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　　　　第1日目　： 2020年2月８日（土）11：00～上智大学大阪サテライトキャンパス

月　日 場所 開始時間 時間 室名

11:00 運営委員会 （運営委員のみ） 90分 教室１

12:30 受付開始 ホール入口

　開会挨拶  髙木慶子 (生と死を考える会全国協議会会長 90分

講演 　　　　　　上智大学グリーフケア研究所特任所長）

14:30 休憩 15分

16:00 休　　　憩 10分

①会の運営 教室１

16:10 分　科　会 ②遺族会 80分 教室２

③死生観 教室３

17:30 まとめ 20分 ホール

17:50 終　　　了

ハートンホテル北梅田
（上智大学サテライトキャンパ

ス北隣）

18：00～
20：00

懇　親　会 120分

上智大学大阪サテライ
トキャンパス

14:45

13:00

2019年度「生と死を考える会全国協議会」全国大会

内             容

２月８日
（土）

ホール

 

ホール75分

      テーマ：「希望の扉を開く」

代表者会議
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コロナウイルス感染による不安へのお見舞い 

                            2020年 3月 5日 

                                       高 木 慶 子 

 

 

 コロナウイルス感染が全世界に衝撃を与えておりますが、皆様方にお

かれましては、いかがお過ごしでございましょうか。 

 どうか、お健やかにお過ごしいただきますようにと、念願しお祈り申

し上げてります。 

 

 この度のコロナウイルス感染は、全世界を恐怖と不安に落とし入れて

おりますが、このような伝染病は人類有史以来何度となく体験してきた

のではないでしょうか。その度毎に人類は、人間が持つ知恵と知識を駆

使して、生き抜いてきたのではないかと思います。この度の感染に対し

ても、現代の科学技術や医療の進歩により終結に向かうと信じておりま

すが、しかし、その過程におきましては、多くの人々の犠牲があると思

います時、最大限にそれらの犠牲者を無くす手段を願いたいと祈るのみでございます。 

 また、その為に、各自で出来ます感染予防をしっかりとし、日々の生活の中で注意深くありたいと願っ

ております。 

 

 このような状況下では、様々な情報が飛び交い、人々に不安と恐怖を与えてしまう危険性があります。

それも人間の弱さと疑心暗鬼の心理がもたらす行為でもあると考えますが、それらにも注意しながら、正

しい情報にたよりながら意味ない不安と恐怖から解放されますようにとこころからお祈りいたしており

ます。 

 

 ところで、今年度の全国協議会は、２月 8 日（土曜）と 9日（日

曜）の 2日間に渡り、大阪と夙川会場として行われました。 

 第一日目は、大阪の上智大学サテライトキャンパスを使っての

理事会、運営員会、分かち合い、それに懇親会などを行いました

が、第二日目の講演会は、カトリック夙川教会を会場に、講師を

将棋の名人である加藤一二三氏と高木慶子が務めました。 

 加藤一二三氏のお話しは、ご自身の将棋人生における山あり谷

ありのエピソードを入れた、加藤先生でなければ伺うことの出来

ない深いお話しでした。 

 

 「兵庫・生と死を考える会」は、全国協議会の事務局をも果た

しております。そのために全国協議会の大会が開催されるたびご

とに、本会の事務局を担っていただいておりますスタッフ一同の
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皆様には、かなり大きな負担をお掛け致しております。 

今年度も本会のスタッフの方々のお蔭で、会場を大阪梅田での上智大学サテライトを会場に、また、全

国協議会と本会合同の講演会はカトリック夙川教会を会場として開催いたしました。いずれも速やかに

行われましたことをご報告いたします。 

委員会や分かち合いの会でも、全国で活動され

ている各会の現状を伺うことができました。それ

ぞれの地域での異なる課題はありますが、それぞ

れに果たしておられます意義ある活動に感激いた

しました。 

  

 私どもの会は小さくか弱い存在かもしれません

が、しかし、庶民的な草の根的な会として、大事な

役割を持っていると確信しております。それは、私

たちの会があったために、ご自身の人生を考える

機会となったことを感謝しておられる方々もあり

ます。 

 

 確かに、現代では「生と死を考える会」のように、

命と死を考える研究会や学会も増えてまいりまし

たが、それらに参加するためにはいろいろの条件

もあります。また、それらの研究会や学会が持つ目

的もあります。それらの多くが医療関係や福祉関

係者の集いであり、一般の人々が参加しやすいものではありません。その様な集いではなく、もっと一般

人が参加し、学び合い、また、活動できる会の必要性もあると考えます。その必要に答えるのが私どもの

ような会ではないかと考えております。 

 

 しかし、これからの会の様子を見ておりますと、後継者の不足が課題であると思いますので、可能な限

りにおいて協力者への呼びかけも大事ではなかと思っております。後継者の問題は、本会に限ったことで

はなく、現代社会の課題でもありますが、今まで続けられました会を存続するために、どうか、各会にお

かれましては可能な範囲で、継続可能な手段をお考えいただきますようにと願っております。 

 

 本会の会員の皆様方の為に、毎日のお祈りの中で神様の豊かな恵みと祝福をお願いいたしております。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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生と死を考える会全国協議会 2019 年度代表者会議 

議事録         

場  所：上智大学大阪サテライトキャンパス 

日  時：2020 年 2月８日（土）13:00～ 

開会挨拶：髙木慶子 会長  今日はお集まりいただいて、本当にありがとうございます。 

何回申し上げても足りないくらいと思いますが、この「生と死を考える

会」がどんなに社会にとって大事なのか認識しながら、この会を続けて行

かなければならないと思います。 

議長選出：佐藤 健 副会長   

書記選出：久本順子 会計 

（出席者確認）道南・生と死を考える会、秋田・生と死を考える会、生と死を考える福島の会  

       大和・生と死を考える会、豊橋・生と死を考える会、豊橋ホスピスを考える会 

       大阪・生と死を考える会、びんご生と死を考える会、松江・生と死を考える会 

       熊本・生と死を考える会、兵庫・生と死を考える会 11団体 34名 

 

議     題 

 

 議題１ 2018 年度活動報告 

      ① 全国大会 運営委員会・代表者会議・分科会 

   日  時：2018年 11月 17 日（土） 

   場  所：上智大学大阪サテライトキャンパス 

        （大阪市北区豊崎 3－12－8） 

   参加団体：道南・千葉県東葛地区・船橋・大和・伊那谷・豊橋 

        ホスピスを考える会・豊橋・生と死を考える会・あい 

        ちホスピス研究会ローズマの会・石川・大阪・松江・ 

        熊本・兵庫  13団体 45人 

   主  催：兵庫・生と死を考える会  

   講演会  

   日  時：2018年 11月 18 日（日） 

  場  所：カトリック夙川教会 （西宮市霞町 5－40） 

        講  師：柳田敏洋神父 

             （イエズス会無原罪の聖母修道院責任者） 

                      テーマ：キリスト教とマインドフルネス 

    髙木慶子会長 

                    テーマ：瞑想・マインドフルネスを学ぶ 

      ② ニューズレター発行 2018年 12月 
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      承認された。 

議題２ 2018年度決算報告（2018.4.1～2019.3.31）と監査報告           （別紙１） 

      承認された。 

議題３ 2019年度行事予定 

      ①全国大会 運営委員会・代表者会議・分科会 

 日  時：2020年 2 月 8日（土）11:00 ～17:50 

            場  所：上智大学大阪サテライトキャンパス  

講演会 

日  時：2020年 2 月 9日（日）13:00～16:00 

            場  所：カトリック夙川教会 

            講  師：加藤一二三氏（将棋棋士）、髙木慶子会長 

            主催：兵庫・生と死を考える会 

      ②ニューズレターの発行   今大会後発行予定 

承認された。 

議題４ 2019年度予算案（2019.4.1～2020.3.31）                 （別紙２） 

      承認された。 

議題６ その他  

①役員改選 

   名誉会長：アルフォンス・デーケン 

   会  長：髙木慶子 （兵庫・生と死を考える会） 

   副 会 長：水野治太郎 

        （NPO法人千葉県東葛地区・生と死を考える会） 

        佐藤 健 （豊橋ホスピスを考える会）  

   監  事：吉田俊雄 （兵庫・生と死を考える会） 

        宮本康志 （熊本・生と死を考える会） 

   会  計：牛尾啓子 （兵庫・生と死を考える会） 

        久本順子 （兵庫・生と死を考える会） 

   運営委員：山田 豊 （道南・生と死を考える会） 

        豊原則子 （富山・生と死を考える会）  

        古谷小枝子（大和・生と死を考える会） 

        永井照代 （あいちホスピス研究会・ 

                 ローズマリーの会） 

        田中亮子 （熊本・生と死を考える会） 

                        数野 博 （びんご・生と死を考える会） 

                              伝明地祥江（兵庫・生と死を考える会） 

                              松本信愛 （兵庫・生と死を考える会） 

                              山口 元 （兵庫・生と死を考える会） 

                        小野裕美 （兵庫・生と死を考える会） 
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                 田所奈美 （兵庫・生と死を考える会） 

                 清水久仁子（松江・生と死を考える会） 

                 関本雅子 （兵庫・生と死を考える会）新 

                 高井秀和 （兵庫・生と死を考える会）新 

                

            顧  問：柏木哲夫 

                ：柳田邦男 

                ：山崎章郎 

① 2020年度全国大会の開催主催の団体   未定 

  

以上 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

分 科 会 報 告 

 

会の運営 A  （6団体、10名参加） 

           

兵庫・生と死を考える会 豊田明恵 

 

まずは自己紹介からの提案があり、会の運営方法、今後

について等、順に話した。 

 

① 豊橋ホスピスを考える会 

25年前ホスピスを作ろうという会を作り、地域への普及

活動に講演をして回った。13万人の署名が集まり（国立病

院でありながらも）段々とホスピスの形も変化してきた。 

当時の患者数約 270 名から昨年は 670名（日本一）。1990

年診療報酬の開始に伴い運営が可能になった。2002年に申

請許可、2005年スタート大きく盛り上がった時に活動を盛

り上る運動になっていった。そして、遺族も参加されるよ

うになった。当時はホスピスの数が少なくなかなか入れな

い→医師はどうせ入れないからと期待しない。亡くなる直

前の患者ばかりでスタッフも消耗してしまう→もっと早い

時期に紹介してもらうよう、あちこちに早めの紹介を依頼
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してきた。その為には調子が良ければ一旦退院してもらう。レ

スパイト入院をさせるなど、帰すからにはいつでも入院できる

という事を掲げた。急な入院は職員もしんどいが、入院待ち

200名では入れずに亡くなってしまう。在院日数を減らすこと

で待機人数を減らす。国の方針で左右されるが、必要な事をき

っちりやる事で、診療報酬もついて来る。自分たちの道を行こ

うと頑張って来た。 

会の運営の人も高齢化して来た。入院患者も全体に高齢化し

て来ている。癌の病名を知らずにいる人が多くなってきた。病

名を語れない患者に対して、家族は親が認知症になっているこ

とに気づいていないことがあり、認知症についての教育も必要

で、理解されないと入院してから悪くなったと非難される。認

知症と癌は高齢化によるものが多く、認知症にならない人は癌

で亡くなっている。どちらがいいかという話になる。ホスピス

の在り方が変わって来ている。医学部の実習生を受け入れてい

るが、元気のあるがん患者を診る医師が、死を怖がらなくなっ

ている患者を診て考えが変わる。 

市民運動はまだまだこれからで、今は緩和ケア病棟バブルと

言われているが、中身を伴わない実状がある。全国の会のメンバーが若い人を巻き込んでいかなければな

らない。 

 

② 豊橋・生と死を考える会 

会の運営員の高齢化により、今店仕舞いの様な状態になってきている。 

 子ども食堂や、学校での癌教育など、地域での活動や断捨離バザーなどをして、子ども食堂の費用に

充てている。若い人達（中～高校生）と先生たちの対話形式で 3回/年行っている。 

 今をより良く生きる事が生と死の会の目的だが、主婦たちの集まりで、新しい人材がいないのが問

題。一人になっても活動を続けてほしいと、高木シスターに激励を受けた。 

 

③ あいちホスピス研究会・ローズマリーの会 

これまで 20年活動してきた。年 5回の公開講座が 3回になったりしているが、グリーフケア 

の方は、若い人が中心になってやって下さっている。刺し子の会は 1回/月開催している。 

 思い出を文書にする、文書教室もやっている。今後は自分が若い人に譲って繋がっていくようにした

い。ホスピスでのグリーフケアで、どう対応したらいいか悩んでいるケースもある。どう解決すればいい

のか教えてもらえるところが欲しい。 

 

④ 兵庫・生と死を考える会、3名 

 高木シスターのお膝元なので、会の運営の手伝い位で、企画などの苦労は少ないが生と死の会の名前

や活動が社会に浸透していないと感じる。 
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毎月 2回遺族会「ゆりの会」と、自死遺族会「忘れな草の会」を運営している。 

何処とも運営委員は高齢化しており、減っているのが現状だが、上智大学グリーフケア研究所の人材養

成講座修了生が、育ってきて運営委員に加わったり、新たな遺族会を立ち上げている。今後若い人たちを

巻き込んで、活躍してほしい。自分たちもまだまだ頑張っていかなければ。 

 

⑤ 松江・生と死を考える会 

 ホスピスが松江には無いと言われたころに立ち上げた会。ホスピスの講演会をして広げた。 

講師を招いて、中には大きな反響もあった。一旦落ち着いたので、1回/月の定例会のみになっている。

始めてからずっと続けている。グリーフケアを語ってくれる人がたまにいる位で機会が少ない。若い人を

巻き込んだり理解をしてもらう事が難しい。世の中のニーズに気づけていない。 

会費制でなく 500円/回の参加費にしている。看護師や介護士などが多い。5人いるが皆仕事を 

持っている。 

 

⑥ 大阪・生と死を考える会（3名） 

 今年 24年目になる。谷先生のご尽力により頑張ってきたが、ご逝去されてからは、会員が少なくな

っている。50 名くらい。分かち合いの会「ひまわりの会」を中心にしている。（10名位の参加） 

 会員も高齢化しており会費が減り、運営費が少ないので会報をパソコンで閲覧してもらったり、工夫

している。求めがある間は頑張るつもり。製薬会社のファイザーの協力で、ホームページに間借りさせて

頂いている。 

 やはり運営委員は高齢化しており、苦戦している。最近の講演会は公益社に依頼したり「死」に対す

る教育普及みたいになっている。 

全体として、事務局として独立した場所があるのが、兵庫・生と死を考える会位で、ほとんどは、自宅

を事務局代わりにしているところが多い。そして運営委員の高齢化、長年同じ人たちで頑張って来た。し

かし新しい人材も育っている。グリーフケア研究所の人材養成講座の修了生の参加を期待したい。 

 

        ＊＊＊＊＊ 

 

会の運営Ｂ 

 

道南・生と死を考える会 山田 豊 

 

 

本グループには、愛知・熊本・石川・福島・道南各１名、兵

庫３名の計８名が参加。 

 

まず司会の私から各地の現状、問題点、うまくいっている点な

どをお話いただき、その後意見交換を行う事を提案し了承さ

れた。 
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 道南：会員が高齢化し、会員数も次第に減少し、２０

名を切りそうなこと、分かち合いの会は休止中であるこ

と、春には近場の講師の講演会、秋にはメインの講演会

を行っている。2018年秋、甲府の内藤いづみ先生を講師

に講演会を準備していたが、北海道胆振東部地震のため

急遽中止となり、翌２０１９年１０月、再度内藤先生の

講演会を企画し、ＰＲに勤めていたが、台風１９号のた

め再び中止となってしまった。今年も再々度しつこく内

藤先生にご来函をお願いしていることを報告した。 

 

 愛知：分かち合いの会は「ローズマリーの会」（毎回１

５名程の参加）と「はなみずきの会」（死別体験後 1～３

年の方を対象）を行っていて、ファシリテータ―１名、

サポーター４名が主に担当している。その内容が良くな

ってきたとの報告あった。分かち合いの会では、年３～

４回食事会を行っている。また出席者同士で仲間が出来

て交流もしている。担当者に寄りかかってくる方がおら

れるため、個人的には対応せず、複数で対応している。市民公開講座を年３回行っていると報告された。 

 

 熊本：会はホスピスを作ろう、そこでボランティアをしようというコンセプトから始まり、ホスピスは

数年でできた。グリーフケア講座を３年間行った。現在は病院等でも同じような講座を行っている。お助

け寺とか色々な方々の考えを知るため、小講演会を毎月行っている。その際には新聞を通じてＰＲしてい

る。ピアカウンセリング的な分かち合いの会を行っている。会員数が減りつつあり、現在は５０名程度で

あることが問題であるとの事。 

 

 兵庫：高木会長のリーダーシップの元、年間テーマを決めてやっている。２０１９年度は「希望の扉を

開く」である。月例会を毎月開催し参加者は２０名程度。理事による講演会もＰＲしているが人集めに苦

労している。遺族会は月２回行い、「わすれな草の会」（自死遺族対象）と「ゆりの会」（一般遺族対象）

に分けて、グリーフケア研修を受けたファシリテーターが担当している。会員が増えないことと資金繰り

が大変である。 

 

石川：前会長がすべて行っていたが、２年前に死去し、何となく引き継いでいる。２２年前から悲しみ１

１０番を続けており、その仲間と協力しているが、会員は自分一人である。 

 昨年講演会を開催し７０名の参加があった。分かち合いの会を月１回おこなっている。そういう場があ

る事が大切と考えている。 

 

福島：世話人７人、会員５０名である。緩和ケアネットワークという組織を前会長が立ちあげ、そちらに
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看護師や医師が行ってしまい、会員数が１００名程減った。定例会を年３回から２回に減らした。県の

「うつくしま基金」から活動費を年間３０万円交付されていたが、昨年で終了した。若い人が入会せず今

後の活動の方向性に苦慮している。 

 

その後フリーディスカッションで質疑応答があり、様々なアイデアや具体的な方法が披露され、また高

木会長の「市民に生と死を考えてもらう場が小さくても必要」という言葉に励まされ、前向きに活動を続

けて行こうという気持ちとなったという声が複数あった。 

 

 また最後に「かけはしの会」（兵庫の会の会員）からは「走るホスピス」を自称し、介護タクシーを営

業している。病院からホスピスへ移送する３０分の間に、患者さんと会話し、病院では患者さんはいい患

者を演じている。皆んな能天気で、生と死を考えていない。患者さんの自覚が必要である。病院では患者

さんは不安を取り除いて欲しいと思っているが、できていないとの聞き取り体験を述べられた。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

「遺族会・死生観」の分科会に参加して 

           

松江生と死を考える会 清水久仁子 

 

 人数の都合で「遺族会」と「死生観」のグループ

が一緒になり、１３人で語り合いました。高木先生

と松本神父様も参加して下さいました。冒頭、司会

の松本神父様のご提案で、一人３分ずつスピーチを

して一巡することになりました。 

 

 自己紹介をなさる方、近況をお話しになる方、心

に残る忘れられないエピソードを語って下さる方

等、お話の内容はさまざまでしたが、どなたもご自

分の気持ちを率直に述べられて、参加者の皆様は引

き込まれるように耳を傾けていらっしゃいました。 

 

 時折約束の３分が長過ぎたり、短過ぎたりで、神

父様の声掛けに笑い声が出て、座が和みました。お

一人お一人それぞれのお話は、その方のお人柄から

出てきているように感じられ、聞かせていただくこ
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とで少しでも自分の考えが深まれば、と思いました。毎年参加してそう思っています。いつもこのような

場を作って下さっていることに感謝しております。 

 

 高木先生がお話しになった親鸞聖人の「悪人正機説」－「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」

は今までもたびたびお寺で聞いてきました。「本当にそうなの・・・？？？」私の偽らざる気持です。高

木先生が「これを信じるのが難しい。」とおっしゃるとおりです。私のこれからの大きな課題です。 

  

 主催の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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懇親会写真集（ハートンホテル北梅田） 
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　　　　第2日目　： 2020年2月9日（日）13：00～カトリック夙川教会

月日 場所 開始時間 室名

佐藤　健（生と死を考える会全国協議会副会長）

梅原　彰（カトリック夙川教会主任司祭）

髙木慶子（生と死を考える会全国協議会会長）

テーマ：「人は幸せのために

　　　　　　　　　　創造された」

14:00 休憩 20分

加藤一二三（将棋棋士）

テーマ：「人生　山あり谷あり」

15:50 閉会挨拶 山口　元（兵庫・生と死を考える会　副会長） 10分

16:00 終了

70分

講演２14:20 70分

聖堂

13:10 講　演　１

10分

2019年度「生と死を考える会全国協議会」全国大会

      テーマ：「希望の扉を開く」

2月9日
（日）

カトリック夙川教会
阪急神戸線　夙川駅下車

徒歩5分

内容

13:00 開会挨拶
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講演会『希望の扉を開く』の聴講感想文 

 

「ささやかな幸せを見つけ、 

当たり前のことに感謝する」                                           

                 西 理江 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の講演会には、友人の誘いを受けて参加させていただ

きました。 

教会を訪れること自体 25年ぶりの私は、厳かな雰囲気に圧倒されながらも、ステンドグラスからこぼ

れるやわらかい日差しに穏やか心持ちで聴講することができました。 

 

「私の本当のおつとめは全ての方が幸せであるようにお祈りす

ること」で始まった第一部 高木慶子先生からは、 

①大前提として【人は「幸せ」の為に生きている】なぜなら 

 【人は「幸せ」になるように神が創ったモノである】から 

②キリストは私達の全員の罪を背負って、私達の為に十字架に 

 かかった 

③人智を超えたモノを信じられるのは強い人だから 

④ささやかな幸せは「自分」で見つけないと見つけられない。 

 「幸せ」とは自分が思うモノだから 

と伺い、初めてキリスト教を“学ばせて”いただいたと思いました。 

 

 

第二部 加藤一二三棋士の講演では、まず 80歳とは思えないマシンガントークに驚きました。 

小学生で、既に棋士になると悟られ、 

始めてタイトルを取った昭和 43 年の読売十段戦では、一手に 7時間を費やされたこと、 

また当時史上初の中学生棋士になって以来、約 63年 通算対局数は 2,505局で、一度も休場、不戦敗し 
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なかったこと等、数々のエピソードに感服しました。 

そして 

・熱心に戦うことは普通のことである 

・「何かある」と思うときは、ちゃんと「何かがある」 

 だから懸命に考える 

・勇気を持って、最善を尽くして 諦めない 

の信念に、強さの秘訣を垣間見ました。 

 

また、「人間は当たり前のことで感謝はしない。忘れがちだが

時々、夫婦の間で『ありがとう』と言っている」とお話しされた

り、度々「妻のおかげ」とおっしゃられたりしたので、勝負師と

してだけではなく、家族も大切にされて、家族からも愛されてい

る方だと感じました。 

 

 今回の講演会を通じ、あらためて、 

どんな時にも感謝の気持ちを忘れず、ささやかな幸せを見出し、「ありがとう」を言葉にして伝えていき

たいと思うことができました。 

 

 貴重で有意義で素敵な時間をありがとうございました。 

 


