされていればまだ、手続きというのはやりやすい。 

相続の中で、一番争いが遺産分割、遺産を分ける話し合いをする際にどうわけるかという事です。遺言書

があれば争いがないと思いますが、ほとんどの方が遺言書を書いていない。持ってきても、こんな遺言書あ

るので手続きしてくださいと。遺言書があるために、争いが起きそうな遺言書の中身になっている。長男と

親が同居していて、次男が出ている。長男に有利な遺言書が残っていると、次男から見れば「お前、遺言書

を書かしたやろ」と。絶対書かしたに違いない。わだかまりを持ったまま手

たりします。遺言書を作るなら慎重に考えながら作らないといけない。 

争わないようにはどうしたらいいのかというのは、ソフト面で訴え、心の相続をきちっとしましょう。相

続は評価できる財産をどう分けるか、土地が幾ら、預金幾ら、株が幾ら、じゃこれ、相続人３人でどうやっ

て分けるかとの話し合いになりがちですが、何でこの預金を残して亡くなっていったのか、何で、この土地、

この地域にここに住み続けていたのかを考えて相続するべきです。思いや、これまでの見てきた背中、姿勢、

をどう相続するかと考えれば、誰が相続したら一番いいのかわかります。しがらみみたいなものを全部相続

するのが相続、『相続』という字そのまま読むと、上の『相』人相の相です。姿、有様をどう続けていくか。

遺産の継承の仕方や考え方を変えていかないと良い相続はできないと思います。相続には、遺産の割合があ

ります。法定相続分は３分の１ずつと決まっています。民法の９０６条の遺産分けというのは、今の状況を

考慮して、分けて今後のことを考えた時に大体３分の１ずつに。補った分を足して３分の１ずつきれいにな

るように分けなさい。この原理です。割合に囚われるのではなくて、どう分けたら平等になっていくかって

いうような考え方で、分けたら良いのです。意思相通がされ、老い支度の中で、相続に対する知識を持たな

いと、間違った知識で相続に臨むとぶつかり合ってしまいます。健康管理をするのと同じように自分の脳管

理、他の経営の勉強をするのと同じように相続の勉強をする。相続対策の勉強はよくしますが、税金を

安くするかではなく、遺産を分けるときの知識付けが必要になってくるのではないかと思います。 

常に思うのは、心の相続をしましょう。争っている家族は、調停までいかなくてもわだかまりを持って手

続きを終えます。円満におさえるには、子供さんたちに思いを伝えきっておくかです。その思いをきちっと

受け継いだ子どもさんたちが話し合いをして決めるわけですから、そういう時には意外と遺言書がなくても

すんなり決まります。是非、相続と非常に重たいテーマですが、僕のテーマであります『家族愛』の象徴で

す。相続をスムーズに進めていくためにも、是非
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会員数：４０名 例会場：JA 花咲ふくい丸岡支店３F 例会日：毎週水曜日 12 時 30 分  

〒910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA 花咲ふくい 丸岡支店２F  
 

事務局：

委員 -島田利男・山本雅人・髙倉文寛・水崎亮博・野澤雄一・柿木満雄・杉本政昭・長谷川敬士 

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
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