ホットケナイ

喜田

大三

でしょう、勝ってこいと戦場

語りたがらない。そりゃそう

性の多くは、戦時下の過去を

綺麗にリフォームされ、売却

した。そこで、見違えるほど

んは、弟の住宅を相続されま

るお姉さんだけでした。姉さ

Ａさんは、商社マンですか

されました。

へ送られたが、負けて帰って
きた。Ａさんも責任感の強い

理事長

る環境づくりの調査研究に着
方と思いました。
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手しました。

者とコミュニティづくりをさ

をもって車で奥多摩地方へで

さを解消するために、カメラ

石店に勤めておられ、お子さ

られました。一人暮らしで宝

れ、何年かのち、未亡人にな

になることを断られました。

ら 、「 Ａ さ ん は 、 体 調 を 崩 し

Ａさんの可哀想な孤立死か

っていました。老人性の関節

をやめ、数年前から病院へ通
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一人暮らし高齢者の生と死

◎はじめに
年前、郊外の武蔵野台地

れ、孤立死なんて無かったの

ら、戦争さえなければ、居住

出席されないし、組合員との

マンンションでも、総会に
交際も特定の方に限られてい

亡き三名の生前も回想し
て、問題解決の第一歩にさせ

でないかと悔やまれます。
◎元宝石店員Ｂさん（女）

ました。おそらく、自己の過
去を多くの方に知られたくな
かったのでしょう。

年前、Ｂ さんは入居さ

商社を退職されたＡさん

かけ、自然を写して楽しんで

んは無いようでした。

その反動でしょうか、寂し

年前に単身で入居され

いました。引きのばした写真

が、
ました。偶然、日本の復興に

も、総会に一度も出席されな

Ｂさんは、組合員になって

の一部を隣の方にあげたりし
ていました。

ついて話し合いました。

◎元商社マンＡさん（男）

理をしています。

に管理組合を設立し、自主管

年前

ていただきます。

過ぎの女性

なお、マンションは

ョンが建てられ、６階に入居

山が見えます。

年の

戦後、日本は世界一の貧乏

でいる消防士が、腐敗臭から

また、居住者との交際もほと

い。理事の順番がきても候補

界の資源を輸入・加工して製

Ａさんの遺体をベランダで発

んどないようでした。

年前の夏場、上階に住ん

品を輸出し、経済的に復興し

見。遺体は解剖され病死と断

国になりました。そこで、世

Ｃさんを、救急車で病院へ連

ました。Ａさんは、商社マン

発見されました。

れてゆきましたが、翌朝亡く

才過ぎまで
その後、Ａさんに、長男か

暑くて寝むれない。ベランダ

その代わり、
と聞かれ、次男と答え、長男

才でした。

一人暮らしの高齢者の死に

は戦艦大和で戦死したと言い

年前に勤め

ショックをうけ、ホットケナ

宝石店に勤務。

イ気分で一杯です。当然、入

炎のため、ゆっくり歩き、買
い物にはショッピングカート
（４頁へつづく）

しているうちに、たおれられ



を利用していました。
身内は都内に住んでおられ

た。」と想像しました。

に出て亡き戦友などを思い出
Ａさんは、太平洋戦争で戦

ました。急に、Ａさんは無愛

に増えるでしょう。高齢者が

場へ出征している。そんな男

居当初に比べ、一人暮らしの

孤立しないで安心して暮らせ

想になられました。

なりました。

定されました。

年の

２５

単身高齢者は増え、今後さら

１０ ７０

昨年晩秋には、入居

３４

このマンションでは、一人
暮らしの高齢者が、三名亡く

なか

なられました。心から、ご冥
年の

福をお祈り申し上げます
年前、入居

は、入居

ばの男性Ａさんが、昨年春に

７０
３０

Ｂさんが、ご自宅で亡くなり

３４

３０

出、西南のはるか遠方に富士

しました。東に真っ赤な日の

に百戸の７階建て分譲マンシ

３５
１５

として活躍されたそうです。

１５

１５
８０

８６
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同じ階の婦人が見るに見か

◎管理組合元役員Ｃさん（女）

した。生協の週一回の注文・
配達を利用。また、歩いて

◎まとめ
一人暮らし高齢者の死にシ

数分のスーパーへショッピン

年前に、都内から交際好

きの婦人Ｃさんが６階に引っ
グカートで買い物。

高齢者の死だけでなく、マ

ねて市のケアーマネジャーに
相談するようにアドバイス。
越してこられました。戦争の
何時も元気そうでしたが、

ョックをうけ、高齢者に関し

婦人は、関西にすむ一人暮ら
ため、結婚したい男性が戦死

ンション居住者との交流にも

掃除や買い物にきていまし

ら、週２回ホームヘルパーが

昨年亡くなる２ヶ月前か

たそうです。退職しても、好

販売会社の会計を担当してい

の事務一切を、その後は書籍

若いときは父親の製本会社

した。救急車を呼んで入院。

たが、急に様子が変になりま

く思案した質問をしていまし

さて、Ａ・Ｂさんは、居住

死」に致しました。

齢者の「死」でなく「生と

で、タイトルを一人暮らし高

て調査研究を始めました。

しの母親（故人）の面倒をみ
数年前から循環器の病気でお

た。また、週１回の配食サー
きな株を楽しんでおられたよ

翌朝、亡くなられ、遺体を拝

者との交流は少なく、孤立状

注目。生前と死とが密接に関

ビスも受けていました。
うです。また、Ｃさんは長女

見したとき、持病の病気だけ

態の自宅で死亡していまし

係していることが判明。そこ

昨年の春、ヘルパーが訪ね
で、三人の弟妹達がたまに訪

でなく、総会の質問準備に疲

月の臨時総会で、よ

てきて、Ｂさんがベッドの側
ねていました。
Ｃさんは、都内のマンショ

昨年

で亡くなっているのを発見。
管理人は警察その他に連絡
ンで役員を経験。 年前、当

た。Ａさんは、腐敗臭で発

し、警察に遺体を運び、医者
マンションが自主管理の管理

で、マンションの自宅で弟達

一方、Ｃさんは管理組合そ

れたように思いました。享年

やケアーマネジャーから聴取

組合を設立した際、設立委員

がお別れ会を催されました。

の他で活動し、居住者と交流

ルパーさんによって早く発見

した。マンション管理につい

の居住者と友達になっていま

持ちで拝礼しました。

れたので、みんなが感謝の気

理に理事・監事として活動さ

た。居住者が救急車を呼び、

し、孤立していませんでし

されました。

Ｂさんは、長年の勤務で、

ても電話や立ち話で組合員と
マンションの総会では、得

て家財を整理し、またリフォ

しょう。

かにお休み下さい。

ご支援をお願いします。

集めております。

『孤立死対策』などの情報を

齢者の『マンション生活』

個人情報保護に配慮し、高

らせる環境づくりが必要です。

高齢化社会では、単身高齢
意の会計について質問をする

あの戦争がなければ、Ｃさ

をうけ、ヘルパーさんが週２

だけでなく、監事の２年間を

者が孤立しないで安心して暮

回、介護に訪問していたの

ームされたそうです。それを

んは結婚して子や孫もいたで

で、遺体を早く見つけること

２回も担当。特に、修繕積立

８０

Ｃさん、ありがとう、安ら

過ぎて死後に備え

ができました。

入で、居住者と交流していま

Ｃさんは、食料品などの購

聞いて涙がでました。

高齢者介護について、経験
者が話をする、管理組合が広
報することを望みます。

入院後に死去しました。

どちらかいえば孤立した生活

話し合っていました。

葬儀は密葬で行われたの

見。Ｂさんは、介護制度のヘ

して病死と断定。

そして理事に選ばれました。

Ｃさんは、マンションの管

才でした。

妹さんが入院中ですから、

その後、次々とマンション

８６

でした。しかし、アドバイス

２５

金の取扱を厳しく監視。

ておられます。

そのご主人が死後の面倒をみ

１１

医者へ通っていました。

してしまったので、未婚。

１０

てきた経験があります。

３０

