ト協会を設立、全国各地で講演会やセミナーも行う。新型コロナ

ウイルス対策としてオンライン研修もスタート。ブログ「FUN

ンネル﹂としてＹｏｕＴｕｂｅで発信してお
り︑チャンネル登録者数が2万3千人を超え
ました︒ご自身でネットを見てくださる高齢
者の方もいらっしゃいますが︑介護スタッフ
が動画を施設のテレビにつなぎ︑利用者に見
てもらうという使い方もしていただいていま
す︒
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作業療法士から介護エンターテイナーになろうと
したきっかけは何ですか︒

しく生活するためのヒントを発信。You Tubeチャンネル「介護エ

﹁介護エンターテイナー﹂
としてご活躍されています︒具体的
にはどのような仕事をされているのですか︒

ナー」に。笑い・エンタメ性を取り入れたリハビリ体操で介護界

看護師をしている兄と姉の影響もあり︑地元
の大学を卒業後︑作業療法士になりました︒し
かし︑お笑い芸人になりたいという小さい頃か
らの夢が捨てきれず︑介護施設で１年間働いた
後︑大阪にある吉本興業の養成所に入りまし
た︒その後︑大阪で作業療法士の仕事をしなが
ら芸人活動を続けるという二足のわらじ生活を
５年ほど続けていました︒
転機になったのは︑かつての同僚から介護施
設でレクリエーションをしてほしいと頼まれた
ときのことです︒当時は 歳くらいで︑年齢的
にもこのまま芸人を続けるかどうか悩んでいた
ときでした︒そんなとき︑リハビリ体操にお笑いを交
えてみたところ︑よく笑ってくださり︑体をたくさん
動かしてくれました︒﹁〇〇さんのあんな笑顔を初め
て見ました﹂﹁こんなに動いてくれるとは驚きです﹂
と介護スタッフからの評判も良く︑﹁お笑いとリハビ
リはつながる﹂というアイデアが受け入れてもらえた
と感じました︒そして︑自分にしかできない﹁お笑い
介護﹂の道を究めようと決め︑﹁介護エンターテイ
ナー﹂という肩書を自分でつけて活動するようになり
ました︒

ト協会を設立、全国各地で講演会やセミナーも行う。ブログ

笑いを取り入れたリハビリ体操や︑エンターテイメ
ント性いっぱいのレクリエーションを介護施設などで
教えており︑全国各地から講演やセミナーに呼んでい
ただいています︒当初は高齢者を対象としていました
が︑施設の職員から﹁コツを教えてほしい﹂と言われ
ることが多くなり︑介護スタッフ向けのセミナーも
行っています︒また外出できない高齢者のために︑自
宅でできる体操などを﹁介護エンターテイメントチャ

た後、大阪のNSC（吉本総合芸能学院）を経てフリーの芸人に。

うとするのではなく︑﹁動き﹂を引き出そうと考えると
いいと思います︒
その目的に近づくための武器として︑僕はお笑いが得
意だっただけで︑人を笑わせることが苦手な人もたくさ
んいます︒介護の仕事は相手のことを知ることも大切で
すが︑自分の個性を知ることも大切です︒全員が笑いの
あるリハビリを行う必要はなく︑静かに話す人は静かで
いい︒今はＹｏｕＴｕｂｅや雑誌などにネタはいくらで
も転がっていますから︑それを自分の得意なこと︑趣味
などにアレンジすればいいのです︒自分の好きなことは
何か︑どうしてこの仕事に就いたのかと原点に帰り︑
﹁自分らしさ﹂の強みを生かしてレクリエーションや体
操を進めていけば︑自然と体が動くきっかけになりま
す︒

「fun Seed」
（https://fun-seed.com）
では、
リハビリ体操や楽

白髪頭のカツラをかぶるようになったのは︑ある介護
施設で劇をした際におばあちゃん役を演じたことがきっ
かけです︒以来︑﹁ 歳︑たつ婆﹂という架空のキャラ
を設定し︑白髪頭がトレードマークになっています︒素
のままで登場して﹁５秒で皆さんと同い年に変身しま
す﹂と言ってカツラをかぶると︑それだけでお笑いでい
うツカミになります︒

その後、芸人として培った技術を生かし、
「 介護エンターテイ

﹁人生のラストに笑いと生きがいを﹂
をモットーにされていま

の注目を集める。2015年に一般社団法人介護エンターテイメン

人を笑わせることは結構難しいと感じますが︑笑いを引き出
すコツはありますか︒
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す︒
石田さんがイメージする生きがいとは何ですか︒

ナー」に。笑い・エンタメ性を取り入れたリハビリ体操で介護界

まずは自分が楽しむことが大切かなと思います︒子
どもたちの歌がなぜ高齢者の心に響くのかというと︑
彼らは余計な気持ちは入れずに準備したことを精いっ
ぱいやるからです︒大人は前に出て何かするときは︑
うまくいかなかったらどうしよう︑受け入れられな
かったらどうしようなどとつい考えてしまい︑それが
受け手との間に壁を作ってしまいます︒壁ができると
なかなかこちらの思いが伝わりませんし︑笑いもおき
ません︒子どもたちの一生懸命さを見習い︑大きな声
を出し︑自分が準備したことを精いっぱいやってみて

た後、大阪のNSC（吉本総合芸能学院）を経てフリーの芸人に。

昨シーズンは︑柱になる選手が相次いで抜けた中︑後半戦く
でださい︒
驚異の追い上げを見せて見事に 連覇を果たされまし笑
たわ
︒せることが苦 手な人が楽しくレクリエーションを 行う
改めて昨シーズンを振り返っていただけますか︒
には︑
どうしたらいいのでしょうか︒

石田 竜生さん
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﹁生活の中に喜びを見いだすこと﹂だと思います︒年
を重ねるにつれて︑心身の衰えからできないことが増え
てきますし︑障害や病気︑介護度によって人それぞれで
きることも違ってきます︒ある人にとっては１メートル
歩けることが喜びであるし︑フォークではなく箸でご飯
を食べられるようになることが喜びである人がいるかも
しれません︒
介護の現場で働いていると︑喜怒哀楽の感情が乏しく
なってしまう利用者も多いように感じます︒日々の生活
の中に喜びを見いだすことができるよう︑笑いという手
段を使って︑感情を動かす手助けやきっかけを作るのが
僕たち介護エンターテイナーの仕事だと思います︒

その後、芸人として培った技術を生かし、
「 介護エンターテイ

﹁心が動けば体が動く﹂という言葉がありますが︑人
は感情が動かないと体も動きません︒﹁笑い﹂は心を動
かす手段の一つであり︑笑いだけにこだわる必要はあり
ません︒僕はカツラをかぶったりして笑いを引き出して
いますが︑そのまま真似するだけでは無理している感じ
が伝わって︑かえってうまくいかない人もいます︒レク
リエーションの目的は︑利用者を笑わせることではな
く︑体を動かしてもらうことです︒﹁笑い﹂を引き出そ
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介護エンターテイメントYou Tube
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講演やセミナー︑ＹｏｕＴｕｂ ｅ配信など多彩な活動をして
いらっしゃいます︒今後はどんな活動をしていきたいですか︒

1983年生まれ。作業療法士として出身の富山県の施設で働い

講 演やセミナー ︑Ｙ ｏｕＴ ｕｂ ｅ配 信な ど 多 彩な 活 動を
していらっしゃいます︒今後はどんな活動をしていきたい
ですか︒

石田 竜生さん

2015年に介護エンターテイメント協会を設立し
ました︒その後︑一緒にやりたいと言ってくださる仲
間が増え︑一般社団法人として活動しています︒関西
を中心に勉強会などを開いており︑エンターテイメン
トを取り入れたリハビリを全国に広げていきたいで
す︒
現在︑ＹｏｕＴｕｂｅを開設しリハビリ体操やレク
リエーションなどを配信し︑新型コロナウイルス感染
症対策で外に出られない高齢者や︑自宅にいてもどの
ように体操していいか分からない人のために︑自宅で
もできる体操や楽しく生活するためのヒントを発信し
ています︒講演会で 90
代の女性から︑動画を見ながら
自宅で運動をしていると話しかけていただいたとき︑
﹁活動してきてよかった﹂と心から嬉しく思いまし
た︒自宅から出られない高齢者も多いと思いますが︑
スマホやタブレットを見ながら気軽に家で体操をする
文化を作っていけたらいいと思います︒

ンターテイメント」は登録者数2万3千人超。

2015年に介護エンターテイメント協会を設立
しました︒その後︑一緒にやりたいと言ってくださ
る仲間が増え︑一般社団法人として活動していま
す︒関西を中心に勉強会などを開いており︑エン
ターテイメントを取り入れたリハビリを全国に広げ
ていきたいです︒
現在︑ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し︑新型
コロナウイルス感染予防のため外出を控える高齢者
や︑自宅にいてもどのように体操していいか分から
ない人のために︑自宅でもできる体操や楽しく生活
１
するためのヒン︵トを
発信しています︒講演会で 代
※︶
の女性から︑動画を見ながら自宅で運動をしている
と話しかけていただいたとき︑﹁活動してきてよ
※︶
かった﹂と心か︵ら嬉
しく思いました︒これからは︑
高齢者もスマホやタブレットを見ながら気軽に家で
体操をする文化を作っていけたらいいと思います︒
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最後に︑読者へのメッセージをお願いします︒

介護エンターテイナー
作業療法士、
ケアマネジャー、芸人

︵ ︶
※学校体育以外の体育の総称︒

介護エンターテイナー
作業療法士、
ケアマネジャー、芸人

預かるため、
ともすれば深刻になりがちな介護現場に爽やかな笑いの風を吹き込む石田さんに、活動のきっかけや今

﹁うちのおじいちゃん︑あんなに笑えて︑動けたな
んて﹂とご家族から言ってもらえることが喜びです︒
僕が笑いを届けることがいつもとは違う刺激になり︑
それがきっかけとなって﹁また体操してみよう︒運動
︵今月の﹁福祉を考える﹂はお休みします︒︶
してみよう﹂につながってくれればと思います︒人生
の後半も笑いで彩りたい︒心が動けば体が動き︑生き
がいを見つけて人生を謳歌する人が増えるかもしれな

の注目を集める。2015年に一般社団法人介護エンターテイメン
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大阪府内のデイサービスにて（2017年6月撮影）
ターテイメント」は登録者数2万3千人超。
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り入れたリハビリ体操やレクリエーションを行い、全国の介護現場から注目を集めています。
白髪頭のカツラ姿で登場
2

い︒そんな思いでこれからも活動をしていきたいで
す︒

生活するためのヒントを発信。YouTubeチャンネル「介護エン

石田 竜生さん

すれば会場には笑顔があふれ、軽妙なトークに導かれるように高齢者が楽しそうに体を動かす姿が見られます。命を
生物多様性の保全や回復に資する取り組みを定量的に評価︑認証す
るもの︒自然の量・質を過去よりも減らさない︑または向上させる
事業を行っていることを明示する︵公財︶日本生態系協会による日
本唯一の認証制度︒
計画 ・
︵実行︶・ Check(
評価 ・
︵改善︶を繰り
Plan(
) Do
) Action
返すことによって︑生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に
改善していく手法︒

SEED」
（https://fun-seed.com）では、
リハビリ体操や楽しく
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「介護エンターテイナー」
として活躍する石田さんは、作業療法士として働きながら芸人活動を続けています。笑いを取

人生 のラストに「笑い」と
「 生きがい」を

～芸人で作業療法士
2
介護エンターテイナーが笑いを届けます～

後の目標を伺いました。
介護エンターテイナー
作業療法士、
ケアマネジャー、芸人
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