
 

垂水区医療介護サポートセンター・NPO 法人エナガの会  

市民フォーラム パート 8 

幸せな人生を送るために 

～私たちが支えます～ 

市民フォーラム・プログラム 
日時： 2018 年 11 月 25 日（日） １3：30～（受付開始 13：00～） 

場所： 神戸市立垂水勤労市民センター レバンテホール 

13:30～ 開会挨拶 
垂水区医師会 会長  垂水区医療介護サポートセンター センター長 

NPO 法人エナガの会 代表理事 

               中村治正さん 

13:45～ 劇と講座 

「裕次郎さんと家族の選択」 
あなたならどうする？明るい老後を過ごすために 

 

15:45～ 閉会挨拶 
 

※フラッシュを使った撮影は他の方のご迷惑となりますのでご遠慮ください 

※誠に申し訳ありませんが録画・録音はお断りさせていただきます 

※アンケートのご記入にご協力お願いいたします 

※記録のため、スタッフが録画・撮影を行います。ご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共催：垂水区医療介護サポートセンター・NPO 法人エナガの会 

後援：兵庫県医師会 垂水区医師会 垂水区歯科医師会 垂水区薬剤師会 兵庫県歯科衛生士会 

兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会垂水支部 兵庫県栄養士会  

神戸市リハ職種地域支援協議会 神戸市ケアマネジャー連絡会 兵庫県社会福祉士会 

神戸市シルバーサービス事業者連絡会 神戸市老人福祉施設連盟 

神戸市介護老人保健施設協会 垂水区 垂水消防署 垂水区社会福祉協議会 



登場人物一覧 

  石ケ原裕次郎  久次米健市 （くじめ内科（長田区）/医師） 

  石ケ原かね子  三善敬子  （佐野記念アットホーム/ケアマネジャー） 

  裕次郎娘  内田志緒利 （西区医療介護サポートセンターコーディネーター/看護師） 

  ヨシ子  久次米健市 （くじめ内科（長田区）/医師） 

 

  かね子兄  林肇英  （桃山台ふれあいのまちづくり協議会/委員長） 

  かね子弟  本多章浩  （垂水区保健福祉部/部長） 

 

  司会   常深裕司  （デイサービス福田彩樹の家/介護士） 

  専門家  勢力吉廣  （せいりき薬局/薬剤師） 

 

  警察官  有馬克彦  （垂水警察署/警察官） 

  民生委員  真鍋ひろ子 （認知症初期集中支援担当コーディネーター/看護師） 

 

  謎の男  北畠啓成  （池垣クリニック/ケアマネジャー） 

  詐欺の男  藤井孝明  （垂水区保健福祉部健康福祉課/課長） 

  電気屋  久井亮  （ドマーニ神戸/社会福祉士） 

  不動産屋  貝吹直輝  （神戸掖済会病院/社会福祉士） 

  銀行員  松崎洋子  （認知症初期集中支援担当コーディネーター/保健師） 

  銀行主任  大上信幸  （名谷すみれ苑/社会福祉士） 

  支店長  竹森正幸  （竹森レディースクリニック・医師） 

 

  地域包括  林由美子  （桃山台あんしんすこやかセンター/主任ケアマネジャー） 

  鈴木さん  田口雅史  （田口歯科医院/歯科医師） 

  支援員  喜田桃世  （垂水区社会福祉協議会/生活支援コーディネーター） 

  社協職員  森田晃世  （垂水区社会福祉協議会/地域支援課長） 

  薬剤師 A  山本智史  （垂水誠貫堂薬局/薬剤師） 

 

  弁護士 A  堅正憲一郎 （堅正憲一郎法律事務所/弁護士） 

  助手１  高岡健志  （居宅介護支援まにまに/ケアマネジャー） 

  助手２  宅美伸哉  （NPO法人エナガの会/社会福祉士） 

  弁護士 B  春藤泰之  （春藤歯科医院/歯科医師） 

 

  医師 A  森田瑞穂  （神戸医療センター（須磨区）/医師） 

  看護師 A  髙部道代  （神戸掖済会病院/看護師） 

  MSW  貝吹直輝  （神戸掖済会病院/社会福祉士） 

  



  佐藤さん  近藤明徳  （こんどう歯科/歯科医師） 

  佐藤妻  中島久美子 （名谷すみれ苑/ケアマネジャー） 

  佐藤さん長女  楠本美香  （舞子すみれ園/社会福祉士） 

  佐藤さん次女  小林貴子  （垂水区社会福祉協議会/地域福祉ネットワーカー） 

  佐藤さん三女  玉置悦子  （スマイル・ライフ/ケアマネジャー） 

 

  救急隊１  平石明彦  （垂水消防署/救急係長） 

  救急隊２  畑下知之  （垂水消防署/救急隊長） 

  救急隊３  中尾悠人  （垂水消防署/救急隊員） 

 

  医師Ｂ  百道敏久  （名谷すみれ苑/医師） 

  看護師Ｂ  粟田宮子  （西部しあわせ訪問看護ステーション/看護師） 

  ケアマネジャー 菅野由紀子 （スマイル・ライフ/ケアマネジャー） 

 

  医師Ｃ  中村治正  （なかむらクリニック/医師） 

  医師D  三浦正樹  （三浦内科/医師） 

  医師 F  花田進  （花田神経内科クリニック/医師） 

 

  訪問看護C  重久裕美子 （西部しあわせ訪問看護ステーション/看護師） 

  薬剤師Ｂ  遠藤陽子  （光和調剤薬局/薬剤師） 

  栄養士  上野樹世  （兵庫県栄養士会/管理栄養士） 

  理学療法士  戎智史  （名谷病院/理学療法士） 

  天使１  井沢京平  （眼科京平アイクリニック/医師） 

  天使２  金田永子  （西部しあわせ訪問看護ステーション/看護師） 

  天使３  中澤早織  （垂水区医療介護サポートセンターコーディネーター/看護師） 

 

  上田さん  須賀紀子  （垂水名谷あんしんすこやかセンター/看護師） 

  上田さん長男  北畠啓成  （池垣クリニック/ケアマネジャー） 

  上田さん長男妻 佐藤篤子  （垂水中央薬局/薬剤師） 

 

  医師G  藤井芳夫  （藤井内科クリニック/医師） 

  看護師D  山下ゆかり （すすむ会訪問看護ステーション/看護師） 

  作業療法士  上田乃輔  （名谷病院/作業療法士） 

  ヘルパーＢ  荏開津可奈 （ケアサービスしらゆり/ケアマネジャー） 

  歯科医師  神尾雅之  （かみお歯科医院/歯科医師） 

  歯科衛生士  原田さとみ （兵庫県歯科衛生士会/歯科衛生士） 

  医師H  尾島知成  （おじま眼科クリニック/医師） 

  介護タクシー１ 鈴木健太郎 （サニーサイドすず/所長） 

  介護タクシー２ 厚東哲治  （めぐみ調剤薬局/薬剤師） 

 

  医師Ｉ  相原浩輝  （あいはら子どもクリニック/医師） 

  行政担当者  古川真里  （垂水保健センター/保健師） 

  医師Ｊ  鈴木壽彦  （すずき脳神経外科/認知症クリニック/医師） 

  



◆制作スタッフ◆                                       

  総合責任者  中村治正  （なかむらクリニック/医師） 

  劇監督  山本哲也  （垂水区医療介護サポートセンターコーディネーター/薬剤師） 

  演技指導  清水弘喜  （フォレストケア/ケアマネジャー） 

  脚本   木村和弘  （NPO法人エナガの会/社会福祉士） 

  楽曲作成  相原浩輝  （あいはら子どもクリニック/医師） 

  総合司会  中澤早織  （垂水区医療介護サポートセンターコーディネーター/看護師） 

 

  楽器演奏（開演前） 廣元由香里 （駅クオール薬局 JR垂水店/薬剤師） 

   春藤泰之  （春藤歯科医院/歯科医師） 

 

＜舞台効果スタッフ＞ 

  音響   木村和弘  （NPO法人エナガの会/社会福祉士） 

  スライド製作  山本哲也  （垂水区在宅医療/介護連携支援センター/薬剤師） 

 

＜舞台装置スタッフ＞ 

  大道具・小道具 清水弘喜  （フォレストケア/ケアマネジャー） 

     出演者の皆様 

 

＜記録：ビデオ撮影＞ 

  カメラ撮影  斎藤優子  （フタツカ薬局/薬剤師） 

 

<取材・協力> 

  神戸市社会福祉協議会 

   こうべ安心サポートセンター 神戸市成年後見支援センター 

    センター長 石古恵子（社会福祉士） 

   こうべ安心サポートセンター 事業推進課 

    相談支援担当課長 松木かおり（社会福祉士） 

 

今までの劇の記録 

 2013 年 2月 16日（土）  裕次郎さんの退院 

 2013 年 10月 26 日（土） 裕次郎さんの介護予防 

 2014 年 8月 31日（日）  裕次郎さん認知症サポーターになる 

 2015 年 11月 1日（日）  裕次郎さんの終活！～幸せに最期を迎えるための 5か条～ 

 2016 年 9月 22日（木）  裕次郎さんの施設見学！ 

    ～終の棲家を考えよう、もっと、ずっと、大切なくらしを続けるために～ 

 2017 年 11月 26 日（日） 裕次郎さんのまちづくり宣言 

    ～認知症の人にやさしいまち！ ３つの提案～ 

 

※過去の動画は以下のサイトから見ることができます。 

https:// enaganokai.org/movie/ 
エナガの会 動画 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW7YWK4dfeAhVQat4KHWwODJkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sharots.com%2Fsozai%2Fkensaku.html&psig=AOvVaw3SmxkcCyONgCZNmdyFgWgu&ust=1542418029816516

