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﹁立つ鳥跡を濁さず﹂と言うのは簡単だ
が命やるのは難しい︒それでも釜いざ死の
準備を始めれば︑お世話になった人や思
い出が次々蘇ってくる︒なにより自分の
ために︑夏の終りに︑一歩踏み出そう︒

﹁あなたは︑自分の遺影

を用意していますか？﹂

こう訊かれれば︑思わ
ず考えこんでしまう人も

多いのではないだろう

か︒何枚かの写真が頭に
浮かぶものの︑どれも決

め手に欠く︒そもそも︑

と見送ってもらうために
は︑生前にやっておかね
ばならない︑それ相応の

準備がある︒

まず︑遺影はどう用意

をすればいいのか︒．

﹁慌てて写真館で遺影を

撮る必要はありません︒

しかし︑人生の最期を
締めくくる葬儀で︑仏頂

けておきましょう﹂︵葬
フユー
祭関連事業を行うＦＵＮ

らいの大きさの顔でも大
丈夫なので︑自分が人生
で一番輝いていたときの
お気に入りの写真を見つ

スナップ写真の沁円玉く

面で写った昔の証明写真
を引き伸ばした遺影しか

人もいるかもしれない︒

なければ︑どんなに立派

遺影の保管場所にも注

Ｅ代表取締役・三浦直樹氏︶

も︑参列者たちは残念に

思うことだろう︒

自分がいざ棺に入った
ときに︑家族や友人たち

に﹁いい人生だったね﹂

な︑家族にもわかりやす

とえばテレビ・の検のよう

意したい︒自分の書斎な
どわかりにくい場所にし
まい込むのではなく︑た

ネ

な人生を送ったとして

自分を写した写真がどれ
だけあるのかわからない

‘
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て置いておく︒

い場所にファイルに入れ

めて連絡をとってみる︒

て来た人を振り返り︑改

ここまで準備をしてお
けば︑自分の納得した写
真が葬儀では飾られ︑あ
なたのいい思い出ととも

感謝されるはずだ︒

かな指示があると︑より

え︑﹁ＡさんとＢさんは
仲が悪いから鉢合わせし
ないように﹂などと紬や

一覧には必ず連絡先を添

に見送ってもらえること

誰が葬儀に来るかがわ
かれば︑葬儀の規模も決
めることができる︒家族

だろう︒

香典返しの品や葬儀で
流す曲についても︑自分

だけで行うこぢんまりと
した葬儀なのか︑会社で

付き合いのあった人も参

しい式にできる︒

の気に入ったものを指定
しておけば︑より自分ら

葬儀に呼ぶ人︑呼ばな

加する比較的大きなもの
なのか︑規模がすぐにわ
かれば︑死後︑家族も会

などを進めやすくなる︒

場選びや香典返しの準備

い人一覧を作っておくこ
とも重要な準備だ︒この

一覧があれば︑家族は当
然助かるが︑それだけで

えておくのはもちろん︑

ローⅡｌ

６日ｑｑｑ■■■０日００７り１５■■■■■■■■Ｔ９ａｑｇ

醗阿Ⅲ隙版帰禰攪耐恥眠陣匹

ｄ１Ｊ１ｄｑ１

悲劇がおきる︒口頭で伝

金も戻ってこないという

に頼んで一しまって︑積立

に加盟していない葬儀社

族が知らないと︑互助会

入して︑葬儀費用を積み
立てておくという手もあ
る︒だが︑もしそれを家

で用意しておくのも︑マ
ナーだ︒葬儀互助会に加

／自分の葬儀費用を自分

はない︒

自分が葬式に来てほし
い人を思い浮かべること
で︑人生を振り返ること
ができるのだ︒

葬儀に呼ぶ人一覧を作
るにはまず︑﹁ありがと

寺Ｌ●

う﹂を言いたい人を書き
だしてみるといい︒お世
話になったが今は疎遠な

人や︑昔住んでいた土地
で面倒を見てくれた人な
ど︑自分の人生に関わっ

冊幅岨墹１口届！■！眠鵬剛︑鵬脈叫帆服昨川腿肥Ⅱ１町Ⅲ１冊Ⅱ伽Ⅱ帆肺ⅢⅡ皿ⅡⅡＨⅢⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅡⅡ
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﹁家族が最も困るものは

身にとってもいい効果が
ある︒人生を総括する一

写真の整理は︑自分自

だが︑血のつながりはな

る人に財産を分けていく︒

一般的な相続では︑配

死に際

うした人には︑時計や衣︑

偶者や血がつながってい

￨籍をとって整理しておけば相続が楽になる

証券会社のダイレクトメ
ールが来てしまえば︑家
族は話し合いを再びやる

証券口座は︑このタイミ
ングで解約しよう︒もし
遺産分割が終わってから

数千円しか入っていな
い口座や︑放置している

受取人を書いていく︒

種類︑保障期間︑保障額︑

券番号︑主契約か特約か︑

命保険なら保険会社︑証

現在価格︑評価額を︑生

会社︑種類︑銘柄︑数量︑︑

く︒有川証券なら︑証券

シュカードの有無を書

名︑支店名︑種類︑ｎ座
番号︑今の残高︑キャッ

重要だ︒銀行なら︑銀行

いく︒ここでは︑詳細な
情報まで書いていくのが

まずは銀行口座や証券
口座の一覧を書きだして

めて行こう︒｜

くる︒その次に︑大切な
家族に財産を適すことを
考えて︑相続の準備を進

モノを整理していくこ
とで︑心の整理もついて

決めておき︑メモに残し

写真の処分なんです︒ゴ
ミとして捨てるのも忍び
冊のアルバムを作るなか
で︑忘れていた思い出が

深いものは︑形見として

なく︑お寺で供養しても
蘇ってくるのだ︒

ておく︒

死の準備を進めるに
い︒一冊のアルバムか︑

らうことになりかねな

写真が済んだら︑少し

いが︑感謝を形で示した
い相手もいるだろう︒そ

｜思い出の品にすれば、自分らしい葬式に
｜お寺でつける戒名は生前につけることもで
｜き、自分が納得のいく戒名にしてもらえる
｜互助会に入っていることを家族が知らず、
｜別の業者で葬儀をしてしまう事態を防げる

人にあげるのもいい︒

は︑モノの整理もしなけ
ればならない︒といって
データにまとめておくこ

ずつモノの整理を始め

喪主を務める家族に︑会
員証を託してしまっても

も︑いきなり﹁断捨離﹂︽

とをお薦めします﹂︵終

｜固定資産税納税通知書や年金振込通知書を

いいだろう︒

をする必要はない︒

持ちを書くことができ、争続防止にもなる

活カウンセラー協会代表

役所からの

まずは遺影選びもかね

3LDKで約20万円など、家財の処分に

服など︑あげたいものを

卜圭叱卯げや﹄

l発見されず無駄になる悲劇を防げる

思い出識モノ

￨隠し子や腹違いの兄弟はいないかなど､戸

１１１

I

はおカネがかかる。遺産とは別に用意する
遺言書には財産の分け方のほかに､感謝の気
家財､蔵書の
処分費用

￨とっておくと、家族の死後手続きが楽に

る︒不要なものは捨てる
が︑自分にとって思い出

葬儀に呼ぶ人、 ￨今は疎遠だが仲が良かった友人など、家族
呼ばない人一覧 ￨が知らない人も葬儀に呼ぶことができる

理事・武藤頼胡氏︶

葬式で流す曲

葬儀へお墓

ｌ卜

銀行口座､株 券､￨相続するはずの預金や有価証券が､家族に

保険の一覧

郵便物

凸■▽凸▽■ＤＩａ９

￨会社員時代のスーツ姿や、家族旅行の写真

葬儀互助会の
会員証

豊

￨灘篤
鱈＝こ̲』藍色
Ｉ﹂︑■ｖ・歩

￨など、自分らしい遺影で見送ってもらえる
香典返しの品物､￨葬儀で思い出の曲を流したり、香典返しを
遺影

生前戒名

識識灘建凝恥鋤『鋪蔦蕊

て︑写真を整理する︒

きれいに逝くために準備しておくもの
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ハメになってしまう︒

かすのかを決める︒次に︑くべきことについては︑

最初に納骨堂や霊園︑の瞬間をどず迎えるか︑
散骨など遺骨をどこに動最低限あなたが決めてお！

いに逝くために必要な準
備をまとめた︒無理に一

っても怖いもの︒じたば
たせずに︿死を受け入れ
るためにできることはあ

野滋子医師は﹁最期に着
る服を選んでおくと︑死

この準備で財産の把握

を迎える心構えが変わっ

まれた着物を出して︑﹃私

る︒湘南ホスピタルの奥

を申し出て︑役所で改葬

てくる﹂と言う︒

のうちに手をつけよう︒

許可証をもらう︒これで蕊．

気にやろうとせず︑やり
やすいものから︑この夏

ができたら︑遺言書を書
いてみる︒どんな相続財
産があるかを一覧にした
財産月録は︑今年１月か

お墓の中にある遺骨を︑選

今のお墓を管理する寺院︑後の章で詳述しよう︒

らパソコンでの作成が認
められたため︑手をつけ
別のお墓に移すことがで

﹁卯歳の女性が入院して
きたときに︑風呂敷に包

や管理事務所に墓じまいその他︑右の表にきれ

やすい︒

万〜鋤万円かかる︒死期が近づき︑自分の

い﹄とおっしゃった︒﹃き

が死んだら︑この服に着
替えさせて送ってくださ

なものに変えたことで︑

の﹄とのことでした︒死
の瞬間を少しでも華やか

死の瞬間は突然訪れるか
ら︑事前に決めておいた

れいな姿で旅立ちたい︒

メ﹄と断られていました︒

私は︑死の間際には好
きなものを好きなだけ食

に伝えても﹃お砂糖が体
を冷やすからプリンはダ

散骨にすれば︑子ども少なくない︒﹁納得できる

べるほうがいいと思って

し合ったうえで︑︐プリン

満足げな表情を浮かべて

いました﹂

最期を迎えていらっしゃ

その時に男性が浮かべた

忘れられません︒

幸せそうな表情はいまも

を食べてもらいました︒

いますので︑奥さんと話一

がお墓を継ぐ負担を減ら最期﹂を迎えるためには︑

肢もある︒かつた﹂と後悔する人は

お墓を新しいタイプの人生を振り返った時に︑
ものに変えるという選択﹁あれをやっておけばよ

きるようになる︒お墓の
撤去には１㎡あたり約加

誰に何を相続させるか
を書いた遺言書の本体に
ついては︑来年７月ｍ日

以降から新制度が始ま
る︒遺言書を法務局で預
かってもらえるようにな
るうえ︑遺言書が正しい
形式かの確認もしてくれ﹄
る︒遺言書は今すぐ作ら
ずに︑新制度の開始を待

せる︒実際︑自分が死んなにをしておくべきか︒
だら自然に還りたいと考日本看取り士会会長の
えている人が散骨を選ぶ柴田久美子氏は︑基本的
ケースも増えている︒な心構えとして夛死を意
︲﹁散骨にしてほしい﹂と識するようになったら︑

家族に受け継がれて．い

ったほうがいい︒

いても考えておきたい︒

奥野氏は︑会いたい人
に会っておくことも重要

ただ︑医師や家族によ

っては死の直前に食べた

だと説く︒特に︑家族や
友人とのわだかまりを抱

く財産である︑お墓につ
ここで重要なのは︑お
墓は遺される家族のため

いものを食べさせてくれ
ないこともある︒健康な

遺言書に書くだけでは不やりたいことをやって悔
十分だ︒お墓が無いためいを残さない人生を送る
に家族が後悔しないよことを心がけるべきだ﹂
う︑散骨業者も含めて打という︒

えている場合︑面倒でも

のものだということだ︒

うちに︑食べたいものを

﹁余命１ヵ月と診断され

最後に︑︲自分が死ぬとた末期がんの祀歳の男性

ち合わせをしておこう︒

１１１１ １

１
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お墓が田舎にあって子ど

だと提案する︒

それを解消しておくべき

ＩｌＩｌＩＩｒ■■■■■■■ｌⅡ０■日日００５００

■

もが住む街から遠く︑お

行っておくべきです﹂

ｑ０１ｑＦｒ■Ｅ■■■■ｄ

﹁大切な人とケンカをし

食べ︑行きたいところに

１１︲ｌｄ

｜

墓参りができないなら︑

．８■

’

お墓の引っ越し︵墓じま

０１１１

死を迎えるのは誰にと

きに家族に迷惑をかけなは︑最期の時を自宅で過
いために︑死に際にも配ごしたのですが︑﹃プリ
慮をしておきたい︒最期ンが食べたい﹄と奥さん

Ⅱ■１日４■■■４４１１１４４９１１１９日１６０

I

い︶を考えたい︒

ｌＩ

’

−−≧置更副
￨蕊̲： 。≦̲皇雪患丞̲‐ −．､了皇達

巻頭大特集亀の夏のうちにやっておきたい

醗雷霊･蕊灘霊蕊溌露蕊璽;霞蕊露蕊劉
巻頭大特集這の夏のゑち艫や匂でおきたい

たままだと︑亡くなる間
際までそのことを悔いる
人が多いんです︒私が看
取ったｍ代の男性は︑と
ある事情から妻と息子を
置いて家を出てしまい︑
ずっと息子さんと縁が切
れた状態でした﹂

生前︑とにかくひと言

いということでした︒生

と︒歌が大好きな患者さ
んでしたが︑人生最後の
思い出に︑音楽祭に出た

の最後に望みがかなっ

たのでしょう︒ご家族や
担当医らに何度も﹃人生

くなってもおかしくなか
ったのですが︑音楽祭の
ために毎日練習をしたこ
とが︑人生に刺激を与え

望を書いておきたい﹄と

かかりつけの病院など
で﹁延命治療に関する希

き記しておくことだ︒

⁝

最も望ましいのは︑最
期の瞬間まで人生の目標
きる希望を失わせるわけ
にはいかず︑応援するこ

を用意してくれる︒︿医師

美院長は︑急性骨髄性白
血病の患者がやってきた

その２ヵ月後︑男性は

のだから︒

べ

したところで︑誰も死か
ら逃れることはできない

少しでも長く生きるこ

決めておくことができる︒

で︑これに記入しておけ
ば︑最期に受ける治療を

の細かい項目があるの

心肺蘇生を行うかＸ人工
呼吸器をつけるか﹀など

伝えれば︑﹁事前指示書﹂

を決めて︑その意思を書

までの治療を受けるか﹂

か﹂﹁受ける場合︑どこ

を持つ．ことだ︒ホームオ

とにしました﹂

た︒どんな薬よりも効果
があったよ﹄と言ってお

が回復不能と判断した時︑

えたでしょうね﹂︵奥野氏︶

ン・クリニックの平野国

迎えた音楽祭当日︒会
場の舞台に︑酸素吸入の

別れされました﹂

・くに

ときのことを回想する︒
﹁その患者さんは歯磨き

管をつけたその人の姿が
あった︒アンディ・ウィ

﹁やり残したことは何も

よし

をするだけでも息が切れ
てしまうというほど体力
が落ちていて︑先が長く

リアムスの﹃ムーンリバ
ー﹄を歌いあげると︑観

語７のです︒﹃ｎ月︑地元

﹁本当はもっと早くに亡

静かに息を引き取った︒

とを望むなら︑延命治療
を受ける意思を示してお
くべきだが︑一方で延命

治療の苦しさについても

知っておいたほうがいい︒｜

湘南ホスピタルの奥野滋

もいます︒時には患者が
つらい思いをするよう在

っても︑絶対に肉親を死
なせたくをいという家族

﹁たとえ老衰の過程にあ

べきことは多い︒

延命治療を病院に要請し︑

子医師が説明する︒

本当は自宅で死にたか

最も重要なのは︑﹁死の

﹃もうなにも食べたくな

で満足した人生を送って
きても︑すべてが台無し

厚労省によると︑命の
危険が追った状態になっ

しまった︒余計な治療を
受けたことで︑苦しみな

間際に延命治療を受ける

ったのに︑病院で死ん一で

た時︑約７割の人が﹁ど
んな治療を受けたいか﹂
﹁どこで最期を迎えたい

がら死んでいった︒そん
なことになれば︑それま

になってしまう︒後悔し
ないために︑決めておく
か﹂という意思を伝えら
れないまま︑死を迎えて

しまうという︒

﹁納得できない﹂と後悔

を迎えるのは避けたい︒

這ったような字で息子さ
んにお詫びの言葉を書い

の市民音楽祭があるんで

ないことは家族もわかっ
ていました︒ある日︑そ
の患者さんが私にこう言

た手紙を渡したという︒

れた︒

ない﹂と言い切るのは難
しくとも︑漫然とその日

3

客から万雷の拍手が送ら

‑β

すが︑それに出場したい﹄

息子に謝りたいと︑男性
つて
は伝手を辿って病院に息
子さ〃を呼び寄せた︒ペ
ンを握る力もないほどに
弱っていたが︑ミミズの

08

﹁ところが息子さんはそ
れを読むなり︑ビリビリ
に破いてしまった︒簡単
に許せるものではなかっ
たのでしょう︒しかし︑

その患者さんは﹃息子が
だ︒それでもいいから︑
とにかく謝りたかった﹄

と言うんです︒その皿日
後に男性は亡くなりまし
たが︑息子さんに謝るこ
とができなかったら︑未
練を残したまま最期を迎

蕊陰
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ノ

灘
俺を許さないのは当然

艤醗鐵誕耀戯謹瀞霧

い﹄という患者に無理に
ドで死を迎えることにな
と記しておくことだ︒

したい場所﹀に﹁自宅﹂

・ワた

る︒﹁看取りまで面倒をみ

態に陥ったら︑家族は医
者に﹁少しでも長く生か

じ内科クリニーックの内藤

ぬという現実といま一度
向き合う必要がある︒ふ

いづみ院長が言う︒

してください﹂と懇願す

るかもしれない︒そして︑

そのうえで︑本当に最

﹁本人の意思を家族に伝
えないまま最期を迎える

る﹂と証う老人ホームで

ーブを体につながれる︒

人工呼吸器と胃ろうチュ

と︑家族も﹃あの人は納
得して逝けたのだろうか

も︑実際に入居者が危篤
状態になると︑気が動転
したり︑のちに家族とモ

電気ショックで一瞬意識
が戻るが︑壮絶な痛みを

．：：﹄と悩み︑後悔を残

あなたの死は︑もちろ

ある︒長尾クリニックの

感じ︑再び昏睡状態に陥

が︑家族のものでもある︒

もあるのです﹂

長尾和宏院長は︑﹁人生の

期が近くなった時のため
に︑自宅にベッドを設置
し︑看取りの医師︵在宅
医︶を決めておく必要が

最期を委ねる在宅医を

メることを避けるために︑

死に場所は病院となる︒

救急車を呼ぶことは少な
くない︒その場合︑結局

﹃近所だから﹄との理由
だけで選ぶと後悔するこ

心臓が止まった場合、
心臓マッサージを行うか

どこまで治療を
受けるか

人工呼吸器を取り付けるか

少 阜

ことが大切です︒事前情

籍などで︑看取りの実績
数が豊富な在宅医を選ぶ

そんな事態を避けるた
めにも︑自分もいずれ死

がやってくる１．

を恨みながら︑死の瞬間

り︑相性が悪かったりで︑

満足できない最期を迎え
ないのです﹂

たというケースも少なく
自分の死に方を考える
ことは︑精神的にもきつ
い作業だ︒しかし︑﹁面
倒だ﹂﹁死ぬ時のことな
んて︑家族と話したくな
い﹂と放っておくとどう
なるか︒あなたが危篤状

倖も■■ｐＬｒＦも■ＧＢ

００﹁口！■

よくおっしゃっていまし
た︒﹃終活﹄がブームに
なるずっと前から︑ご自
身の身辺整理をされてい

ても困らないように﹄と︑

三いつ〃その時″が来

報なしに在宅医を決めた
結果︑技術不足のために
緩和ケアが不十分だった

家族はあなたのためを
思ってやっていることな
のに︑当のあなたは家族

思いをさせやがって﹂

﹁死に際にこんな苦しい

る︒

め︑自分で決めた最期は︑

延命治療の可否をはじ
慣れ親しんだ自宅で家
族に囲まれて最期を迎え

︑坐皇認．↑霜．︺．・・鴎︑︐寵

呼吸しにくくなった場合、

家族にも理解しておいて

食事ができなくなった場合、
胄ろうによる栄養摂取を望むか

︑２日■８強庭貯睡縄厘Ｉ

家の吉沢久子さん︵享年
１０１︶と四半世紀にわ
たり親交があった︑ブリ

月に亡くなった生活評論

そう話すのは︑合年３

たんです﹂

かっている︒

後悔しない死とは︑あ
なたと家族がともに納得
してお別れできるかにか

ておくべきです﹂

かりと最期について考え

とは家族にとっても幸せ
なこと︒そう思ってしっ

すことになりやすい︒自
分が望む最期を迎えるこ

もら↑フ必要がある︒

とがある﹂と言う︒

食事ができなくなった場合、

﹁あらかじめネットや書

たい︒そう望むなら︑﹁日

口から水を飲めなくなった場合、
点滴での水分補給を望むか

本尊厳死協会﹂のホーム
ページに掲載されている

﹁自分の死に場所﹂もそ

１１００１︲１１●１

■ Ｏ Ｑ Ｉ ０ ｑ ︲ ｄ １ １ ｊ Ｂ ﹄ ０ ６ ６ ６ 守 り 日 ■ ■ ４ 日 ■ Ｕ 守 り ■

﹁私の希望表明書﹂など
を利用して︿最期を過ご

んあなた自身のものだ

その結果︑誤嚥性肺炎に
なってしまうようなこと

でもモノを食べさせる︒

血管からの栄養剤点滴を望むか

の一つ︒なんの意思表示
もしていなければ︑意識
を失った後︑病院に運ば
れ︑そのまま病院のベッ

０．１﹄■■１１

ＴＥｇｒｔ︲１１

〆

病院､介護施設､自宅の

ど こ で 最 期 食事が毒きな箕なっ
を 迎 え る か たちどうするか一

◆
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どこで最期を迎えたいか
、

心臓が止まった場合、
電気ショック治療を望むか
、

病院で延命治療を受けるか、
介護施設､自宅で療養するか
０９６■宮口日日■４■日日■０１０Ⅱ９０個心 ６４０８９８６？＆１０

棚ぷ一圃跳呼出ｍＷＭ即Ⅲ即ⅡⅡ１１ｌｌｌｌｌＩｌ３０

■︒■且日・■■日ロⅡロⅡ■■ロⅡｆ毎８９９０

意識がなくなった場合に備えて
事前に決めておくべきこと

をはいていたんですが︑

っちゃんと同期です︒い
つもポロポロのジーンズ

り歩いた︒そうして千葉・

東近郊の墓地へ霊園を巡

蕊・雷
は不要だとおっしゃって
いました︒自分で自分の

それが妙に似合う格好い

えっちゃんはそんな素振

見さんを亡くしてから︑

い方でした︒本当に仲の
良いご夫婦でしたね︒塩

ます﹂︵大方さん︶

しょう︒より良い環境で
眠らせてあげたいという
気持ちだったのだと思い

にという思いだったので

﹁樹木葬はご主人のため

決めたという︒

法のこと︒市原さんは関姪

つは甥夫妻に預け︑いつ
何が起きても大丈夫なよ
ことがわからなくなり︑

た﹂︵田村氏︶

うに準備されていまし

ー

県袖ヶ浦市にある霊園に

りはまつたく見せないん
ですが︑内心は悲しさに

迷惑をかけることを避け
たかったのでしょう︒亡

寄贈先も決めていた︒葬

リしていましたし︑最期
まで周囲の人たちを思い

打ちひしがれていたと思

作を残した︒剛年に夫で

儀や告別式の開催︑亡く

やっていたと伺いました︒

暮らしをしていた︒

た﹂

くなる２日前まで新聞が
読めるほど意識もハツキ

ある文芸評論家の古谷綱
武氏︵享年布︶を亡くし

なった後の法要も断っ

入院先のスタッフが︑吉

います﹂

だ２本の樹木を峨入し

衣類など身の回りの品
も一定量を超えないよう
に心がけ︑膨大な蔵書の

た後は︑訓年以上︑﹁お
ひとりさま﹂として一人
た︒残された遺族らに負

最愛の人を亡くした市
原さんが自分にできるこ

﹁吉沢さんが自分の死に
ついて真剣に考え始めた
のは︑ご主人を亡くした
出してくれたほうが嬉し
いという思いだったとい
﹁吉沢さんは︑延命治療

う︒田村氏が続ける︒

国民的女優の樹木葬

語っていたという︒

市原さんと帥年来の友人
であり︑大河ドラマ﹃い

した時に﹃私︑いま樹木
葬ができる墓地を必死で
探しているの︒でも︑い
いとこ五がなかなかない

﹁えっちゃんが亡くなる

だてん﹄で金栗四三の祖
おお
母役を演じた︑女優の大
かた．ひぎこ
方斐紗子さん︵別歳︶が

のよ﹄とおつしやつ

今年１月に心不全で亡
くなった︑女優

振り返る︒︒

ました﹂︵大方さん︶

犀

人の間に子どもはいなか嶢郵
ったので︑残される縁戚青飾

いという利点もある︒二鰄姉

された人たちの負担が軽

Ⅷ卿趣噸帥Ｉ叶州側叩伽鎚罐

樹水葬は基本的に墓をで影

られた︒

彼女の遺骨もそこに納め↑

た︒一方は塩見さん︑も

そこで市原さんは並ん

沢さんが亡くなった後︑

とはないかと考えたの

めだ︒そうして今年３月︑

う一方には自分が入るた↓

担をかけ︑形だけの儀式
をするよりも︑日頃思い

遺族の方に﹃お世話させ
て頂いてありがとうござ

が︑お墓のことだった︒

ことがきっかけだったよ
うです︒子どもも孫もい
ないので︑いざ自分に何
かあった時に︑相続など
で親族に迷惑をかけたく
ない︒

子さん︵享年魂︶︒市原
さんが最も大切にしてい
たのが︑自分がいなくな

﹁私は俳優座の養成所

樹木葬とは︑墓石
わりに樹木を墓標と

用いて︑遺骨をその
の根元に納骨する埋

少し前にお仕事でご一緒

った後のお墓についてだ

で︑えっちゃん︵市原さ
んの愛称︶の４期下の後

市原悦

記した︒遺産の管理はす
べて甥夫妻に任されたそ

Ⅷ年に︑市原さんは訓
年以上連れ添った夫であ

った︒

る演出家の塩見哲さん
︵享年別︶を亡くした︒

Ｉ１Ｉ

ｂ■ⅡｒＰＨＰＢ

うです︒預貯金などの財
産や︑約２００冊の著作
版権の管理など︑範囲は
多岐にわたりました︒生
前から貸金庫の鍵は一つ
を自分の手元に︑もう一

月■ｐ■９■■旨●Ｊ利凹トー届ＦＥ■︑四Ｆ厚■︒

・１９仏

輩でした︒俳優座でスタ
ッフだった塩見さんはえ

それで︑法的に有効な
遺言書を用意し︑家の後
始末やお墓の管理などを

市原さんは生前から﹁お
墓は人生を物語る証﹂と

いました﹄とお礼を言わ
れるほど愛されていまし

随筆家としても多くの著

家第１号﹂として活躍し︑

吉沢さんは﹁家事評論

である︒

−ライターの田村幸子氏

K騨蕊感

蕊豊蕊溺

彼女たちはでき得る限
りの支度をきちんと行っ
というのは避けたかった

ました︒それが原因でき
ょうだいの仲が悪くなる

もあった︒そのため︑家
族で話し合い︑売却を決

定資産税が更地と同等の
６倍に跳ね上がる可能性

たちへの配慮もあったの
ていた︒だからこそ§周
囲から愛され︑きれいに

のです﹂

や母校に渡そうと決めた

です﹂︵いとうさん︶

のため︑人力で解体する
しかなく︑８００万円か

とにしたのですが︑家の
前の道が狭く︑ブルドー
ザーが入れなかった︒そ

﹁解体し・て土地を売るこ

めた︒いとうさんが話す︒

しようと考えたのである︒

の教師として働いた︒恩
返しのために母校に寄付

に進学した︒彼女は戦争
を生き抜き︑戦後は高校

もらえる師範学校︵戦前

親が亡くなったため︑授
業料が不要で︑生活費も

林さんは晦歳の時に父

つまり︑実家をこの段
階で処分するということ

かるなど予想外の事態も
起きました︒それでも最

ての財産を姪に遺贈し︑

﹁えっちゃんの姿を見て︑

だろう︒大方さんが話す︒

私も樹水葬を考えていま
消えていくことができた

だ︒これは次の代に面倒
を先送りしない決断でも

終的に１４００万円・で売

いとうさんも︑その一

のだ︒

ある︒ｊ

本当に幸せでした﹂

人だ︒いとうさんの家族
の兄の５人家族だった︒

にやってよかったと思っ

却できて︑６００万円の
利益が出ました︒結果的

その姪を遺言執行者に指
定するという公正証書遺

．﹁林さんはいったんすべ

に存在した教員養成機関︶

﹁実家をどうするか︑母
と私はずっと心配してい
は︑元々は父︑母︑二人

弼年に空き家対策特別
措置法が施行された︒実

言書を作成しました︒林
さんが亡くなった後︑そ
ています﹂

ゃいました︒彼女は卵代
後半の時に難病にかかっ
たことをきっかけに︑自
身の資産をどうするか考

え始めたそうです︒林さ
んには子どもはいなかっ

たので︑甥や姪だけでな
く︑お世話になった病院

備をして欲しい︒

あなたに合つだ死後の準

る︒賢人たちの経験から︑

った人や︑恩を受けたま
ま心残りになっていた人
たちに報いることができ

きちんと選択し︑決断
しておけば︑お世話にな

野氏︶

らうという内容です﹂︵星

母校や病院に寄付しても

の受け取った財産を他の
甥などにも渡し︑残りを

家が﹃特定空家等﹄とい
う指定を受けた場合︑固

野哲氏が語る︒

−ムに暮らす卯代の林さ
んという女性がいらっし

戦前の恩を返したかった

の実家のことが気がかり
になった︒名古屋駅から

し︑長らく実家は空き家
状態になっていた︒昭年
に父が亡くなった後︑こ

んじゃないかと思ったん

たんです︒二人の兄は︑

父母も拠点を東京に移

んです︒それだったら︑

す︒彼女と出会えて私も
きれいさっぱり無てして
しまい︑おカネはすべて
母に渡すという形でいい

やはり自分が育った家を
手放すということに抵抗
があったようですが︑母
とともに説得しました﹂
そう語るのは︑女優の
だ︒珊年に彼女は愛知県

車で約加分︑↑布坪の土地

を渡すことで︑思いを遂
げようという人もいる︒

いとうまい子さん︵弱歳︶

にある生まれ育った実家

に建つ一軒家だった︒

﹃遺贈寄付最期のお金

けることは難しいです

に︑埼玉県の有料老人ホ

﹁私がお会いしたなか

し︑色々と面倒なことが
ふりかかってくると思い

身内以外に自分の財産

を売却した︒

﹁母になにかあった場

の活かし方﹄などの著書
がある︑立教大学社会デ
ザイン研究所研究員・星

一口に﹁死の準備﹂と
いっても︑それぞれの家

合︑きょうだい３人で相
続することになります︒
土地や建物だと均等に分

族が置かれた環境は千差
万別で︑絶対の正解はな
い︒しかし︑それを踏ま
えたうえで︑賢い選択を
行った人は多い︒

43

議蕊蕊妻

1−二
1−−

6

マ

ー

一

−

『二

済ませて︑すべてが終わ

った後に発表するよう
に﹄と言われておりまし
たので︑そのようにいた
しました﹂

８月９日︑本誌記者に
こう語ったのは︑渥美清
所正子さんである︒

さん︵享年銘︶の妻・田
渥美さんといえば雪男
はつらいよ﹄シリーズで
車寅次郎役を演じた国民
的スターだ︒

恥年８月４日︑妻・正
子さん︑長男・健太郎さ
ん︑長女・幸恵さんの３
人に見守られて︑静かに
息を引き取った︒肺がん
だった︒

妻の正子さんは言う︒

一一

I

可

二一

一再

一一

彦劃

れたんです︒そのときに︑

れて︑﹃悪いけど背中を
洗ってくれるか﹄と頼ま

﹁渥美さんに風呂に呼ば

が語る︒

さんの付き人を４年務め
︲けんいち
た舞台俳優の石井値一氏

実は渥美さんは妬歳で
結核を患っている︒渥美

うなものだったのか︒

芝居仲間にもプライベ
ートを明かさなかった渥
美さんの晩年とはどのよ

I

以来︑渥美さんは常に
死を意識しながら生きて
いくことになった︒仕事
をぎりぎりまで続けるこ
とが彼にとって生きるこ
とだった︒がんの告知後
も︑﹃男はつらいよ﹄の５

瑠〆︾鐇辮廓遮

龍

︸且
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事部屋を持っていました︒

自宅に帰るときは田所康
雄︵渥美さんの本名︶に

戻る︒仕事は一切家庭に

持ち込まない︒そのため︑

撮影の時は自宅に戻らず
に代官山の部屋で過ごし
ていました︒毎日︑寅さ

圏

今や鯆重︺

きな傷跡を見せられまし
た︒﹃俺な︑結核になっ

んと田所康雄を切り替え

吟

て片肺がないんだよ﹄と﹂

花﹄の現場は壮絶なもの

だったと寺沢氏は言う︒

た︒遺作となる第蝸作﹃男

しかし︑病魔は確実に
渥美さんの体を蝕んでい

てはいられないですから﹂

はつらいよ寅次郎紅の
の言葉通り︑切年に肝臓
がんを宣告される︒３年

で詰まる︒その都度︑撮
影が中断されました︒そ

ｒ９１６俳酢■■■■Ｐマロ４８日Ｉ卜

る渥美さんを見た時だ︒

さんを演じるようになっ

感じたのはＣＭに出演す

ま︒眉ひとつ動かさず無
言で車へと乗り込んでい

くと﹃寅は出ないんだよ︑

出ないんですか？﹄と聞

ああいうのは﹄と言って

出ない人でした︒﹃なんで

てからはバラエティには

﹁もともと渥美さんは寅

違っていました﹂

前出の石井氏が異変を

きました︒ファンを大切
にして笑顔で応対してい
たそれまでとは︑まるで

際もファンが色紙を振っ
てサインを求めても︑表

渥美清さんは相続の準備もしていた

情は冷たく固まったま

がなかった︒ロケ撮影の

んな姿はかつて見たこと

﹁声がかすれ台詞が途中

後にがんは肺にも転移し
た︒肺が一つしかない渥
美さんにとって︑それは
﹁死の宣告﹂にも等しい
ことだった︒

作品に出減し︑役作りへ
の打ち込み方も変わらな
かつた心そう証言ずるの
は︑晩年の８年間︑親交
のあった元芸能記者の寺
沢秀明氏だ︒

﹁渥美さんは代官山に仕
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毎恐勾、,
…

渥美さんは﹁俺は結核
の時にいろんな薬を飲ん
でいるから︑いずれ薬で
がんになるだろうよ﹂と
も語っていたという︒そ

も

役者としてゞ父として

背中の肩甲骨の下あたり
から胸のほうまで続く大

蕊去、

仁

一
。

﹁主人は生前から︑仕事
場と家庭を切り分けてい
ました﹂

『・

I

6
﹁主人からは︑遣言のよ
うに﹃葬儀は家族だけで

＝
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を見ると︑それがわかる︒
を潤沢に残しています﹂

ど︑女性に生活費や資金

づ

夢相続代表の曽根恵子氏

くまで田所康雄であって︑

寅さんは生き続けている︒

だからお墓にも本名しか
彫ってありません︒寅の

いました︒ＣＭも同様で

世間に知らせてほしい﹂

で行った︒﹁俺のやせ細
った死に顔を他人に見せ
たくない︒骨にしてから

名はいっさいないんです﹂

自宅の相続については︑

言だった︒

というのが渥美さんの遺

小規模宅地等の特例や配
う配慮がなされている︒

じているのだろう︒

寅さんの生き方に憧れ

かったのはなぜなのか︒

最後に死に顔を見せな

偶者控除を活用できるよ

す︒．だから坊年にブリヂ
が解説する︒

﹁自宅の土地の２００分
の鋤を奥様に生前贈与さ
れています︒おそらく２

空 噛

雪

﹁妻が先に死ぬなんて︑

すだけじゃない︒干して︑

洗濯機だってボタンを押

輝夫氏︵氾歳︶だ︒西田

こう語るのは山口大学
名誉教授で眼科医の西田

まったく考えていません

氏は３年前に妻を子宮頸
がんで失った︒３人の子

でした︒洗濯から掃除ま

供はみな独立し︑︑自宅に

ロ日■１−

蟹

召

蕪

ｰ

冒縄．

いなければ︑呆然と立ち

構えている︒何も備えて

連れ合いに先立たれれ
ば︑子供と同居しない限
りはひとり暮らしが待ち

とひとり︑暮らしている︒

い終えた一軒家でポッン

患

尽くすよりほかない︒

■

■

な

ｐ

銅

■凸

凸凹

●

■

弄

印■︾■

﹄ 可︽
些 ・；
生 ロ・
︑ 一︾
① ヂ幸
ニ ︑︾ ︑ 鐸 庵 籔 蕊 垂
﹂き

は妻が亡くなってから自

に︑まず立ちはだかるの
が食事の問題だ︒西田氏

ひとり暮らしの高齢者

ちに聞いてみた︒

めのアドバイスを先人た

そんな人のために︑こ
こではひとりで生きるた
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る日本人は多いが︑渥美

石井氏はこう考えている︒

l惨

がん宣告を受けてから

C

５年︑死までの時間を役

■

取り込んで︑畳んで︑ダ
ンスに入れなくちゃいけ

令■

ストンのＣＭに出ていた
のには驚きました︒今思
えば︑それは最後に奥さ

星

自分が死んだ後も︑渥
美さんは﹁寅さん﹂を演

０００万円の控除枠があ
るおしどり贈与を選ばれ
たのでしょう︒渥美さん

詳しくは右ページの図を

が奥様のことを気遣われ

導副

清その人の死に様も︑わ／
れわれに大切なことを教

frl

﹁渥美さんにとって田所
康雄と寅さんは︑それぞ
れまったく違うものだっ
たんです︒死んだのはあ
凸

連れ合いに先立たれ︑子供は独立︒ボッンと残された⁝⁝
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ですべて任せていたから︑

卓

んや子供にまとまったお
カネを残すために受けた
病に侵されながら寅さ
ていたことが窺えます︒

者としても︑一人の人間
としても生き切った人生
だった︒葬儀は家族だけ

一︑

参照し表もらいたい︒

んを演じ続ける中︑渥美
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アパートを相続させるな
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分で料理を作り始めた︒
﹁簸近ネット上に﹃クッ

クパッド﹄などの便利な
料理サイトがあることを
のが見守り契約だ︒

いのが︑家でひとり倒れ
てしまうこと︒そんな時
に備えて結んでおきたい
とりの時に怪我をしてし
まえば︑階段を上るのも

手続きをしてくれる死後
事務手続きサービス︵加

カバンには︑①下着︵５

死後事務委任契約等をし
てくれるところもあり芸

例えば埼玉県越谷市の

コミュニケーションだ︒

まうこともある︒巧年前
に最愛の妻を亡くしたジ

ャーナリストの川原総一

近所のスナックや居酒
屋に飲みに行くだけでも

﹁妻を亡くした時は︑落

ちこんで死ぬしかないと
思った︒でもひとりにな

って本当に自分が何をし
たいのか︑ふと考えたん
です︒今の目標は﹃この

国をどうするか﹄という

を飲みに行くことを楽し
みにしています︒ひとり

のも︑私は晩酌が大好き
で︑特に今は女性とお酒

生きる意味を見つけるき

りになった時だからこそ︑

こと︒途方もないけど︑

なんだから︑身軽にいろ

亡くなった連れ合いの

っかけにもなるんです﹂

乗り越えられる︒

そう考えれば︑哀しみも

分まで人生を生き切る︒

自分を見つめ直すことは︑

だからこそ面白い︒ひと

んな人と付き合えばいい﹂

られなかったという後悔
の念はありますが︑寂し
くはありません︒という

一生を十分に支えてあげ

﹁仕事ばかりして︑妻の

︵鯛歳︶が語る︒

した医師の帯津良一氏

いい︒加年前に妻を亡く

期氏︵蹄歳︶が語る︒

残された時の孤独感とど
う向き合うかということ
だ︒大切なのは周囲との

しかし︑ひとり暮らしの
一番の問題は︑ポッンと

最低限の生活は送れる︒

ここまで準備をすれば

万円十必要経費の５％︶

一苦労︒まして家中にあ
る服や洗面用具を集める
から﹂︵前出・西田氏︶

を依頼できる︒

﹁おすすめは︑日本郵便
の﹃郵便局のみまもりサ
セット︶②パジャマ︵検
査や治療のため前開きの

す﹂︵立教大学社会デザイ

研究所・小谷みどり氏︶

﹁社協では︑成年後見制度

２００円︶︑公共料金の
支払い代行などの個別支

連れ合いが亡くなると
どうしても自分の死を意
識して気持ちが沈んでし

46

範囲で続けていく

のは︑不可能に近いです

れます﹂︵小谷氏︶

ービス﹂です︒月２５０
０円︵税別︶で郵便局員
が利用者宅を訪問してく

知りました︒冷蔵庫に残
っている食材を入力する

なりましたね﹂

もの︑２セット︶③洗面
用具一式④当座の現金⑤
タオル︵数枚︶とバスタ
オル⑥スリッパ⑦携帯電
話などの充電器を入れて
おけば安心だ︒

ひとりで暮らしている
以上︑考えなければなら

社協では︑入会金１万円︑

孤独とどう折り合うか

ンを用意しています︒ひ

﹁私は緊急入院用のカバ

ならない場合もある︒

ば︑突然入院しなくては

自宅で大怪我を負え

と︑このような料理を作
ることができると教えて
くれる︒世の中か便利に
クックパッドは会員登
録すれば無料ですぐに使
える︒レシピの入気順検
索などができるプレミア
ム会員でも月額２８０円
︵税別︶だ︒

食事が済んだら掃除や

ないのが︑認知症になっ
た時のことや︑死後の手
続きのこと︒離れて暮ら
す子どもに負担をかける

会費・月５０００円で︑

洗濯だ︒

﹁自分でできないのであ
れば︑家事代行やクリー

のは煉られる︑そんな人

税別︶から掃除︑洗濯︑

の利用相談などに乗って

援サービス︵１回１２０

ダスキンの﹁家事おて

ン研究所研究員・星野哲氏︶

ニングを利用して︑おカ
ネで解決してしまうのも

は最寄りの社会福祉協議

月２回のみまもりサービ
ス︵３回目以降は１回１

手です﹂︵シニア生活文化

つだいサービス﹂なら︑

会︵社協︶を訪れよう︒

買い物などさまざまな家

くれます︒生前の見守りサ

０円茨葬儀︑埋葬等の

はばか

１回６０００円︵２時間へ

事を依頼できる︒

ービスや亡くなった後の

ひとり暮らしで最も怖

1

家事は自分でできる

1

