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アンニョンハシムニカ（こんにちは） 

共生福祉財団の名誉会長の尹基です。まず第9回国際社会福祉セミナーに参加してくだ

さった韓国と日本のみなさまに心より感謝申し上げます。 
 
 子を産んで育てるまでは良かったものの、年をとると荷物になってしまう。人生 90
年という時代を迎え、だれもが自分自身の老後に不安を感じております。このような不

安を解消するために日本政府は､高齢者の自立支援という理念のもと、いつでも、どこ

でも、誰もが高齢者福祉サービスを選択できる介護保険法を 1997 年に制定し、2000
年4月から実施してきました。お年寄りの世話することを家庭の責任から社会の責任へ

と変える介護保険法の導入は、福祉革命ともいえる大変革でした。保守的な政治家と企

業家、地方自治団体長の反対の中、介護保険法を実現させたことは、厚生労働省の官僚

と高齢社会をよくする女性の会の役割が大きかったと思います。 
 
「介護保険法が､高齢者福祉サービスにおいてどのような貢献をしたのか」 
「その問題点と改善点は何か」 
「家庭と女性の役割は、どう変わったのか」 
高齢社会の問題は単純な福祉だけでなく、保険、保育、介護、教育、労働、文化、環

境、都市の再生産などすべての分野にわたり、社会システムを作らなければならない国

家的な課題となっています。何故ならば、私たちの社会は長い歳月を経て、人生50年

の時代を基準に作られてきたからです。韓国でも､高齢社会基本法を準備しているとこ



ろです。 
 
私ども共生福祉財団は 1928 年、尹致浩伝道師がテントを張り、7 名の浮浪児と生活

をともにしたことがその始まりで、日本人の音楽教師、尹鶴子（田内千鶴子）がボラン

ティアで参加し、愛の共同体を作りました。その歩みは、まさにその時代のうつし絵で

もあります。 
 
1920 年代の孤児浮浪者の救済事業にはじまり､1930 年代は貧民学校運営を､そして

1940 年代帰還同胞救護事業､1950 年代戦争孤児救護事業､1960 年代戦争未亡人のため

の無料託児事業に続き､1970 年代には青少年のための職業訓練事業を､1980 年代は障

害者、浮浪者の福祉事業を､1990 年代になり､韓国の社会福祉士と福祉関係者に日本の

福祉現場を正しく理解していただく国際社会福祉研修を43回にわたり614名に実施し

てきました。そして 2000 年代は､韓国自願（ボランティア）福祉文化開発事業を実施

してまいりました。 
 
一方、日本では、夢、自立、文化というキーワードで在日韓国人高齢者福祉事業‐故

郷の家を運営しながら､済州道で開催した国際社会福祉セミナーも今年で第 9 回目を迎

えました。また韓国上映許可第一号となった映画「愛の黙示録」を製作し､韓国の日本

大衆文化開放のきっかけにもなりました｡これからも韓国の良いところを日本に伝え、

日本の良いところを韓国に伝えながら明るい社会を作るのに、みなさんとともに研究し

ていきたいと思います。このセミナーを通して韓日両国の長期療養比較が、韓国と日本

はもちろんアジアの良いモデルとなり、アジアの平和と友好増進に寄与する契機となれ

ば幸いです。 
 
もう一度、韓日・日韓両国から参加していただいたみなさまと貴重な発表をしてくだ

さる講師の先生方、そして準備してくださったみなさまに心から感謝申し上げます。 
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  照括馬淑艦猿?  

因持差走仙舘税 誤森噺舌 星奄脊艦陥. 酔識 薦9噺 厩薦紫噺差走室耕蟹拭 凧亜背 爽

重 廃厩引 析沙税 食君歳拭惟 遭宿生稽 姶紫研 球験艦陥. 

 

  焼戚研 該焼 徹酔澗 依精 疏紹走幻 蟹戚亜 級檎 像戚鞠壱 舷艦陥. 昔持 90 鰍戚虞

澗 獣企研 限戚馬食 乞砧亜 切重税 葛板拭 災照聖 汗晦壱 赤柔艦陥. 戚君廃 災照聖 

背社馬奄 是馬食 析沙舛採澗 壱敬切税 切験走据戚虞澗 戚割焼掘 情薦蟹, 嬢巨辞蟹, 

刊姥蟹亜 壱敬切 差走辞搾什研 識澱拝 呪 赤澗 鯵硲左蝿狛聖 1997 鰍拭 薦舛馬食 

2000 鰍 4 杉採斗 叔獣馬食 尽柔艦陥. 嬢牽重聖 左詞杷澗 析聖 亜舛税 奪績拭辞 紫噺

税 奪績生稽 郊荷澗 鯵硲左蝿狛税 亀脊精 差走舶誤戚蟹 陥硯蒸澗 掻推廃 析戚醸柔艦

陥. 左呪舛帖昔引 奄穣昔, 走号切帖舘舌税 鋼企亜錘汽 鯵硲左蝿狛聖 叔薄獣轍 依精 

板持葛疑失淫戟人 壱敬紫噺研 疏惟馬澗 食失級税 乞績税 蝕拝戚 椎柔艦陥. 

 

  ‘鯵硲左蝿狛戚 壱敬切 差走辞搾什拭 赤嬢辞 嬢胸惟 因賠梅澗亜, 

  益 庚薦繊引 鯵識繊精 巷譲昔亜, 

  亜舛引 食失税 蝕拝精 嬢胸惟 痕梅澗亜’ 澗 廃厩拭 赤嬢辞亀 淫宿税 企雌戚 鞠壱 

赤柔艦陥. 壱敬紫噺税 庚薦澗 舘授廃 差走幻戚 焼艦虞 左闇, 左整, 鯵硲, 嘘整, 葛

疑, 庚鉢, 発井, 亀獣 仙持至 去 乞窮歳醤拭 杏団 紫噺獣什奴聖 幻級走 省生檎 照鞠

澗 厩亜旋昔 引薦亜 鞠壱 赤柔艦陥. 訊劃馬檎 酔軒級 紫噺澗 神沓 室杉聖 暗帖檎辞 

昔持50鰍 獣企研 奄層生稽 幻級嬢閃 尽奄 凶庚脊艦陥. 廃厩拭辞亀 壱敬紫噺 奄沙狛



聖 層搾馬壱 赤澗 依生稽 硝壱 赤柔艦陥. 

  

  因持差走仙舘精1928鰍 星帖硲 穿亀紫亜 探厳聖 帖壱7誤税 採櫛焼疑引 持醗聖 敗

臆廃 依戚 益 獣拙戚悟, 析沙昔 製焦嘘紫 星俳切(展酔帖 帖綜坪)亜 瑳訓銅嬢稽 凧食

馬食 紫櫛税 因疑端研 幻級醸柔艦陥. 

 

  1920 鰍企 壱焼採櫛昔 姥薦紫穣聖 獣拙生稽 1930 鰍企澗 朔肯俳嘘 錘慎聖 益軒壱

1940鰍企澗 瑛発疑匂 姥硲紫穣,1950鰍企 穿戦壱焼 姥硲紫穣,1960鰍企 穿戦耕諺昔聖 

是廃 巷戟店焼紫穣拭 戚嬢 1970 鰍企拭澗 短社鰍聖 是廃 送穣汎恵 紫穣聖,1980 鰍企 

澗 舌蕉昔, 採櫛昔 差走紫穣聖,1990 鰍企拭 級嬢辞檎辞 廃厩税 紫噺差走紫人 差走淫

域切級拭惟 析沙税 差走薄舌聖 臣郊牽惟 戚背獣徹澗 厩薦紫噺差走 尻呪研 43 噺拭 

杏団 614 誤拭惟 叔獣馬食 尽柔艦陥.益軒壱 2000 鰍企澗 廃厩 切据差走 庚鉢鯵降 紫

穣聖 叔獣馬食尽柔艦陥. 

 

  廃畷 析沙拭辞澗 嘩, 切験, 庚鉢虞澗 徹趨球稽 仙析廃厩昔 壱敬切差走紫穣-壱狽税 

増聖 錘慎馬檎辞 薦爽亀拭辞 鯵置廃 厩薦紫噺差走 室耕蟹亀 臣背稽 薦9噺属研 限戚

馬心柔艦陥. 暁廃 廃厩雌慎薦1硲亜 吉 慎鉢‘紫櫛税 幸獣系’研 薦拙馬食 廃厩税 析

沙企掻庚鉢鯵号税 域奄亜 鞠醸柔艦陥.蒋生稽亀 廃厩税 疏精 繊精 析沙拭 硝軒壱, 析

沙税 疏精 繊精 廃厩拭 硝軒檎辞 項精室雌 幻球澗汽 食君歳引 敗臆 尻姥背 蟹亜畏柔

艦陥. 戚腰 室耕蟹研 搭馬食 廃析丞厩税 舌奄推丞 搾嘘亜 廃厩引 析沙精 弘経 焼獣

焼税 疏精 乞季戚 鞠嬢 焼獣焼税 汝鉢人 酔硲装遭拭 奄食馬澗 域奄亜 鞠奄研 郊遇艦

陥. 

 

  陥獣廃腰 廃析 丞厩拭辞 凧汐背爽重 食君歳引 瑛廃 降妊研 背 爽叔 悪紫還, 益軒

壱 層搾研 背爽重 食君歳臆 姶紫研 球験艦陥. 

 


