新しいことに
挑戦を続けて
若さを保とう

これからの日本経済、
そして私たちの暮らしとお金
─会計士のやさしいお金のお話─

平清盛とお金

〈第 4 回〉

貴金属などの
訪問押し買い詐欺
老後をイキイキ過ごす

一般社団法人全国信用金庫協会
社団法人全国労働金庫協会

寿司（すし）
退職金にかかる税金
大学における
金融教育の実践授業

巻頭

日野原
重明

インタビュー

医学博士

駕籠のお代はいくらだった？
都道府県金融広報委員会 事務局員の活動紹介
金融広報アドバイザーの紹介

作文・小論文コンクールの審査結果

●題字
矢田勝美
●表紙イラスト オオノ・マユミ

１００歳を超えた今も
現役の医師として医療に携わりながら、
講演や執筆に精力的に取り組む
日野原重明先生。
現在も高齢者の
新しい生き方を提唱する
「新老人の会」の全国展開や
子どもたちに命の大切さを教える
「いのちの授業」など
その活動はさらに広がっています。
そんな日野原先生に幸せやお金観、
そして有意義に人生を過ごしていく
ヒントを伺いました。

年以上も前のことになりますが、そのと

える。解放されたのは韓国の金浦空港だった。
「もう

る病院の理事長室。ソファに腰掛け、寸暇を惜しむ

取材で訪れたのは日野原重明先生が理事長を務め

からの人生はいわば与 えられた人生。だから人のた

ろされ、解放された瞬間に私は決心しました。これ

示した北朝鮮に向かっていた飛行機。金浦空港で降

きのことは今でも鮮明に覚えています。犯人側が指

ようにインタビュー用の質問項目に目を通す日野原

め、社会のために身を捧げようと決めたのです」

と話す日野原先生。その人生には大きな目的意識

が常にある。

人間ドック。終末期医療。
医療の世界で数多くの足跡を残す

１００歳を超えてなお、仕事を精力的に続けてい

年輪を重ね、さらにそれを増し続けている日野原先

誰も真似ることのできない重さがある。１００年の

日野原先生の口から出る人生という言葉。それは

く、その活力はいったいどこから来るのだろうか。そ

生。その人生は明治

年、父親が牧師を務める家族
れを考えていた矢先に、独特の柔和な笑顔が私たち

の次男として始まる。

ために使うか。それが大事だと思います」
そう言って日野原先生は自身の人生の転機となっ

日。当時現在の病院の内科部長

たハイジャック事件について語り始めた。
１９７０年３月

歳のとき。尿毒症にかかり重篤状

機内で起こったのが「よど号ハイジャック事件」であ

席のために旅客機「よど号」に搭乗していた。その

を工面しながら京都大学医学部に進む。在学中に当

その夢は変わることなく、貧しい生活の中で学費

年に念願の医

時、不治の病とされてきた結核に罹るなどの試練に

ことがきっかけだった。

態に陥った母を懸命に治療する医師の姿に感動した

道を志したのは

な生活を送ったという。そんな日野原先生が医学の

家族を支えていくには乏しく、子ども時代から質素

兄弟は６人。父親が牧師をしながら得る収入は大

44
る。日本では犯罪史上初となるハイジャック事 件。

だった日野原先生は、福岡で開催された内科学会出

10

「命も時間もお金も何のためにあるか。そして何の

に向けられた。

ジュールが日野原先生を待っている。

間をいただいて行われた。取材の後も分刻みのスケ

多忙さが窺われた。この取材は、毎朝の回診後に時

さんの書籍や資料が積まれていた。その様子からも

で最も忙しい１００歳の一人。テーブルの上にはたく

改めて紹介するまでもないが、日野原先生は日本

先生がそこにいた。

人生は与えられたもの。
だからこそ人や社会のために使う

40

直面するが、それを乗り越え、昭和
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30

そこで日野原先生は人質の一人となり、日本海を越

16

●日野原 重明（ひのはら・しげあき）
41

１９１１年山口県生まれ。 年京都帝国大 学医学部卒業。
年聖路加国 際病院内科医となり、院長を歴 任し現在、聖路加
国 際 病 院 理 事 長・同 名 誉 院 長、財団 法 人ライフ・プランニン
グ・センター理事長など。東 京 都 名 誉 都民、文 化 功 労 者、文
化勲章受章。
37

ということに凝縮している。だからこそ生きていく尊

持つ国とされています。私はここにこれからの日本が

どＧＮＨつまり『 私は幸 福 』という 意識を一番 多く

玉の歌に託された歌詞の意味を教える。歌に登場す

そこで日野原先生は野口雨情が作詞したシャボン

「ブータンはＧＮＰが高い国ではありません。けれ

内科医として日野原先生は予防医学の大切さを早

学ぶべき多くの課題があると考えています。ある程

るシャボン玉は、ただの泡ではなく、野口雨情の幼く

師としての人生をスタートした。

くから訴 え、私 立病 院 としては日 本 初 となる人間

度の医療。そして命をつないでいくべき食事。それが

して亡くした女の子の命を表現していると言われて

さがそこにある。

年に開設。終末期医療の普及にも尽

整っていれば、豊かな人生はお金の多さではない。そ

いると聞くと、子どもたちの表情は変わってくる。

くしてきた。

ドックを昭和

また地下鉄サリン事件が発生したときは、院長と

の意識改革が日本人に今こそ必要だと私は考えてい

るごとに若い世代へアドバイスを送っている。

子どもたちだけではない。日野原先生は機会があ

はいけないことを理解していく。

いく。と同時に、大切な命をいじめなどで傷つけて

者の切ない思いを子どもたちは歌う中でかみしめて

シャボン玉、それが吹く風で消えないように願う 作

ずさんで締めくくられる。空に向かって飛んでいく

そして授業は、いつもみんなでシャボン玉の歌を口

して６４０人もの被害者の受け入れを無制限に実施
ます」と日野原先生は話す。

子どもたちへ。そして若い世代に贈る
命と時間の使い方
日野原先生は数年前から小学生たちに命の大切さ
を教える『いのちの授業』を全国の小学校に出向い
て行っている。
そこで必ず 子どもたちに「 命はどこにあるのか」

勲章といった目に見えるものだけで得られるものでは

はとても大事なものです。けれどそれはお金や、家、

グジュベリが星の王子様で話している言葉です。幸福

いますが、命そのものではありません。他の内臓器

心臓は血液を体中に送る重要なポンプの役割をして

は心臓にあると答えます。けれどそれは違います。

「ほとんどの子どもたちは、自分の左胸を指し、命

なくない。そこには日本の学生にはない自立心が感じ

いため、教師側の都合での休講に異を唱える学生が少

ンで賄ってでも、自分自身が学びたいという姿勢が強

もクレームは出ないが、アメリカの大学では学費をロー

の違いだ。日本では講義が教師の都合で休講になって

そのときによく例に出すのがアメリカと日本の学生

ないと思うのです」と日野原先生は幸 福観について

官も同じです。授業を通じて子どもたちは、命は指

という質問をする。

話しはじめた。そこで紹介されたのはブータンの「Ｇ

られるという。若いうちは自分の可能性を伸ばす勉

では成長後の人生は何のために生きるべきなのだろ

さして見えるものでもなく、目に見えないものだとい

サンテグジュベリの『大切なものは目に見えない』と

うか。日野原先生の答えは「社会のため」
。難民や病

強への「投資」が大切だと日野原先生は訴える。

、つまり「国民総幸福量」を意
National Happiness
味し、１９７２年にブータンのジグミ・シンゲ・ワン

いう言葉を紹介し、命のほかに時間も目に見えない

うことを理解していきます。そしてここでも私は、

チュク国王が提唱した。ＧＮＰで示されるような物

が、それだけではなく、普段の生活をどうやって充実

気の人々などを支援していくことも大切なことである
目には見えない大切な命と時間。それは『生きる』

ことを話します」

視点がそこにある。

質的・金銭的には測れない精神的な豊かさを目指す

Ｎ Ｈ 」 とい う 考 え 方 だった。 Ｇ Ｎ Ｈ と は、 Gross

「
『大切なものは目に見えない』それは作家サンテ

「ＧＮＨ（国民総幸福量）
」に学ぶ
これからの豊かさの考え方

は数多くの足跡を残している。

生によって名づけられた。医療の世界で日野原先生

在は定着している「生活習慣病」の名称も日野原先

ことはマスコミでも大きく取り上げられた。さらに現

し、犠牲者をただ一人に食い止めることにつながった

29
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積もると笹の葉はその重みで俯き加減になるでしょ

支え、励ます大きな力になるのです。冬の間、雪が

しいことを嬉々として習い始める高齢者がたくさんい

う。しかし、やがて雪が溶け、春になれば笹の葉は

「この会では 歳を超えてからパソコンや詩吟など新

の関わりにつながり、社会のためになるのだという。
ます。私も 歳で俳句を始めました。ユダヤ人（オー

させるかも大切な命の使い方であり、それが他者へと

成 長 期は自 分のために。それ以降は他 者のため

75

に。そういった時間の使い方をしてほしい。そんな願

ストリア生まれ）の哲学者、マルチン・ブーバーの言葉

人も同じはずです」

力強い生命力を発揮し、上へ上へと伸びていきます。

日 野 原 先 生 は インタ ビューの 終 わ り に 自 身 の

に『人は創めることを忘れない限り、いつまでも老い

いを日野原先生は
代に託している。

来たりなば春遠からじ”の思いを込めました。阪神

３つめのモットーにある『耐える』
。そこには“冬

るべき仕事がある。そのために日野原先生は今日も

関所、つまり通過点に過ぎないという。まだまだや

日野原先生にとって１００歳とはゴールではなく、

１００歳の心境を関所にたとえて話してくれた。

大震災を耐え抜いた人々が、昨年の東日本大震災の

に挑む限り、人は老いないことを実感しています。

インタビューの話題は高齢者に移る。第２の人生、

生きる。

インタビュー

日野原重明

支援に大きく活躍しています。耐えることは、人を

１００歳はゴールではなく、通過点。
今日も何かを始めよう

ない』とあります。その名言の通り、私も新しいこと

歳の子どもたちのような若い世

98

あるいは第３の人生を送る人々に対してのお金の使い
方をアドバイスしてくれた。
「世界的な視野で見ると日本の高齢者はお金を預貯
金としてたくさん持っています。そのお金は使ってこ
そ、意味があるのです。もしもより健康で安心でき
る生活を考 えるなら、質の高い老人ホームのために
使うという方法もあるでしょう。さらにそれだけで
はなく、できるだけ医療や福祉、文化など世の中の
役に立つことに使ってほしいと思っています」
日野原先生は数年前から「新老人の会」を発足さ
せ、その普及にも精力的に取り組んでいる。老人と
言えば一般的には
「老化」という負のイメージがある。
しかし、この会では老のイメージを英 語の「 elder
」
に近い尊敬と捉えている。そして尊敬に値する老人
はじ

として生きていくために、この会では（１）愛し愛さ
れること（２）創めること（３）耐えることの３つの
モットーを挙げている。
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