
よく分からずに困っている人たちがたくさんいることが見えてきました。そのお手伝いをしよう。それこそが

自分にできることだと思い起業しました。それが現在の私です。 

 

○知識と経験を活かして、社会の新たな価値づくりへ 

現在の私の仕事は NPO 法人の会計をサポートすることです。北海道 NPO サポートセンターという、北海道の

NPO法人やボランティア団体の運営を支援する団体で、経理事務の受託にも関わっています。このセンターは、

いわゆる中間支援を行う組織で、NPO と行政、あるいは NPO と市民のあいだに入ってその協働を実現させる活

動に取り組んでいます。センターでは 10 社以上の NPO 法人の会計をさまざまにサポートしています。会計ソ

フトの選び方から、NPO 法人会計基準に沿った決算書の作り方など、NPO 法人の会計上の課題解決のお手伝い

をしているのです。居宅介護サービスやデイサービス、グループホーム、介護予防のプログラムといった福祉

分野から、環境保護に関する NPO、あるいは地域起こしといった分野まで、法人の成り立ちや目的によって、

会計上の課題はさまざまです。私たちは、日常会計業務のサポートから期末決算処理のサポートまで、お客さ

まの希望に合わせた業務を行っています。会計にはその組織の活動のすべてが現れます。ですから会計サポー

トには、事業計画のコンサルティングの一面もあって、難しいところです。利用者さまからは、プロの助けを

受ける安心に加えて、プロの目が入ることが外部に対して団体の信頼を担保する効果がある、といった声をい

ただいています。今年（2018 年）9 月の北海道胆振東部地震では、翌日にいちはやく基金を立ち上げて寄付金

を募ったほか、すぐに現地に入って被災した方々を助けました。 

やりがいをもって仕事をしているものの、個人事業主としての私はまだ３期目。仕事の仕方をさらにさまざ

ま模索中です。結婚を機に一度仕事を離れた私は、夫の転勤と共にいろんなまちで暮らしながら、その時点で

できる仕事をなんとか見つけてきました。ゆっくりではあってもステップアップを重ねてきたこうした経験の

上に、ソーシャルビジネスという、これからの社会に重要な意味をもつ分野と出会うことができました。そし

てそのフィールドでいま、自分の知識や経験を活かすことができています。ここにたどり着いた、というのが

正直なところです。いまの自分を、ここからさらに充実させていきたいと思っています。 

皆さんもこれからの人生で、失望したり気力を削がれるようなことが必ずあるでしょう。でも、たとえ立ち

止まったり回り道を強いられても、それはムダなことではありません。どんなことでもその経験が、必ず次の

ステップへの糧になります。自分の経験から、私はそのことを皆さんに自信をもって言うことができます。で

すからどうぞ、後悔しないように思い切っていろんな経験を積んでください。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎老田 よし江 氏（平成 8 年商学科卒／株式会社フェニックスサポート代表取締役） 

「その一歩を踏み出す勇気 〜日本を飛び出してたくましく過ごしたアメリカ生活から現在まで〜」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○窮屈な日本を飛び出したい！  

商大時代の私は、いまの私から見ると根性無しで遊んでばかりいる学生でした。アルバイトもしましたが、

大学も好きだったので、授業にはちゃんと出ていました。第二外国語はスペイン語で、こちらも好きになりま

した。３年生の夏休みに、スペイン西部のサラマンカという歴史あるまちのサラマンカ大学に短期留学しまし

た。女子３人でひと月間学んだのです。 

就活は、いわゆる氷河期と言われた時代で苦戦しました。特に女子は厳しかったのです。まわりは金融やメ

ーカー志望が多かったのですが、私はマスコミとアパレルのふたつに絞りました。最終面接まで進んでもそこ

で落とされることが何度もあり、あとで伝え聞くとそういうところは初めから男子しか採るつもりがなかった、

などということがありました。私は STV（札幌テレビ放送）系列の制作会社でアルバイトをしていたのですが、



その会社からうちで働かないか、と声をかけていただきました。迷わずハイ、と答えました。テレビの番組制

作の現場が好きだったのです。制作会社の新人は映像系の専門学校出身者が多かったので、ちょっと異色の存

在でした。４年生の９月からは、ゼミの日以外はもう出勤していました。仕事の内容は、タイムキーパーや編

集のアシスタントなど。やりたい仕事を得て、楽しく充実した毎日でした。ただ、拘束時間はとても長く、や

がて心身にムリがかかるようになりました。 

ある番組で出会った若手アナウンサーと結婚することになりました。仕事に追われる中で休みをとって、ふ

たりだけの結婚式をハワイで挙げたのですが、日本の窮屈な縦社会を抜けだしてふたりで触れたハワイの人々

は、とても伸びやかで自由な暮らしを楽しんでいるように見えました。うらやましくなった私たちは、日本を

出て海外で暮らそう！ と決めました。夫は将来有望な若手アナウンサーで、待遇も恵まれていましたから、

引き留める声はずいぶんありました。でも彼はそれを捨てることにしました。 

まず英語を鍛えるために、カナダのモホークカレッジという公立のコミュニティ・カレッジにふたりで１年

半ほど通いました。オンタリオ湖に面したまちで、ニューヨークにも比較的近かったので、何度もニューヨー

クに行ってみました。ニューヨークの街を歩くと、その活気や人の力に圧倒されて、絶対ここで何かしたい！ 

と思いました。よしニューヨークで暮らそう！ 私たちはそう決めました。 

帰国すると、どうしたらニューヨークで暮らせるか、さまざまに調べました。そしてニューヨークに進出し

ている日系企業で働くのが良い、と結論を出しました。ふたりで履歴書を出しまくって、その中から私は、

Nippan Daido というグロサリーストアに採用されました。食糧雑貨の卸や小売りをする企業で、60 名の応募

から正社員は１名だけ。アメリカには学生から高度な専門職まで、異なる分類ごとに 20 くらいもビザ（入国

査証）があります。私は弁護士にお願いして H-1B という就労ビザを申請しました。職務が求める分野の学士

以上の学位を持つ人などが対象のビザで、手続きには、大学の卒業証明書や成績証明書を英語で用意しなけれ

ばなりません。商大の事務局に頼んで出してもらいました。 

H-1B は専門知識が必要な分野のビザですから、私が商学部出身であることが有利に働いたと思います。対

して彼は教育学部で、しかも学生時代からアナウンサーになるつもりだったので教員免許も取っていませんで

した。だから私がまず採用されたようです。とりあえず私だけ行って、研修をはじめました。ビジネスアナリ

ストという肩書きで、総務や広報から経理まで、いろんなことを担当することになります。レジ打ちもしまし

た。やがて会社は、彼も働けるようにしてくれました。2001 年３月。こうして私たちのニューヨーク暮らしが

はじまりました。 

 

○9.11 のテロを身近で受けとめる 

ふたりのニューヨーク暮らしがはじまって半年ほどたった 2001 年９月 11 日。あの同時多発テロが起こりま

す。私たちがいたのは日本からの駐在員が多く住む住宅街で、事故現場からはかなり離れているので直接の被

害はなかったのですが、まったく信じられないほどの衝撃を受けました。札幌にいる母は取り乱したような電

話をかけてきました。もちろんアメリカの人々の衝撃は私たち以上で、パニック状態でした。 

一般にアメリカ人は愛国心が強くて家族を大切にします。つまり愛する者は自分たちの力で守るんだという

強い気持ちがあります。職場でもデスクまわりに家族の写真を並べる同僚が多くて、かつては家族を半ば鬱陶

（うっとう）しいものとして考えていた自分が恥ずかしくなったくらいでした。ニューヨークは人種の坩堝（る

つぼ）と言われます。基本的にみんな明るくフレンドリーです。でも何かことが起こると、突然人種の壁が立

ちはだかります。メキシコなどからの不法移民が問題になっていますが、メキシコ人は、清掃や力仕事など、

アメリカの大都市に必要な下働きの要員でもあり、彼らがいないと社会がまわりません。職場でもメキシコ人

が働いていて、私は第二外国語で学んだスペイン語をひさしぶりに使うことができました。 

３年目に私たちはコンドミニアムを買いました。自分たちの居場所をようやく自前で手に入れることができ



たのです。ここまで来るのにいろんな困難がありましたが、ひとつずつ乗り越えて、ニューヨークに念願のマ

イホームを持つことができました。ふたりとも逞しくなったものです。アメリカの医療保険はとても高いもの

ですが、保険がなければ病院はもちろん救急車を呼んでもびっくりするくらいのお金を取られます。私たちは

余裕がなかったので、実は保険に入っていませんでした。だから体調管理には日本にいたときの何倍も気を配

りました。大切なのはまず食生活。私はこの時代、栄養学を独学で一生懸命学びました。また「家庭の医学大

百科」を実家から送ってもらって、体の異変があるたびに必死に調べました。こうした経験がのちに生きてく

ることになります。 

 

○アメリカ永住権を獲得 

H-1B という就労ビザの期限は３年で、一度更新ができます。でもつまり最長で６年しか持ちません。私たち

は渡米してすぐ、永住権の申請をしていました。ここでもいろんな書類を日本から取り寄せなければなりませ

んでした。書類さえ揃えばほどなく審査を通るだろうと思っていたのですが、9.11 のテロ以降外国人の居住

はだんだん厳しくなりました。暮らしが落ち着いたころ、私は長男を出産しました。そして申請から５年目で、

私たちはようやく永住権（グリーンカード）を手にすることができました。私たちがいちばん欲しいものでし

た。国籍は日本のままで、選挙権はありませんが、転職ができます。そのほかアメリカ人とほぼ同じ市民生活

がおくれるのです。グリーンカードは 10 年に一度更新の手続きが必要になります。この時期、私たちは子ど

もとグリーンカードのふたつを手に入れることができました。私は子育てに専念するために退職しました。ア

メリカで生まれた子どもにはアメリカの市民権があります。国籍は日本とアメリカの二重国籍。永住権を手に

した夫は国連の日本政府代表部に転職しました。会計部門が職場で、彼はその後猛勉強を重ねて、難関の国際

公認会計士の資格を取ります。 

 

○帰国して未来のアスリートを応援したい！  

充実した毎日をおくっていた私たちですが、2014 年、帰国することになりました。当初は永住しようと思っ

ていたわけですが、まず私の実家の事情がありました。加えて、アメリカに外国人として暮らすうえでのスト

レスや子どもたちの将来への不安など、いろいろなことが貯まっていて、日本での仕事の目途もあったことか

ら、ここがひとつの潮時だな、と思ったのです。迷い悩む要素もたくさんありましたが直感で決めました。実

はその少し前に２軒目の家を買って引っ越していたのですが、幸い満足いく値段で売ることもできました。

2001 年の 3月 27 日にふたりでアメリカに渡り、2014 年の 3月 27 日、今度は家族４人でアメリカを去ります。

丸 13 年のアメリカ暮らしでした。 

若い二人は当初、ニューヨークで何かを成し遂げたい！ と思っていました。帰国のとき、その成果はまだ

あがっていませんでした。でもいま思うと、この 13 年は私たちにとってかけがえのない大切なプロセスだっ

たと思います。要領だけ良くて根性無しだった自分は、いろんな困難をひとつひとつ解決しながらニューヨー

クで暮らすことで、苦労を苦労と思わないように強くなりました。一度きりの人生なんだから精いっぱい自分

らしく生きよう、と考えられるようになりました。日本が嫌で逃げるようにアメリカに行った私を、アメリカ

はひとりの人間として鍛えてくれたのです。 

ジョン・F・ケネディ国際空港を飛び立って眼下にニューヨークを一望したとき、長男がこう言いました。

「ママ、僕は大きくなったら野球選手になりたい。そしてニューヨークに戻ってくる！」それは彼が強い意志

で自分の夢を語った初めての瞬間でした。その夢を本当に実現させるには途方もない努力や幸運が必要でしょ

うが、そのプロセスが彼を強い人間にしてくれるはず。親としてこの思いを支えていこう。私は強くそう思い

ました。それは、自分の未来への扉が見えた瞬間でもありました。 

この年の春、楽天イーグルスにいた田中将大投手は、私たちと入れ替わるようにニューヨークに渡りました。



その後ニュースで、田中投手の奥さま里田まいさんがアスリートフードマイスター３級の資格を取ったと聞き

ました。なるほど、アスリートのための食事学があるんだと知って、がぜん興味がわきました。アスリートフ

ードマイスターとは、アスリートのパフォーマンスを高めるために最適な食のプログラムを提供する専門家で

す。40 代の受験勉強ですが持ち前の集中力で３級、そして２級を取りました。その上の１級を取ると、オリン

ピックに出るトップアスリートにも関わることができます。１級は北海道では 2 人、全国でも 36 人しかいま

せん（2018 年 11 月）。管理栄養士レベルの知識が求められる１級資格を取るには東京でしか学べないので、私

は毎週末に東京に通って、難試験をこれも１発で合格。理解してくれる家族のためにも、絶対に一発で合格す

るぞ、と覚悟を決めて猛勉強したのでした。 

この資格を得てからは、市民講座で食生活の講義をしたり、スポーツに関するシンポジウムでパネリストを

務めたり、ラジオに出演したりと、自分の世界がにわかに広がりました。お弁当屋さんと協働で、私の監修に

よるアスリート弁当を開発したりもしました。強い体を作るための栄養バランスにこだわったお弁当です。長

男は成長期ど真ん中の小学校６年生ですが、私は彼を野球体型するための食事づくりに取り組み（平日の夜と

週末の食事）、この半年で無理なく 15 ㎏大きくすることに成功しました。これには私自身びっくりです。 

またメンタルビジョントレーニング ・インストラクターの資格も取りました。これは視覚機能を高めるビ

ジョントレーニングと、メンタルをコントロールする力を高めるメンタルトレーンングを融合させたもので、

パフォーマンスの向上や脳の活性化を図り、メンタル面の強さを育むことができます。北海道でこの資格を持

っているのはまだ私ひとりなので、メディアなどからの問い合わせもあります。 

そして私は今年（2018 年）の 10 月、（株）フェニックスサポートという会社を立ちあげました。事業の柱は

3 つ。まずアスリートフードマイスターとして関わる「食」の分野。つぎにメンタルビジョントレーニング の

知見を提供する「心と眼」の分野。３つ目が、先日オープンさせた室内練習場を使ったスポーツ「環境」の分

野です。石狩の志美（しび）に冬でも野球などの練習ができる全天候型の練習場を作ったのです。きっかけは、

野球に打ち込む 2 人の息子たちを応援したいという親の目線にありました。この会社の事業目的は、北海道で

未来のアスリートを応援すること。帰国して 4 年。困難はありましたが、ここまで何とかなった、というとこ

ろです。 

実は昨年（2017 年）、グリーンカード（アメリカ永住権）の更新の時期が来ました（10 年ごと）。でも私た

ち夫婦は更新しませんでした。いま大切なのはそれではない、と思ったからです。あんなに欲しくて欲しくて

たまらなかったグリーンカードでしたが、いまは違う。若い私は自由の国アメリカに憧れて、ニューヨークで

何ごとかを成し遂げるぞ！と思っていました。でも結果として、これだ、という何かを手にする前に故郷に帰

ることになりました。けれども後悔はしていません。アメリカでの 13 年があったからこそ、未来のアスリー

トたちを科学的に応援するという、いまの自分のミッションにたどり着いたからです。その進路を具体的に決

定づけたのは、ニューヨークを去る飛行機の中で長男が言った、「僕は野球選手になってニューヨークに帰っ

てきたい！」という言葉でした。 

嫌で飛び出した日本でしたが、アメリカから見る日本はほんとうに美しくてすばらしい国でした。そんなこ

とに気づく自分になれたのも、アメリカでの生活体験のたまものでした。皆さんにもきっと、いま学生である

自分が全く想像もつかない未来が待っています。遊び歩いていた学生時代、近い将来アメリカで暮らすことに

なるなんて、私は夢にも思っていませんでした。くじけそうになったり失敗することもあるでしょう。当たり

前です。人生が楽しくて簡単なことだけでできていたとしたら、逆に面白くないと思います。何ごとかに迷っ

たら、とにかく一歩前に踏み出してみてください。今日の私の話が、そのための参考になったら良いと思いま

す。 

 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎塩地 美澄 氏（平成 18 年経済学科卒／スペースクラフトエンタテインメント株式会社・タレント） 

「就活を控える大学生にこそ知ってほしい “より良く生きる為の終活”」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○「終活」から「就活」をスタートする 

2006 年、それまで元気に暮らしていた父が急に体調を崩し、なんといきなり余命半年という宣告を受けま

した。家族はただ驚き、うろたえるばかりでした。そうして父は逝ってしまいました。そのあとで私は、病と

闘っている父を前にして、死の準備を何もしてあげられなかったな、と思いました。最後に会っておきたい人、

思いを伝えたい人はいるか、どんなお葬式をしてどんな人に集まってほしいかといったことも、家族はちゃん

と話せませんでした。そして昨年（2017 年）、私は「終活」というものがあることを教えられ、とても興味を

引かれました。そこで勉強を始めて、夏には上級検定に合格しました。今日は、就活をはじめる皆さんにこそ

考えてほしい、終活のお話をします。実は終活をテーマにまとまって話をするのは今日が最初です。 

終活とは実は新しい言葉で、2009 年に週刊朝日が作ったと言われています。当初は人生の最後に向けて行

う準備のことでしたが、終活カウンセラー協会ではいま終活を、「人生の終焉を考えることを通じて自分を見

つめ、いまをより良く自分らしく生きる活動」と定義しています。終活と就活には、音韻以外にも共通点があ

ります。それはどちらも、「人生をより良く生きるためにすること」なのです。 

「活」がつく言葉はいま、ほかにもいろいろありますね。婚活、温活、腸活、美活—。でもこれらは、そのこ

とに興味をもった人が取り組むもの。対して終活は、100％すべての人に関わる問題です。だから「○○活」

の中でも、終活は別格のものと言えるでしょう。例えば日蓮宗の開祖である日蓮聖人には、「先（まず）、臨終

の事を習うて、後に他事を習うべし」という言葉があります。人生の最後を考えることなど、ふつうは避けて

いたいものですね。まして就活をはじめようとしている若い皆さんには、現実味が薄いことでしょう。でも私

は日蓮が説いたように、「まず人生の終わりについてしっかり考えることこそが、いまこれからをより良く生

きることにつながる」、ということを皆さんに考えてみてほしいのです。 

といってもやはり皆さんにピンとこないと思います。では私は皆さんにこう質問します。「そもそもなぜ就

職して、働くの？」、と。みんながするから？ とりあえず働くことが必要だから？ 私も就活をしているとき

はそんな感じでした。でもいまなら私はこう言えます。「人生をより良く生きるために働くのです」、と。 

 

○死が個人のことになっていく時代に 

終活が議論されるようになった背景を考えてみましょう。ご存知のようにいまの日本は世界有数の高齢社会

で、しかも人口が減っています。平成 27 年の高齢化白書によれば男性の平均寿命は 80．98歳で、女性は 87．

14 歳。健康寿命は男性 72 .14 歳に対して女性は 74.79 歳。自分だけでは暮らせずに誰かのお世話にならなけ

ればならない年数は平均して、男性では 8.84 年、女性では 12.35 年にも及びます。ちなみに WHO や国連によ

る「高齢化社会」の定義は、65 歳以上の人口の割合が総人口の７％以上ある社会。これが 14％を超えると「高

齢社会」で、21％を超えると「超高齢社会」となります。65 歳以上の人口比のことを高齢化率と言いますが、

いまの日本は、それがなんと 27％。超高齢社会です。この割合は今後さらに増していき、2030 年の高齢化率

は 31％。2065 年には 38.4％にもなります。国民の 2.6 人にひとりが 65 歳以上になるのです（データは国立

社会保障・人口問題研究所「平成 27 年推計」より）。いま日本の総世帯数約 5340 万３千世帯のうち、ひとり

暮らし世帯は約 1841 万８千世帯で、全体の 34.5％。これが 2040 年には 39.3％、約４割にまで上昇します。

４割の国民がひとりで暮らし、そのうち 65 歳以上が 592 万 8 千世帯。北海道の全人口以上の数が単身世帯に

なるのです。少し前の 2011 年には。これは 457 万 7 千世帯でした。厚生労働省の「平成 29 年人口動態統計」

によれば、寿命を終える場所が病院なのかそれとも自宅なのか、という割合の比較は、1951 年では病院が 9.1％


