出版の企画

あきらステージ４橋本顕彰

※2020 年 12 月 15 日現在

【タイトル】※29 文字
末期ガンだけど、なかなか「死にましぇ〜ん！痩せませ〜ん！」
【サブタイトル】
(A)ステージ 4 から！まだまだ「死んでましぇ〜ん！痩せていませ〜ん！」
(B)すぐに！自営業を辞めて、東南アジア旅へ！
(C)ステージ 4 のガン告知・かなり衝撃的です！
(D)がん保険で「すうひゃくまん」旅の資金や生活費をゲット！
【キャッチコピー】
末期癌でも、前向きに明るく元気に生きるコツや、ポジティブな考え方とは！？
【概要・自己紹介】※430 文字
2018 年 1 月に「肺腺がんステージ 4」と判明して、自営業(事業)を辞めて、人生を見直す海外旅へとすぐに出
る！
末期がん発覚から、新型コロナで世界中がロックダウンする迄の約 2 年間「東南アジア・南アジア」で動画を撮
影しながら旅を行った。
自分の死後、片付けが大変だと思い、長年住み慣れた、1LDK の賃貸アパートを断捨離し、ホテルやウィークリ
ーマンション住まいに、タンス 1 つほどのトランクルームへと、荷物の無い生活へ移行した！
今は、部屋を借りているが、旅の企画や長期入院により、ほぼ住んでない。

※212 文字

※247 文字

今年 9 月〜11 月の「72 日間」行っていた、がん対談番組『ガントーク』の日本全国を巡るバイク旅では、抗が
ん剤治療をサボって行っていました。今現在も、2 年前よりもかなり進行しており、現役で『末期肺がん患者』
と、拳大の腫瘍が左肺に健在しておりますが、
『元気』と『ポジティブ』そして『挑戦心』は、他の誰にも負けま
せん。
※詳しくは『あきらステージ 4』にて検索して下さい。
【著者名・ペンネーム】
橋本顕彰「あきら(肺がん)ステージ 4」
【著者プロフィール】※1680 文字
2018 年 1 月に「肺腺がんステージ 4」と判明して、自営業(事業)を辞めて、人生を見直すキッカケとなればと思
い、すぐの！翌月の 2 月から 1 ヶ月間ほど海外旅へ出かける！
このバイタリティはどこから来たのかと言うと、幼少期から親の転勤・離婚・再婚・新居の為に転校(5 校区)を
多くして来ました。この当時は、大変嫌な思いをして来ました。
ですが、その当時、真面目な警察官の親から、早く逃げたいとの一心で、家出を繰り返し、高校 1 年の 12 月に
中退し、16 歳から理容師見習いとして一人暮らし生活を行った。
それからは、自ら進んで「職」や「住む場所」を転々として来てしまいました。
17 歳の時には「長崎」
、そして 18 歳では、全く宛もない、お金も無い状態で、友人と一緒に「京都」へ移住した
りと、渡り鳥の様な生活を行い始めた。

そして、それから住んだ地域は「宮城県仙台市」
「東京都」
「北海道札幌市」
「沖縄県那覇市」
「神奈川県茅ヶ崎市」
と、様々な場所に移り住んだ経験があります。
2009 年に、自営業を開業するに至るまで、挫折する度に何度も何度も、父方祖母の家であった「福岡県飯塚市」
に何度も戻った経緯があります。
ちなみに 2014 年に、祖母が亡くなってからは福岡に帰る所はありません。(親離れ・他人)
今までに思ったのは、知らない土地で暮らす事により、人生のリセットボタンが押せると言う事を！今現在は、
携帯電話の普及や SNS などにより、過去や現在の人間関係が繋がっており、今までの過去を捨てるといったこ
とが難しい時代となっており、今では通用しない事ですが、その当時は、友人・知人・彼女や、職場、全ての人
をリセットし、逆にその人達からもリセットされて来ました。
2009 年から本格的に沖縄に移り住む事を決めてからは、沖縄に一生住み、ここに骨を埋める覚悟で来ました。そ
の為、自分自身の本音をさらけ出し、一人一人と向き合い本気で当たって行く、生き方へと変える事にしました。
2013 年から沖縄にもっと馴染みたい！仲間が欲しいと言う一心で、浦添青年会議所へ紹介して頂き、入会させ
てもらい、約 5 年間もの間、仲間と一緒に活動をさせて頂きました。
その団体で、私が委員長として担当させて頂いた事業では、浦添の小学生を始め、日本全国の子ども達に、道徳
心や、目標や努力に向かう心を養ってもらう機会を創出する「わんぱく相撲」を担当させて頂きました。その時
の私の目標が「横綱白鵬関」を沖縄の浦添へ招致すえう！と言う、馬鹿げるほどの目標を立て、実現しましせん
でしたが、同年 2015 年に、実はこの目標を立てててから、3 度も横綱白鵬関とご一緒に呑む機会を得る事が出
来ました！
※Facebook 参照:2015 年 3 月 23 日・8 月 25 日・12 月 12 日

その以降も、何度もご一緒させて頂き、何度も交渉させて頂きました。2017 年度に一度は了承を得ましたのです
が、東京後援会側(大人の事情)により、実現はしませんでした。
※Facebook 参照: 2016 年 3 月 27 日・5 月 22 日・12 月 16 日・2017 年 1 月 23 日・5 月 28 日・2018 年 9 月 24 日

もちろんの事ですが、大きな目標に挑戦する事の大切さを、教える立場であった、私自身が身をもって、挑戦す
る事の大切さを経験、実感する事になるとは思っていませんでした。
何事も頭で考え行動し、諦めたりせずに、まずは何事も恐れずに挑戦することが、何よりも大切なのだと、大変
実感致しました。その精神は今でも受け継がれており、末期がん患者なのに、チャレンジ精神が今でも無くなら
ない、大きなキッカケとなった。
『あきらストーリー』の 1 つではないかと感じております。
他にも 2016 年 4 月に行われた。沖縄国際映画祭の「うらそえ産業祭り」におきましても、実行委員長として大
変活躍させて頂く機会を頂戴致しました。
これまでの沖縄生活では、全く嘘や偽りをつく必要がない、仲間作りを行って来ましたので、私は今の生活に大
変満足していると共に、大変「楽」です。

【著者連絡先】
住 所：沖縄県那覇市西 2 丁目
電 話：080-3958-4449
メール：akira.stage4@gmail.com
ウェブ：http://akirastage4.club
チャンネル：https://m.youtube.com/channel/UCz3Y21F53bZ6yL5rqRgpA4w

【企画意図・背景】※663 文字
今現在、日本人の 2 人に 1 人が、癌となる時代！手術や、抗がん剤・免疫療法などの「化学治療」や、放射線治
療と言った、標準的ながん治療である「三大療法」は、もちろんの事ですが、多くの癌サバイバーさん等が実践
し、多くを発信している「代替療法」や「民間療法」
「食事療法」
「免疫療法」
「サプリメント」
「その他」の事を
行っている。
書籍や、ブログ、ホームページが多くある中、結局は癌となった本人の、がんに対する考え方や、モチベーショ
ン等によって、生存率を高めたり、余命を長くされてらっしゃる人達が多くいる。と言っても過言ではありませ
ん。
多くの書籍でもある。民間療法や、免疫力向上について、根拠を明確に示す事が難しい話題である為、私（あき
らステージ 4）自らが身体を張って「ポジティブ」に！そして「アクティブ」に、楽しそうに生き生きと「生き
ている」後ろ姿を見て感じて頂く事で、ガンになっても「悲観」にならず「今を楽しむ」ことの大切さを、再認
識して重要視してもらう事で、残りの人生を充実したものへと、活かしてもらいたいと願う企画です。
そして、12 月 25 日より毎週金曜日には『電子書籍での投稿』、2 日後の日曜日には『YouTube 動画投稿』を行
い。2020 年 3 月 7 日(日)までの期間、
『合計 15 回』掲載、投稿を行う事で『電子書籍』と『YouTube』そして
『オリジナル書籍』の 3 つの方法が、完成する事となり、更にファンとなってもらう機会を設ける事により、完
成版書籍(オリジナル特典:話題付き)の読者となって頂ける機会になると思っております。

【読者ターゲット】
●性別：男女共にほぼ同等
●年齢層：35〜65 歳

(私の YouTube 視聴者層：女性 57%・男性 43%)

(私の YouTube 視聴者層：85%です)

●癌に対して不安を抱える方々や、家族に癌患者や癌で亡くした方々。
（私の YouTube 視聴者さんの状況や、コメントや登録頂いている内容を参考）

【販売に有利な点】※2020 年 12 月 11 日(金)現在
●SNS、Facebook:1082 名(50%以上の方々とはリアルで合ってる)・Instagram:440 名
●YouTube チャンネルでの登録者さん 2576 名 (1 年前の 12/27 は 14 名でした)
●YouTube 初回メイン動画「末期ガンだけど、なかなか死にましぇ〜ん・痩せませ〜ん」
の動画再生回数が、約 1 年で「2 万回再生」を超えている。(21,400 回)
（今現在、1 日に約 100 回再生されているため、年間で約 3 万回、再生回数が見込める）
（全体動画では、1 日に約 500 回再生するため、年間で約 15 万回、再生回数が見込める）
●2020 年 9 月 9 日から 11 月 13 日まで行った。日本全国をバイクで周る企画「ガントーク」を
無事に終わらせた。
（新聞掲載は、3 府県、4 社に掲載）http://akirastage4.club
●4 月 24 日(土)・25 日(日)に「ガントークだよ！全員集合 in 沖縄」を検討・企画中！
（この時期に合わせて、本の発売日として、イベントと合わせる）
●電子書籍として、毎週金曜日に発行し、そして日曜日には YouTube 版を発信する。
（12/28 より開始し 3/7 には、第 15 回目が終わり完結を迎える。その内容を添削・修正、
追加し、オリジナル作品特典とする事で購入して頂けるキッカケが増えると思われます）

【目次構成案】(仮:12 月 15 日現在)
●末期ガンだけど、なかなか死にましぇ〜ん！
・私がガンになった理由とは！？
・今までの仕事や、行ってきた地域活動とは！？
・癌発覚 2 年前に「自殺を本気」で考えたことがある！！
・がん診断までに、行った病院や検査とは！？
・癌になってからの目標とは！？
●癌が発覚した時の衝撃的な心境とは！？
・ステージ 4 の「がん告知・診断」は流石に…！
・普通の人ががんと診断されるとどうなる！？
・がんと診断されて、すぐに旅へ出た理由とは！？
●私の収入源である「がん保険金」とは！？
・癌にメシを食わせてもらってます！
・保険給付金を多くゲットする方法とは！？
・ガンになった際に、他の収入を得る方法など
・その他…。
●そもそも、何故 YouTuber を目指したのか！？
・始めのキッカケは？なぜ！？
・YouTube を始めた頃って！？
・半年以上したくらいでは！？
・今現在の YouTuber としての状況などは！？
・今後の YouTuber として、どう活動する！？
●ステージ 4 と診断された直後に、日本縦断お別れの挨拶を…。
・福岡編(父親、そして産みの母親・そしてお世話になった方や、同窓会の開催)
・札幌編(10 年振りの友人との再会と、新たな面白企画を共に画策する)
・東北・上越編(始めて行く冬の東北・上越へ新幹線・特急列車一人旅)
・関東・北関東編(友人との数年振りのスノボーや、妹家族との交流…)
・この旅のまとめ
●がん診断から、すぐに行った「東南アジア旅」25 泊＋追加の恋の 14 泊
・どんな旅を想像し企画したのか！？
・観光で、ぼったくられ、微笑まなかった国「タイ」
・一目惚れの恋、素朴な国「ラオス」
・田舎郊外でバイクが故障、怒りの「カンボジア」
・現地友人との再会「フィリピン」ミンダナオ北部のイリガン市
・ISIL に占拠された都市へ終結より、約 5 ヵ月後の訪問「マラウィ」へ！
・帰国より、すぐ！1 ヵ月後に逢いに行った「ラオス」恋バナ編②

●初の抗癌剤治療！ボクはガチで抗がん剤やってます！
・抗がん剤治療って、死んじゃうほど苦しいの！？
・抗がん剤投与しても痩せれませーん！
・抗がん剤治療ってどんな事をするの？
・抗がん剤の副作用とは！？
●どこから来るの？この「元気」や「ポジティブパワー」！？
・末期の肺がんでも、元気な秘訣！
・そもそもポジティブとは！？
・旅をしたい！したい！したい！そんな時には！？
・その他…。
●第 3 回目、海外旅「マレーシアとフィリピン」24 泊の旅
・初のマレーシア「クアラルンプール」青年会議所仲間と一緒に周年へ参加！
・フィリピンの青年会議所 JCI の「全国大会へ招待」されました
・フィリピン最後の秘境パラワン島で「アイランドホッピング」して来ました
●第 4 回目、癌発覚より 1 年目「タイ・マレーシア・フィリピン英語留学」68 泊の旅
・タイの「夜行列車に乗りマレーシア」へ行ってみました
・マレーシア「ペナン島」と「タイ国境」で、ドローン飛ばしてみました
・フィリピン最後の秘境の島「パラワン島」へまた行って来ました
・フィリピン「バギオ」の短期英語留学
・フィリピン人の友人達との「シアルガオ島」旅
●50cc 原付バイクで、日本の半分ほど「約 2300km」を激走！約 2 週の旅
・ルートは「ガントーク」の予行練習！？
・九州地方編
・中国地方(山陰)編
・日本海側の関西地方編
・北陸地方編
・難所の中部地方編
・関東地方周辺編
●第 5 回目、海外旅、初の「中国上海」と、またまた「フィリピン」24 泊の旅
・英語留学で知り合った「中国人の友人との再会」
・またまた行って来ました「フィリピンの秘境の島」ドローン撮影
・ローカルバスに乗り継ぎ、天国へと続く棚田「バナウェイ」ドローン撮影
●第 6 回目、癌発覚より 2 年目、年始の「インド」
「ネパール」23 泊の旅
・年末から大トラブル！テロも警戒インド「ニューデリー」の、ぼったくられ
・年始の「インド」は、今までで初の「ドライバー＆ガイド」付きの旅
・インドの夜行寝台列車のコンディションは最悪だった

・インドで謎の腹痛で「入院してみました」
・インドの病院食、3 食全て大公開！何だろな！？
・お釈迦様が産まれた地「ネパール」へ長距離バスで国境の街へ移動
・インドと違い、全てが素晴らしかった「ネパール・カトマンズ」
・お釈迦様が、悟りを開いた地「ブッダガヤー」での良き出逢い
・インド郊外の「部落の全貌」と「フリースクール」の出逢いと別れ
●第 7 回目、新型コロナが流行！世界中はロックダウン「ベトナム・ミャンマー」36 泊の旅
・本来は、アフリカやエジプトなど 200 泊の旅を計画してたが変更
・相次ぐ、入国禁止や、乗り継ぎ出来ない国が発生
・変更してやって来ました「ベトナム・ハロン湾」で、ゆっくりのんびり旅
・行ってみました！中国国境の街「モンカイ」は、既にゴーストタウン化！
・初のミャンマー「ヤンゴン」ぷらり旅！
・世界遺産に登録されたばかりの「パガン遺跡群」を周遊・ドローンで絶景映像撮影！
・ミャンマーの王朝の首都だった「マンダレー」とその周辺の遺跡へバイクで周遊！
・どこの国にも行けましぇーん！だんだん入国制限がかかり始めた頃！
・そろそろヤバい！トランジットしか出来ない！？タイ・スワンナプーム国際空港
●緊急帰国しちゃいました！暇だし何をしようか！？
・飛行機で知り合った人の家「宇都宮」で、2 週間もお世話になった日々！
・中型バイク免許取得の為、茨城の教習所「合宿免許」に行っちゃいました！
・日本の緊急事態宣言の最中に企画しちゃいました！ガントークの旅！
・日本の第 2 波から第 3 波の合間を予想！的中！ガントークの旅が遂行出来ると確信！
●がん対談番組「ガントーク」の旅！台風が 2 連続で出鼻を挫かれる！
・ガントーク企画の内容
・ガントークのあらすじ(今後、ガントークだけで、別の本にする為)
●あきらステージ 4「橋本顕彰」が想う人生について！
・生きるとは？
・死を受け入れると、逆に楽！？
・お金が尽きるのと、命が尽きるのどっちが楽？
・ポジティブに考えるコツとは！？
・最後に一言、二言！
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎別冊「ガントーク」で絶対的に話したい重要な内容！
・人生とは何の為にあるのか？
・何故、癌になるのか？
・癌が治ると思われる方法とは！？
・今後癌が治る！？既に治っている人の共通点とは！？

