
女性プラザ祭 2010「ライフセミナー」実践報告                              

報告者 

            ＡＷＮ事務局担当 齊藤茂子 

 

  北海道立女性プラザで、毎年開催されている女性プラザ祭（11 月 15 日～20 日）におけるワークショッ

プ参加のお話しをいただき、何度か役員会、事前にプレ研修会を行いました。 

高齢化が急速に進んでいく中、特に長寿傾向の女性の生き方を追求していくことをコンセプトに「未来

のあなたに出逢いませんか？」と題して、女性たちが、お一人様になっても、元気にシニアライフを生き

続けるためには、何が大切かを取り上げたシナリオと「楽しいシニアライフ段階別判定シート」を完成さ

せました。この判定シートは性別を問わず皆様に活用いただけるものです。 

   

 以下は、当日の内容と感想、反省などをまとめたものです。 

 

  １ 日 時    平成２２年１１月１８日（木）   

  ２ 場 所    かでる２・７ 

         〈 参加会員（５名） 〉 

          東郷明子   川名早苗  宋万真幾子  齊藤茂子  押尾みちよ（元会員） 

           

  ３ セミナー参加人数  30 人 

 

  ４ 発表内容  

① ロールプレイの実演   

使用シナリオ 「２０２５年８月１５日の訪問者」 

② 始めに、東郷明子代表による「様々な場面で考える男女平等と共同参画」に基づく AWN の活動

実績、男女共同の現状、今回のシナリオ説明などを約 10 分行い、「楽しいシニアライフ段階別

判定シート」への記入、続いて川名早苗さんの進行により、ロールプレイ実践を行いました。 

        実践に際しては、いつものように巧みな司会で会場の参加者に出演を依頼し快く承諾して

いただく中、用意した内容に従って、進められました。今回は、女性自らが、必ず経験するであ

ろう老親の介護や夫を見送った後のお一人様生活を織り込んでいる事もあって、とても、反響の

大きいロールプレイとなったかと思われます。反省点は、意見交換の際、介護問題に時間が多く

取られ、女性のシニアライフの有り方の意見、感想が少なかった事です。 



 

 

    

以下は当日、用意したシナリオ原稿 です。 

※ 「楽しいシニアライフ段階別判定」はご希望の場合、ご紹介いたします。 

 

シナリオ１ 「２０２５年８月１５日の訪問者」 

準備： 

天使の輪̶2 個 （100 円ショップ） 

近未来仏壇 （おはぎの絵など） 

麦わら帽子 タオル 

 



 

            

    

        うらら       梅  

はなこ             あやめ              

まさる     

          テーブルにおはぎ 

             客席 

 

 登場人物 

 

うらら        ５０才 

まさる うららの夫  ５３才 

はなこ まさるの母  ７５才 

 

梅  ；うららの祖母 （現世推定年齢 105 才）10 年前に９５才という高齢のため風邪をこじ

らせ、肺炎がもとで死去。 

 あやめ：うららの母（現世推定年齢 75 才）10 年前に脳出血で６５才の若さで死去。 

 

ナレーション 

あやめは梅の葬儀直後、過労から脳出血で倒れ、救急搬送されたが、手遅れで本人の生前の

意志に従い延命治療することなく、２日後に病院で死去した。 

今日は、2025 年 8 月 15 日。お盆であり、梅とあやめは、梅にとっては孫の、あやめにとっ

ては一人娘のうららのもとを、遠路はるばる、天国から、訪問をしている。うらら一家は、遠

路からの客が居間にいることなど、全く気がついていない。 

 

＜居間で＞ナレーション 

はなこは、お盆なので、まさるの好物の手作りおはぎを携え、うらら宅を訪問。 

はなことうららは居間にある、しゃれた仏壇の前で明かりをともし、花の水を換えて、供物を

整えている。 

 

 

＜梅、あやめ入場＞ナレーション 

居間にすうーとあらわれた梅とあやめは、居心地のよさそうなソファーにゆったりと座り、う

ららと花子をいとしげに見守っている。 

近未来仏壇 



 

梅 ； うららは、はなこさんと相変わらず、うまくやっているみたいで安心だわね。 

あやめ； ほんとですよ、私がいなくても、はなこさんが何かとうららの相談相手になっ 

てくれているから助かるわ。 

 

はなこ；（思い出すように･･･） 

 早いもので、お母様が亡くなって、早１０年。生きていらしたら、今の私の年よ。 

うらら；（残念そうに･･･） 

 そうですね。私の年にしたら、あと、１５年しか生きられない。母はさぞ無念 

    だったことと思います。 

 

あやめ；（大きくうなずく） 

梅 ；あやめや、あんたは子供の時からせっかちだったけど、やっぱりちっと、 

わたしにつきあうのは早すぎたね。 

あやめ； かあさん、何いってるの。母さんが認知症になって、介護で私が苦労したあげくに、私

も脳出血で、結局、あとを追うようにして、こんな風に、母さんのもとに来てしまった

んじゃないですか。 

梅 ； はいはい、悪うござんしたね。苦労をかけました。全く、何で認知症なんてものになっ

ちまうのかねえ。今じゃ、こんなにはっきり、しゃっきり、冴えてるって言うのに！ 

 

はなこ； （大きな声で）うららさん、何か言った？ 

うらら； いいえ、私････、 なにも。 

はなこ； 気のせいかしら。認知症が何とかって、聞こえたのよ。 

 

＜そこに、まさるが、家の周りの畑仕事を終えて、登場＞ 

まさる； おいおい、かあさん、認知症には早すぎるよ。 

はなこ； 早すぎるって事はないわよ。私の年だとね、いろいろ故障が出てくるのは仕方 

ないのよ。 

うらら； でもお母様は、まだまだ、大丈夫ですよ。私の母の分も長生きしてくださいな。 

まさる； そうだよ。弱気はだめだ。 

 

 

梅 ； その通り！ 人間しゃきっとしなきゃ！ しゃきっとね！ 

わたしみたいに９５才まで長生き出来ないのよ。 

あやめ； かあさん、かあさんはしゃきっとじゃなくて、わがままいっぱい、好き放題で、９５才

まで生きたのよ。最後の１０年間は認知症で、それはそれは、介護が大変だったんだか



ら。 

梅 ； 仕方ないじゃないか。好きで認知症になったんじゃないんだからさ。 

あやめ； 何でも、はいはい、言って、母さんのためにしてあげたのが悪かったのよね。 

認知症になった時も周りが施設にいれるように勧めてくれたのに、自宅で介護 

を頑張りすぎたのよね。そのあげくが過労で脳出血ですものね。 

 梅 ； それ言われると、あたしも辛いけどさあ、でも親の面倒をみるのは子供として 

当たり前だろ。 

あやめ； 自分で、そう思うのはいいのよ。だけど母さんに言ってほしくないの。 

なんか腹がたつの。 

 

 

まさる； 母さんもうららも、何をごちゃごちゃ言ってるんだい？ 

うらら； えっ？ 私たち何も言ってないわよ。いやぁ‐ね～。 

さあ、今、お茶を入れるからね。おはぎをいただきましょうよ。 

はなこ； （あらたまった口調で） 

うららさん、私ね、そろそろ、自宅でお料理教室をするの、やめようと思うの 

よ。 

うらら； えーっ。でも生徒さんたちが困るんじゃないですか？ 

はなこ； 物事には潮時ってものが有るの。７５才まで現役でいたらもう十分すぎるのよ。本当な

ら６５才くらいでやめるべきだったのよ。 

でもその後、昔ながらのお総菜というのを若い生徒さんに教える機会があって 

それはそれで楽しかったから、よかったのよね。 

でも、それも１０年も続いたし、ここらで別の事を始めようと思うの。 

まさる； さすが、かあさん。また何か新しいことを思いついたな。 

はなこ； 実はそうなの！ ネットに「近未来シニアライフ」というサイトがあってね、そこに出

入りしている人たちのオフ会があって、何人かの人とすっかりおなじみになってね、意

気投合したの。 

うらら； 「近未来シニアライフ」なら知っているわ。 

私の大学時代の田中先生がサイトを立ち上げたのよね。のぞいたことが有るわ。先生は、

確かヒューマンサイエンスの近未来グランドデザインを研究されてきたのよ。 

はなこ； そうそう！ その田中先生もオフ会には、いつもいらしてるのよ。 

 

 

あやめ； はるこさんて、ホント進んでるよね。とても、私と同い年には思えないわ。 

梅 ； 何言ってるか、わたしゃ、ちっとも分からないねえ。近頃の言葉はカタカナ 

    ばかりじゃないか。 



あやめ： ネットだって。サイトだって。なに？ パソコンの事よね。ごめん、母さんに 

聞いてもわからないわよね。 

 

はなこ； 「近未来シニアライフ」ではね、熟年の人たちの精神、肉体、生活、すべてにおけるト

ータルライフを創造的に提案しているの。 

まさる； なんか宗教くさくないかい？ 大丈夫か？かあさん。そうやって消費者被害に 

遭わないとも限らないぜ。 

 

あやめ； そうよ、そうよ。はなこさん、気をつけてよ。なんたって、あなたは一人暮ら 

しなんだから。 

梅 ； しっかりしているこの梅さんだって、その昔、霊感商法にだまされたことがあ 

ったよ。 

あやめ； 母さん、よく覚えているわね。こっちに来てから、母さんはすごく冴えてい 

るわ。 

梅 ； 馬鹿だね、おまえ。冴えているのが、本来のおまえさんの母親のこの梅さんだ 

よ。 

 

うらら； 確か、「近未来シニアライフ」では、一人一人の高齢者の自立と、協働がテーマだった

ような気がするわ。 

はなこ； そうなのよ。うららさん。今は施設も飽和状態。認知症の人も増えて介護の 

     働き手は慢性不足状態よ。これ以上、施設を作るお金も無いと言うし。 

本当に、大変な時代になって来たわね。 

 

ナレーション 

２０２５年、高騰する介護保険料は、すでに高齢者の生活費を圧迫している。 

この先、介護保険制度が維持しきれるのか。年金は目減りするところまで目減りし、支給開始

年齢も少しずつ先延ばしとなってきた。２０２５年を生きている高齢者世代は、介護されて、安

穏としていられる老後は、縁遠い状況になってしまった。介護に関わる働き手の待遇はいっこう

に改善されず、介護サービスを受けられる高齢者は、きわめて限定される状況になってしまって

いるのです。 

 

梅 ； 今は大変だねえ。それにくらべると、わたしゃあ、つくづく幸せだったねえ。 

あやめ； そうよ！ 施設はあるわ、娘はいるわ、だったのですからね。これ以上の幸せはなかっ

たんじゃないですか、母さん！！ 

梅 ； ありがたや、ありがたや。 

 



まさる； おふくろ、俺たちがいるのだから、何もそんな悲壮な事を言わなくてもいいじ 

     ゃないか。 

はなこ； まさる、あんたは甘いのよ。私が言っているのは今の現実なのよ。 

 

 

 

 

あやめ； 悲壮な事って言ったら、私だって悲壮だったわ。母さんとずっと一緒に暮らしていて、

気が付いたら年取っていて、気がついたら私死んでいたのよ。 

うららに、かあさんや私の介護を押しつけなかったことだけが救いかな。 

でも、私の死んだ後の始末、みーんな、うららにおしつけちゃったな。  

梅 ； あやめ、あんたは湿っぽすぎるよ。うららは一人娘だっちゅうのに、しっかり 

やってるじゃないか。 

 

うらら； 高齢者の自立と協働って具体的には、どんなことなのかしら。 

私、すごく興味が有るわ。 

だって、梅さんの介護で早く亡くなった母のことを考えると、今でも胸が痛むんです。 

 

ナレーション 

うららの父は定年前に肺ガンがみつかり、幼稚園の保母をしていたあやめは、 

夫の看護のために退職したけれど、癌の進行は思いの外、早く、３ヶ月で死去し 

てしまったのです。 

あやめは、その後、実母の梅と二人暮らしとなり、その前の夫の死もあって 

    気落ちしており、鬱状態から引きこもりがち、梅と自分のために家事をこなす毎日だった

のです。 

反対に、梅は元来、多趣味で楽天的な性格だったため、書だ、お花だ、お茶と 

    趣味三昧の毎日を送っていたのですが、そのうち梅は、物忘れが目立つようになり、あれ

よあれよと言う間に、アルツハイマーの症状が進んでしまったのです。  

 あやめが、梅の介護をするようになって、いつの間にか１０年が経ち、あやめは身も心

も、過労が重なり、娘のうららが手伝うと言っても、仕事を持っているうららを案じ、大

丈夫の一点張りで一人で頑張り続け、そのあげくに、脳出血であっけなく他界してしまっ

たのです。 

 

 

うらら； 私がもっと母の事を気づかってあげればよかったんです。 

     それにしても、母の人生って、いったい何だったんだろうって、思います。 



梅さんは、何でも母でなければいやだいやだと言って、わがままを通していま 

したからね。梅さん、もしかしたら、死んでからも、母の背中に張り付いていたのでは

なかったかしら。 

 

梅 ； うららちゃんって、きびしいことをいうねえ。あんなにきつい子だとは思わ 

なんだ。 

あやめ； （優しく･･･）うらら、そこまで言うことないのよ。 

 

 

 

うらら； え？ 誰か、なんか言った？ そこまで言う事は無いって？ 

いいえ！ 私言っちゃいます。 

母は、祖母のために自己犠牲的な生き方をしたんだと思うんです。 

悪いのは梅さんです。母も意気地無しだった。できないって言えばよかったん 

です。  

はなこ； うららちゃん あなたのお母様に対する気持ちは分かるけど、あやめさんだっ 

て、すべてが自己犠牲じゃなかったと思うのよ。たぶん、そうするしかなかっ 

たんだし、また同時に、自分の気持ちから、そうしたかったのでしょうね。 

まさる； そう言うけど、母さん！ 

母さんは、じいちゃんをあっさり、グループホームに入れたよね。 

はなこ； そんな、あっさりじゃないわよ。あんたとパパと二人分の面倒はとても見切れないから、

おじいちゃまには、ホームに入っていただいたのよ。 

無理をして介護が中途半端になったり、私が倒れたりしたら、元も子もない 

ものね。 

 

あやめ； そうだったんだ。はなこさんも大変だったのね。 

 梅 ； はなこさんは、よくやっていたな。 

 

まさる； だから、母さんは、「近未来シニアライフ」とやらをめざしているんだな。 

はなこ； そうなの。自立と協働。それを私たち、具体的に、ひとつずつ実践していくの。 

忙しいのよ。まずは身辺整理からスタート。 

 

 梅 ； たいしたもんやねえ。うちらは身辺整理は人任せだったわね。 

あやめ； かあさん、はなこさんの話に感心するなら、まずは自立よ。わたしも何か始め 

ようっと。 

かあさんの認知症もすっかり治ったことだしね。冴えている梅さんのお世話はもういら



ないわね。 

このおはぎ、せっかくだから、全部、いただいていきましょ。 

 

＜梅さんとあやめさん、おはぎを懐にソファから立ち上がり、ゆっくり庭に消えていく＞ 

 

  

はなこ； あら？うららさん、もうおはぎ食べちゃったの？ 

まさる； 母さんのおはぎ、おれ、食べるの楽しみにしてたんだぞ！ 

うらら； え―っ あら、どうなったの？？？？     

 

 

 

 


