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✿片瀬のささえあいの輪を広げよう✿
東日本大震災で被害を受け、今も避難所
生活を送っている方々が大勢おられる中、
熊本を中心とした大地震が起き、現在も余
震に脅えている皆様の心中をお察しすると
私たちにできることは、何だろうか・・・・・
と自問自答する日々です。
このような自然災害のニュースを見たり
聞いたりするたびに強く感じることは、日
頃のご近所同士の繋がり・結びつきがとて
も大切なことだと気付かされます。
地域での支え合いを、より一層深めてい
きましょう。
未熟な私ですが、28 年度代表をさせてい
ただくことになりました。微力ではありま
すが、精一杯努力してまいりますので、会
員の皆様のお力添えをお願い致します。地
域の皆様に信頼され安心してご利用をして
いただけるよう、より良い会にしていきた
いと思っております。
「できることを、できるときに」を合言葉
に発足した「片瀬地区福祉ボランティア・

しおさい」も、おかげさまで 17 年目を迎え
ます。この間にいろいろなことがありまし
た。今秋の介護保険の見直しにより、私た
ちの活動を必要とされる方々が多くなると
思われます。一緒に活動をしてくださる方
をお待ちしております。
代表 真庭文子

片瀬地区福祉ボランティア・しおさい
第 17 回定期総会

代表挨拶

※

一人じゃないって～

70 代後半の女性Ａさんは、市内に一人暮
らし。現役時代は仕事一筋で、結婚するこ
とはありませんでした。引退し 60 歳を過ぎ
てから、趣味のサークルで知り合った男性
と内縁関係になりましたが、親族からの理
解が得られなかったこともあり、籍は入れ
ず二人だけの穏やかな生活がはじまりまし
た。
しかし、70 代を過ぎた頃、その男性が急
に亡くなってしまいました。再び一人暮ら
しとなったＡさんは、親族との交流もない
まま、孤立。彼女の生活の異変に気付いた
のは、近所の 80 代の男性Ｂさんでした。コ
ンビニエンスストアで、簡単な買い物もま
まならないＡさんを見かけ不審に思ったの
❀

「できることを

❀

素敵なことね～

です。Ｂさんは面倒見の良い人で、近所の
方の相談役でした。ＢさんはＡさんを気に
かけるようになり、たびたび声をかけます
が、この時Ａさんは日常的会話も難しくな
っていました。Ｂさんは知人のケアマネー
ジャーを通じて地域包括支援センターに相
談。成年後見制度の利用を検討することに
なりました。
成年後見人制度は、家庭裁判所の選んだ
「成年後見人」等が、本人に代わって手続
きや契約、お金の管理をする制度。判断能
力の低下に応じて「成年後見人」「保佐人」
「補助人」が選ばれます。重度のアルツハ
イマー型認知症の診断を受けたＡさんには
「成年後見人」がつくことになりました。
(右へつづく↗ )
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できるときに」

お互いのつながりを大切に✧
利用会員さんに、気持ちよく生活していただくためのお
手伝いが私たちの活動です。私たちは資格をもったプロで
はありませんが、精一杯心を込めて活動しています。
ついつい力が入って、自分の家より丁寧に掃除をしたり、
草取りをしたりしています。やり終えると「やった～！」
感にあふれ自分ながら満足しています。
そんな時、利用会員さんが笑顔で「ありがとう」
「きれい
になった」「やっていただいてよかった」「また今度もお願
いしたい」と喜んでくださいます。
「小さなお手伝い」で「ありがとう」の言葉が生まれ、
笑顔が広がります。そして、私たち活動員にも元気が生ま
れます。
「できることを できるときに・・・」だからかな？
☺ また、私たちは、利用会員・活動会
員・賛助会員の仲間のつながりを、さまざ
まな活動を通じて、楽しみながら広げてい
ます。まだまだ、高齢者福祉の現状や課題
について、私たち自身が学んでいかなけれ

「小さなお手伝い」から
つながりの輪は生まれます

ご一緒に活動しませんか！

ばなりませんが、片瀬の身近な方々とのつ
ながりを大切に、ささえあいの輪が広がる
ことを願って、これからも活動していきた
いと思います。

いつまで～も どこまで～も♡
→成年後見人は、Ａさんのためにヘルパ
ー事務所と契約、通帳の保管も開始。この
間にもＡさんの認知症は進行し、同じ野菜
を大量に購入してしまっていたり、どこで
寝てよいのかがわからずに玄関の外で寝て
しまうこともありました。
成年後見人は、介護施設への入所を申込
みました。通常、介護施設に入所する際は、
保証人が求められます。親族から疎遠とな
っているＡさんには、保証人になってくれ
る人はいません。しかし、介護施設は、家
庭裁判所から選ばれた成年後見人さんが、
Ａさんのお金を管理していることから、保
証人を無理に求めることはしませんでした。
介護施設に入ることになったＡさん。介
護施設入所手続きの他にも、マンションの
ションの処分が必要となります。

電気や水道を止めたり不用品を処分した
り、こうした手続きも成年後見人が行いま
した。
Ａさんのように成年後見人制度を利用す
る人は、全国に 19 万人。子供などの親族が
成年後見人となることもありますが、昨年
の統計では、司法書士等の親族でない人が、
成年後見人として選ばれるケースが 7 割を
超えます。窓口が家庭裁判所ということで、
躊躇される方もいらっしゃいますが、ご相
談は「地域包括支援センター」をはじめ、
「藤沢市社会福祉協会ふじさわあんしんセ
ンター」でも行っています。藤沢市では一
人暮らしの高齢者は増々増加していくはず
です。Ｂさんのような方と成年後見人の活
躍に期待しています。
※表題は天地真理さん「ひとりじゃないの」より

(※プライバシー保護の観点から複数の事例を組み合わせてご紹介しています。)

❀

社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会あんしんセンター 古舘昌幸
住所 藤沢市鵠沼東 1－1 玉半ビル 3 階 電話番号 0466－55－3055
❀
❀
❀
❀
❀

さて、皆さんはこの古舘さんの文章を読まれてどう思われましたか？

Ａさんの一生に驚き！
他人事ではないわ。
近所の人の見守りも大切♡

地域包括支援センターや
藤沢あんしんセンターが
相談の窓口ですね。

Ｂさんのような人に
元気な時に後見人制度
について、もっと知って
おいた方がいいかな✧

なることも、私たち
しおさいの役目かも
しれないですね☺

もっと知りたいという希望を受けて、今年度の講演会(2 月初旬予定)は、後見人制度
について、古舘さんにお話ししていただくことを予定しています。
ご一緒にちょっと学びましょう。乞うご期待！

ありがとうの感謝をこめて～
昔は人生 50 年と言われていましたが、今
は人生 80 年・90 年になっています。
その長くなった人生を、いつまでも明るく
元気に暮らしたいと願います。
「若い時はも
っとテキパキできていたのに」
「この頃もの
忘れが多くて･････認知症かしら」こんな会
話をすることがあります。
70 歳を過ぎると体のどこかに少しずつ故
障が出て生活がしにくくなり、小さな手助
けを必要とされる方もいらっしゃいます。
福祉ボランティア・しおさいは「同じ町に
住むもの同士お互いに支え合う」という願
いのもと、16 年間生活支援活動を続けてま
いりました。
♪
♪
♪
♪
✧今年度の主な交流会の予定です
あじさい交流会：6 月 12 日
美味しいものをいただきながらの交流会
です。シェフ(活動会員)の腕もなかなか！
ふれあい祭参加：10 月 22 日・23 日
フリーマーケット・焼き芋・クレープ等を
出店。売り子になって賑やかなふれあいを
歌いましょう会：11 月・2 月
ピアノの伴奏に伸びやかな声が！ティー
タイムの手作りプリンも人気の一つです。
✧公民館でまたお会いしましょう！

さて 2010 年から 6 年間当会の代表をさせ
ていただいておりましたが、2015 年度をも
ちまして退任いたしました．
日頃から地域のみなさま、会員のみなさ
まにご指導いただきまして本当にありがと
うございました。心よりお礼申しあげます。
これから高齢化が進む中で、私たちの活
動を必要とされる方が多くいらっしゃるこ
とと思います。
今後とも新代表のもとで、担い手である
活動会員の仲間を増やし、充実した活動が
できますようにご支援・ご協力どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
福祉ボランティア・しおさい相談役

♪

♪

田村順子

♪

♪

(片瀬山 2 丁目坂付近)

✧新規会員さん・募集してま～す✧
私たちは会員制、有償制（30 分の支援で 300 円）で活動する片瀬地区のボランティアです。
☀利用会員になりませんか お手伝いしたい、相談したいと思われる方
☀活動会員になりませんか 自分にできることを、お手伝いを希望される方
☀賛助会員になりませんか しおさいの趣旨に賛成、応援したいと思われる方
事務所まで・お電話をくださ～い！
連絡先

片瀬地区

電話・ＦＡＸ 0466－60－9328
メール siosaiv0@jcom.home.ne.jp

福祉ボランティア・しおさい

(お電話は月曜日～金曜日の 9 時半～12 時迄)留守電も可
ホームページ 片瀬地区福祉ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱしおさい 検索

