
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころ豊かなセカンドライフのために！ 

中部 SLA会長 畑島美奈子 

今年も又このキャッチフレーズを携えて SLA協会主催のセミナーの季節がやってまいりました。 

すでに SLA 通信８２号でお知らせいたしましたので友人知人の皆様をお誘いのこととは思いますが、

まだ担当者への申し込みが届いていないものもあります。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

４３回全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110 番」は新しい場所を得、今年も無事に終えること

ができました。新会場は広く、相談担当者がスタンバイできる場所もゆったりと取れ、スタッフも動き

やすく、何より電話相談を受けやすいとてもいい環境でした。残念ながら相談件数はあまり多くなく、

２３・２４日ともに１２件ずつでした。又初めての試みとして電話回線を減らし、1回線のみといたし

ました。これが相談件数にどう響いていたかはわかりませんが、賛否両論あり、部会や幹事会で検討し

ていくことにいたします。 

 

９月より新たに SLA カフェをオープンいたしました。残念ながら来店者は少なく開店に向けて準備

をしていた担当者の皆さんは拍子抜けの感もありましたが日頃できなかっ

た作業をしたり地域やサロンで取り入れることのできる体操の研修を受け

たりして過ごすことができました。 

集まった顔ぶれによってカフェでの過ごし方は違ってくるとは思います

が、気楽に集まっていただければと思っています。１１月は１１月９日（木）

名古屋市民活動推進センター集会室で開きます。 

 

秋はいろいろな楽しい行事が重なる季節です。 

SLA 協会もバス旅行を企画いたしました。今年は知多半島へ出かけます。おいしい食事をいただきな

がら又、バスの中や散策で会員同士の親睦を図る小旅行です。日頃の疲れをいやし英気を養いましょう。

詳細はチラシをご覧ください。たくさんの皆様の参加をお待ちいたします。 

新年会も例年の通り１月の最終土曜日来年は１月２７日です。予定表に書き入れておいてください。 

 

SLAらしく、研修会企画もあります。 

「エンディングノートの書き方研修会その④」や３月３日には全国消費生活センター協会中部支部高齢

者問題研究会との共催で電話相談研修会もあります。勿論参加は部員の皆さんだけでなくどなたでも参

加自由です。どちらも詳細は決定次第お知らせいたします。２９年度後期もご理解とご協力よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

訃報 

２期生の野村喜美子さんが２９年９月に逝去されました。 

心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。 

 2017年10月20日発行 

中部シニアライフアドバイザー協会  
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第 43回全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」 

中部 SLA協会結果報告 

開催日時：平成 29年 9月 23日（土）・２４日（日）10：００～１７：００ 

会 場：第二杉浦ビル２F 

主 催：全国シニアライフアドバイザー協会 中部シニアライフアドバイザー協会 

※全国 5協会が参加 

後 援：名古屋市社会福祉協議会・中日新聞社 

相 談 員：シニアライフアドバイザー（延べ 17名） 

運 営：中部シニアライフアドバイザー協会幹事会（延べ 10名） 

 

相談件数（全国 5 協会合計２０３件 内中部 SLA協会２４件） 

相談内容別件数 

項目 
健康 

医療 

介護

福祉 

年金

保険 
経済 

成年

後見 

遺言

相続 

家族

親族 

人間

関係 

終末

期 
住居 

生き

方 
仕事 

消費

生活 

その

他 
合計 

件数 4 0 0 1 2 4 8 4 0 0 0 0 0 1 ２４ 

％ 17 0 0 4 8 17 33 17 0 0 0 0 0 ４ 100 

 

談内容別検証 

【１位 家族・親族】 

毎回相談件数の上位にあるのは家族・親族の問題です。 

家族問題はそれぞれの家族の歴史の中から顕在化されてはいる問題であるにしても、共通していること

は経済問題が大きく作用していることです。 

周辺を見回しても多くの高齢者が将来に対しての経済的不安を抱えています。 

「海外での生活が長く離婚し帰国しても年金が少なく生活できない。母親の年金と障がいがある娘の障

害年金で生活しているが、母が倒れたときの生活に不安」「夫が理由もなく怒鳴り散らし、出て行けと

言われるが、自営業だったので年金が少なく離婚もできない」など、様々な事情の上の経済問題ですが、

これまで精いっぱい努力して生活してきた高齢者が安心して暮らしてはいけない社会にも問題がある

のではないかと思われます。又相談者の多くに見られるのが本人を含めて家族に精神的疾病を抱えた人

が多いことです。統合失調症・うつ病を持ちながら支えあうべき家族の絆がないことが問題を深刻化さ

せているとも言えます。 

【２位 人間関係】 

近隣や職場での人とのかかわりあい方が不得手でありながら他人の反応が非常に気になる。「自分の話

を聞いてくれるところがない。しかし、周囲の人には話したくない」「職場の男性４～５人で私用の掃

除をさせられる」「公道の漏水の修理に水道局が対応してくれない」様々な不満の中から見えてくるの

は周りの人達とのコミュニケーションが取れないことへの不満と今後の生活に抱く不安です。 

【２位 相続】 

前回まで、相続に関する相談が家族関係と大きくかかわっていたのに比べ、今回の相続問題に寄せる相

談はできるだけ早いうちに今後のことを考えてはっきりしておきたい。遺言書なり、それに代わる書類

なりにしてきちんとして決めておきたいというものでした。この傾向に関しては、今回だけに限るもの

かこれからも続く傾向なのかはわかりませんが相続問題でトラブルを起こさないためには早くからき

ちんとしておきたい、という考えが広まってきたのではないかとも思われます。 

【２位 健康・医療】 

受けてきた医療行為に不満や不安をどこに訴えていけばいいのか。又これ以上苦しい治療は受けたくな

いがどのように伝えればいいのか。たらいまわしになっている治療や打ち切られる治療への不安。高齢
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者が延命治療を含め自分の体については自分で決定していきたいという意識が強くなっていると感じ

ています。 

暮らしの形態別検証 

【一人世帯】 

「問題を抱えていても相談先が見つからない、又はわからない」特に男性相談者に見られる傾向です。 

仕事社会の中で生きてきた男性にとっては職場を離れた社会への接点は少なく、高齢になって相談でき

る人も少なく、孤立してしまうのではないかと気がかりです。又この世帯の人は特に経済的問題が将来

への不安となっています。 

【家族同居】 

働かないあるいは働くことができない息子や娘を抱えた高齢者が多くなっています。親は高齢者になり、

子は中年以上の年になり、もはや当事者だけで解決できる問題ではないと考えられます。引きこもり期

間が長くなり、深刻さも増してきているようです。公的機関なり、NPO なりに相談されるよう勧めざ

るを得ません。 

【夫婦世帯】 

高齢になり、社会とのかかわりの少ない夫は妻に対してわがまま、暴言が強くなりそれに反して長年我

慢をして耐えてきた妻は離婚や別居を望んではいるが経済的問題から実行するに至らず不満が募り、つ

いには精神的にも追いやられてきています。夫がボランティアなどを通じて他とのかかわりを持つこと

も必要です。 

中部シニアライフアドバイザー協会としての社会提言 

高齢者への対応が成熟社会のバロメーター 

 

誰もが日々の営みの中で苦悩や不安を抱えて生きていることでしょう。しかし、若い世代のそれと高

齢者が抱えている問題とは大きな違いがあります。 

経済的な問題を取り上げてみても、高齢者の場合、自分たちの努力ではどうすることもできません。

働き場所を求めてもそうたやすく見つかるものでもありませんし、何より、働くことのできる体力を持

っている人も多くありません。 

高齢者が自らできることは健康に留意し、自力で生きていくことを心がけることくらいです。 

少子化を食い止めることは、先々の日本を考えると重要な課題です。やがては高齢者を支えてくれる人

がいなくなってしまうかもしれません。 

しかし、現在の高齢者のすべてが充分な福祉を受け、平和でゆったりとした暮らしをしている訳では

ありません。高齢者が優遇されているというのはすでに過去の神話です。上がり続ける各種保険料。引

き下げられていく年金。削られていく福祉。 

経済問題も伴ってくる夫婦不仲はDVにまで及んできています。精神的疾患も若者だけの問題ではあ

りません。引きこもりを抱えた高齢の親。様々な深刻な問題を抱えて生きている高齢者が多くいます。 

高齢者も若者も中年もすべての人が安心して暮らしていける社会を望みます。 

今回電話相談を受けながら、その思いを強くいたし、各機関に要望いたします。 

 

 

≪幹事会だより≫ 

 第 5回幹事会 

開催日 8月 18日（金）１０：００～１２：００市民活動推進センター集会室 出席９名 

・全国一斉電話相談について(会場は杉浦ビル・電話は一回線・研修について等) 

・SLAセミナーについて、バス旅行の計画などについて話し合う。 



4 

 

 第 6回幹事会 

開催日 9月 15日（金）１０：００～１２：００市民活動推進センター会議室 出席８名 

・全国一斉電話相談について(準備等) 

・SLAセミナーについて、バス旅行の詳細計画などについて話し合う 

≪報告とお知らせ≫ 

  

 研修部会・電話相談部会 

・研修会『エンディングノートの書き方～その３と全国一斉電話相談に向けて』 

日 時：９月７日（木）PM１：３０ ～PM３：３０ 場所：イーブルなごや第７研修室 

講 師：世古つよ子さん（SLA会員） テーマ：高齢者を取り巻く状況とその支援について 

 出席者：１４名 

      高齢者が抱えている元気で生活を送るための健康問題、また８月に改正された介護保険や 

医療保険について身近な問題をパワーポイントを使っての説明であった。（大歳 篁子） 

 

 PC部会 

・第４回部会 日時：8月 18日（金）PM１:００～３:３０  市民活動推進センター会議室  

    ホームページ更新作業 

・第５回部会 日時：９月２２日（金）PM１:００～３:３０  市民活動推進センター会議室 

ホームページ更新のための勉強会 

 

 

 名南部会 

好天に恵まれた 10月 4日（水）、10名の方々と共

にボランティアガイドさんの案内で熱田神宮を散策

しました。 

本宮参拝はもちろんのこと、2012年までは一般に

公開されることが無かったパワースポット「こころ

の小径」を歩いたり、ボランティアガイドさんが唄

う「名古屋甚句」を聞いたりして心をリフレッシュ

しました。 

昼食はあつた蓬莱軒で名物「ひつまぶし」をいただ

きながら、話に花を咲かせました（報告 高武） 

 

 

 SLA主催セミナー ～心豊かなセカンドライフのために！～ 

日 時：１１月８日(水)１３：３０～１５：３０  

場 所：市民活動推進センター研修室 

講 師：中日新聞編集委員 安藤昭夫氏 

参加申し込み：FAX０５２-471-0980 又は TEL090-4796-7654  

 日帰りバス旅行 

“秋を惜しみ日頃の忙しさから解放され、少し歴史を訪ね(野間大坊)海辺の散策や 

 一日ゆったりと仲間と過ごしましょう！“ 

 ※詳細は別紙チラシをご覧ください。 

 PC部会 11月定例会 

 

部会報告  

地域部会報告  

お知らせ 
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日時：１１月 9日（木）１３：００～１５：３０ 市民活動推進センター集会室 

 

 SLAカフェ  

日 時：１１月９日（木）１０：００～１５：００ 市民活動推進センター集会室 

日 時：１２月１４日（木）１０：００～１５：００ 市民活動推進センター集会室 

参加費：１００円 

 

※パソコンなんでも相談会やスクエアステップ体験会もやっています。遊びに来てください！ 

 暖かいコーヒーやお茶、スイーツも用意しています。 

 

 

２９年度協会活動予定(10 月～１月)  

 

部会・イベントなど 日時・会場 他 

通信８３号印刷 10月 19日（木） AM11時～印刷スペース 

SLAカフェ 10月 
10月 19日（木） 

 

AM9 :00～PM3:00 

AMフリースペース PM 集会室 

PC部会 10月定例会 10月 19日（木） PM１:00 集会室 

29年度第 2回拡大会議 

１０月定例幹事会 
10月 20日（金） AM10:00 集会室 

このゆびとまれ・尾張部会  

春日井植物園散策 
10月 28日(土) AM10:00高蔵寺駅集合 

幹事会１１月定例会・セミナー準備 11月 8日（水） AM10:00 集会室 

SLA主催セミナー 11月 8日（水） PM1:30～3:30 集会室 

SLAカフェ１１月 11月 9日（木） 
AM10:00～PM3:00 

集会室 

PC部会１１月定例会 11月９日（木） PM1:30～集会室 

日帰りバス旅行 11月 29日（水） AM8:45集合  

名北部会 

徳川園散策とランチ会 
12月 7日（木） 徳川園 

通信８４号印刷 12月 14日（木） 時間未定 印刷スペース 

SLAカフェ１２月 
12月 14日（木） 

 

AM10:00～PM3:00 

集会室 

幹事会 12月定例会 12月 15日（金） AM10：00 会議室 

PC部会 12月定例会 12月 15日（金） PM1:00～  会議室 

幹事会１月定例会 1月 19日（金） AM10：00 会場未定  

新年会 1月２７日(土) アウル 

※会場名の記載していない場合すべて市民活動推進センター 

会 員 便 り 
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≪ 『わくわく』 みーつけた！ ≫ 

 髙川 眞砂代 

  

 最近、「何年かぶりに同窓会に出たら楽しかったわ！」等と、よく耳にしませんか？。  

そう言えば、私も、この頃、学生時代の仲間とのお付き合いが、増えたように感じます。これといっ

て、自慢するようなものは何もない私ですが、友達だけは沢山いるんですよ。だんだん、「動けるうち

に！」が合い言葉になりつつあります。 

  そんな、学生時代の友人との、最近の「わくわく」聞いてください。 

  お正月のことでした。卒業依頼、疎遠になっていた大学時代の友人から、突然年賀状が届きました。 

「新車を買ったから、いつでも神戸を案内するよ！」とのメッセージ付きでした。「行く！」とメール

したら、なんと、早速、新幹線の往復切符が送られてきました。そういえば、学生時代は、どちらもち

ょっと気があったような…。 

よっしゃぁ！、思いがけないお誘いに、私はわくわく、ちょっとばかりおめかしをして、心ときめか

せて出かけたのです♪が、「〇〇ちゃん、久し振りやなぁ！」と、旧姓で呼びかけられたとたん、学生

時代にタイムスリップ！若いころは、やんちゃな感じだった彼、定年退職後は、自分で起業して、今は

一応、社長はんだとか…。 

お洒落なレストランでランチ！かと思いきや、名物「明石焼き」をほおばりながら、「ここの店、お

いしいやろ！」と、飾らない性格も昔のまま。それが、また懐かしい。お互い、今はもう独り身。別れ

際に飲んだコーヒーは、ちょっぴり甘酸っぱかったような気もしました。 

 その神戸遠征以来、何とはなく、メールを送ったり…が続いています。 

「プレゼントしてもらったハンカチを、ゴルフで使ったら優勝したから、今度は、パチンコ屋で試し

てみたらあかんかった(´ω｀)」とか、「近々、白内障の手術をする。」とか、何とも、色気のない話ばか

りですが…。それにしても、学生時代の仲間は、気が置けなくていいです。 

  そして、先日も、「動けるうちに」と、三島に住む、高校時代の友人宅を訪れました。以前から、「富

士山を見においでよ」と、誘ってくれていたのです。東京から駆けつけたもう一人と３人で、富士山そ

っちのけで話がはずみました。半世紀以上も前の、学校祭の仮装行列や、ファイア・ストームの思い出

が次々と飛び出し、「昨日のことは忘れても、昔のことは、よく覚えているよね。」と、みんなで笑い転

げました。美しい富士山の姿に感動し、新鮮なお魚に舌鼓を打ち、ゆったりした温泉で癒された、三島、

箱根のわくわく満喫旅、何はともあれ、無事に帰宅できて感謝、感謝！でした。 

  さて、夢も希望もあった青春時代は、よかったなぁなんて思うのは私だけで

しょうか？戻れるものなら戻りたい…。せめてぼけ防止に、これからも「わくわ

く」の心、忘れないよう過ごしたいと思っています。 

 そうそう、ここに登場する「わくわく仲間」は、皆「マイライフプラン」 

の愛読者！なんですよ�       

                                                              

                                                             

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。  次回は高武知子さんにお願いします。 

 

 

 


