
長寿社会への不安と覚悟

細井　伸二（生命保険業）

№ 2 1   2 0 2 2 ・ 1 ・ 1 1

　「人生100年時代」の到来と言われるよう

に、日本人の平均寿命は年々伸長し、今後も

延伸していくであろう超長寿社会である。

　長生きは、昔からおめでたいことである。

だからこそ、長寿には「寿」という漢字が使

われている。しかし、その長寿社会に対して、

生命保険文化センターの調査によると、60

歳以上の回答者で、約半数の人が「希望より

不安が大きい」と回答。「希望の方が大きい」

との回答はわずか１割程度。

　不安の内訳を見ると、「体の機能低下」「判断

能力の低下」への不安が大きい。私は既に低下

傾向ですが・・・「体の機能低下」や「判断能

力の低下」は自立した生活から、周囲の支援や

介護が必要になる状態へのきっかけになる。

　それにしても、今や老後といわれる期間は

20年あまりにも及ぶ。我々保険会社が1980

年代に「人生80年代の生活設計」などとし

て老後準備の必要性を訴求していた頃は、こ

の期間は数年から10年ほど。現在も10年程

度のつもりでいたら、ほぼ倍になっているの

である。まったく驚きである。

　老後といっても、就労継続したり、趣味、

ボランティアなど活動的に過ごす時期もある

し、健康を崩して、入院等の治療が必要になっ

たり、支援や介護が必要な時期もある。それ

らの時期は明確に分離しているわけでもなく、

心身の状態は個人差が大きく「いつ」という

年齢によって区切ることもできず厄介である。

　そうは言っても、時の経過とともに支援や

介護が必要になっていく比重が大きくなるな

かで、改めて、日常的な資金管理も含め、誰と、

どこで、どのように生活基盤を築くのか等を

考えなければならなくなる。その判断をする

のは自分自身とは限らない。個人的にはここ

が一番難しいポイントになる・・・すなわち

　いつか、自分以外の誰かに、自分に関する

様々な判断をゆだね、それを受け入れる覚悟

をもたなければならない。

　皆さんの覚悟はいかがですか。



　一昨年の９月に歴史

と伝統ある水戸ロータ

リークラブに入会させ

ていただきました篠田

です。新年最初の卓話

をさせていただくこと、

また自分のこれまでの

人生の振り返る機会を

与えていただいたこと

をとても光栄に感じています。

　私は、1974年（昭和49年）水戸市生まれの

47歳。家族は妻と高３と中３の娘がいます。飼

い犬のトイプードルが家族を癒してくれています。

　私は、男三人兄弟の末っ子として生まれまし

た。兄たちとは少し年が離れていて、幼いころは

とても可愛がってくれたそうですが、記憶があり

ません（笑）実家の隣が事務所兼倉庫でしたので、

小学生の頃は会社が遊び場でした。ちょっと見た

目が怖いドライバーさん達ですが、私には優しく

キャッチボールやサッカーをしたのを覚えていま

す。仕分けの時は倉庫に山積みされた商品があっ

という間に仕分けされトラックに積み込まれます。

【働く大人はカッコイイ】と憧れました。

　高校は茨城高校に進学しました。自由な校風

で面白い仲間が沢山いました。学校生活も面白

かったのですが、働く大人に憧れていた私はア

ルバイトに夢中になりました。【早く働いて社

会に出たい】と将来の自分の人生・職業につい

て考え【カフェのオーナーになる】という目標

を立てます。飲食店のことを何も知らない高校

生ですが夢ではなく目標になった途端、現実味

が出てきます。まずは何からスタートすれば良

いか？経営の勉強、実務経験、美味しい料理を

提供したい。洒落たお店ならお客さんを集めら

れる？と考え、東京のビジネス系の専門学校に

通いながらアルバイトで実務経験を積むという

道を考え、実際に上京と同時に飲食店の厨房で

バイトをはじめます。２年間その店で働き、水

戸に帰り洋風居酒屋でバイトをはじめます。私

の社会人のスタートはフリーターでした。その

後イタリアンレストランで社員として働きます。

充実していましたが、すぐに状況が変わります。

経営に悩んだシェフがアルコール依存症になっ

たのです。包丁が飛んできたり、お客様に暴言

を吐くなど、どんどんエスカレートしました。

そして私にも限界が来ます。無断欠勤しそのま

ま退職。次のお店ではシェフが脳梗塞で入院し、

自分が目標としていた飲食店のリスク・難しさ

も痛感します。このままでは先が見えず独立ど

ころではありません。結婚し家族を養うという

ことを考えるととても不安になり悩みました。

　ちょうどその時、母から『家の仕事を手伝っ

てくれないか？』と相談がありました。

　悩みましたが家業を継ぐことを決意します。

私はグループ会社に配属となりメンテナンスの

業務につきます。ウォシュレットや給湯器の修

理、クレーム対応などの仕事です。料理とは全

く違いますが「お客様に喜んでいただく」こと

は一緒だと感じました。

　会社に入ってからも様々な課題に直面しまし

たが、自分で決めた事です。『いい会社にする』

という目標を立て、一つずつ課題解決の手段を

探り、一歩ずつ行動してきたつもりです。何と

か会社の状態も良くなってきました。2015年

からは国際ロジテックも兼任し、同じように課

題に向き合い、一歩ずつ進んできています。

　学生時代から初詣でお願いしていることがあ

ります。「後悔しない一年でありますように」

これは【自分との約束】です。やると決めたこ

とを、小さな一歩でも良いから踏み出し、必ず

実行に移そうと思って続けています。

　会社経営に悩みは尽きませんが、様々な人と

の出会いがあって、今の自分がいます。

　一緒に悩み、考え、行動してくれた社員や支

えてくれる家族がいます。

　商工会議所青年部では同年代の経営者に悩み

を打ち明け一緒に学ぶ機会がありました。

　関わってくれたすべての人に、感謝を忘れず

にいたいと思います。そして水戸ロータリーク

ラブでの出会いにも感謝します。RC の活動を

通じ少しでも社会貢献できればと考えています。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い

いたします。

【卓　話】 仕事と私～迷いながらも一歩ずつ 篠田　吉孝�会員（道路輸送）



◇ 会長の時間

岡﨑会長

　皆さん、あけましておめでとうございます。

　ロータリー年度後半が始まり、いよいよ活動

開始かと考えておりましたが、オミクロン株の

影響でかなり感染者数が増えてまいりました。

状況を見守りつつ、活動を行いたいと思います。

　さっそくですが、本日、例会後に水戸市との

「経済的に恵まれない子どもたちへの支援する

協定」を結んでまいります。

　また、ベトナムのアンさんから、過去の国際

奉仕に関係した会員宛、近況報告が届いており

ます。ベトナムでもオミクロン株により行動制

限が復活したようですが、９月の中秋祭にはま

た水戸ロータリークラブの皆さんと会いたいと

記載がありました。

　本日は話題が数多くございます。配布され

ました第2820地区「月信１月号」、4ページに

岡崎藤麿パストガバナーについて掲載されて

います。日本のロータリークラブ100年を記念

し、100年の歴史で活躍した100人のロータリ

アンに選出されたそうです。「心身障害児者の

中核施設を開設し、障害者福祉の向上に尽力。

I�serve主義を頑固に貫き、「ありがとうロータ

リー」と常に語っていらっしゃった。」そうです。

　岡崎パストガバナーが勤務した心身障害児・

者の中核施設は現在の県立あすなろの郷病院で

すが、1972年に閉院した外科岡崎病院は昔の

伊勢甚東口、現在の水戸京成百貨店、ルイヴィ

トンの千波湖側にあったそうです。給与の全額

を寄進し職員教育の基金をつくられたとのこと

です。執筆いただきました井上パストガバナー、

すばらしい情報をありがとうございました。

◇ 出席報告

成田副委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

122名 97名 25名 81.51%

（内Zoom出席９名）

前週訂正出席率　87.61%

◇ 会員メークアップ

12/22� 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

12/29� 北海道2500ＲＥＣ　原口　哲也

◇ にこにこＢＯＸ

� 鈴木（勝）委員長

白田会員……本年もよろしくお願いいたします。

高沢会員……あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。今年こそ

はコロナがなんとかなりますように。

清水会員・安（隆）会員……あけましておめでと

うございます。

八文字会員・片岡会員・香嶋会員・黒田会員・

小宅会員・川﨑（隆）会員・渡辺（孝）会員・

工藤会員……今年もよろしくお願い致します。

小泉会員・鎌倉会員・本島会員・海野会員・

中庭会員・小原会員……新年おめでとうござ

います。今年もよろしくお願いします。

二川会員……明けましておめでとうございます。

寅年ですので阪神優勝目指して。

藤田会員……今年も宜しくお願いします。寅年

万歳！

大崎会員……今年も宜しくお願いします。１月

13日水戸北口店が閉店となります。永らく

のご愛顧ありがとうございました。

篠田会員……本日イニシエーションスピーチで

す。よろしくお願いします。

関根会員……篠田さん、卓話頑張って下さい !!

大関会員……二川さん先日ご馳走様でした。

小林会員……今年もよろしく。誕生日ありがとう。

内藤会員……本年もよろしくお願い致します。

誕生日プレゼント大変ありがとうございました。

川﨑（洋）会員・髙原会員・松井会員……誕生日

のお祝い有難うございました。

荒川会員……新年おめでとうございます。誕生

祝もありがとうございます。

富田会員……嬉し恥ずかし誕生日。お祝いあり

がとうございます。

内田会員……妻の誕生祝いありがとうございま

した。今年も宜しくお願い致します。

谷川会員……妻と私の誕生祝ありがとうござい

ました。ウイルス感染が早期に終息し、明る

１月第２例会 司会　川﨑（隆）会員例 会 報 告



い年になります様期待致します。

小櫃会員・沼田（元）会員・久保田会員・沼田（邦）

会員……妻の誕生祝ありがとうございます。

本日の合計 37件 210,000円

◇ 財団ＢＯＸ

荻原　　武会員……財団の友献金

（第７回）＄100　11,500円（累計 ＄3,700）

篠﨑　和則会員……財団の友献金

（第４回）＄100　11,500円（累計 ＄2,400）

川﨑　隆一会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第６回）＄100　11,500円（累計� ＄600）

この計 ３件 34,500円

◇ 米山ＢＯＸ

川﨑　隆一会員……準米山功労者献金

（第６回）　10,000円� （累計　60,000円）

関根　貴雄会員……準米山功労者献金

（第４回）　10,000円� （累計　40,000円）

海野　勝人会員……準米山功労者献金

（第１回）　10,000円� （累計　40,000円）

この計 ３件 30,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．大野治夫ガバナーエレクト事務所からのご

案内

　・地区チーム研修セミナー

　　と　き　３月20日㈰

　　出席者　次年度地区役員、地区総括委員長、

　　　　　　地区委員の方々

　・会長エレクト研修セミナー

　　と　き　４月９日㈯

　　出席者　川名信博会長エレクト、

　　　　　　大久保ガバナーノミニー、

　　　　　　次年度地区役員、地区総括委員長

　・地区研修・協議会

　　と　き　４月24日㈰

　　出席者　次年度会長、幹事、会長エレクト、

　　　　　　副会長及び理事、次年度地区役員、

　　　　　　地区総括委員長、

　　　　　　関係地区委員長・委員

＊次年度の関係会員の方々は、ご予定をお願

い致します。

◇ １月定例理事会報告

日時　１月11日㈫　11：30～12：00

場所　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸

議題１）2022～2023年度地区委員の推薦について

　　２）新年例会について

　　３）下期会費について

　　４）ロータリーを楽しむ会について

　　５）１月・２月例会プログラムについて

　　６）会計報告

例　会　予　告

� 於　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸
１月２５日（火）
―�イニシエーションスピーチ�―
卓話「私の座右の銘について」
� 奥野　康作�会員

２月　１日（火）
―�イニシエーションスピーチ�―
� 富田　敬子�会員

２月　８日（火）
―�イニシエーションスピーチ�―
� 中條　太志�会員

週報担当　長野　久嗣�委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

＜会員からの俳句・短歌・川柳＞

◇ 今週の俳句

書初めは　ネット画面で　なぞるだけ
� 照沼　重輝

霜柱　地球の黒き　皮を剥ぐ
� 北島　風鳶

◇ 今週の短歌

メンバーの　笑顔輝く　年初め

� 例会場に　凛たる空気
� 牧　　厚志


