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特定非師 電
活動法人権 利 擁 護

トー チ

高齢者 の権 利 擁 護 と生 活支 援 の た め の第 一 歩 を
特定非営利活動法人権利擁護 トーチ (略 称 :NPO法 人 トーチ)の 立 ち上 げに
ご協力 いただいた会 員 の皆様 にご報告 と御礼 を中 しあげます。
本年 2月 に設立発起人会 を開催 した ものの、新型 コロナの影響 で設立総会 ￨ま
7月 にずれ こみ、 ようや く 10月 6日 に設立登記 の運びにな りま した。

折 か ら、この活動 が各方面 で認 め られ ようになるには、これか ら長 い時間 が必
要 だ と思 い ますが、焦 らず、たゆまず地道 にや っていこ うと思 い ます。
さて、私 は、 2年 ほ ど前か ら、身元保証団体 (認 定 NPO法 人)で 支援員 をや
らせて もらってい ますが、高齢者 の権利擁護 とか生活支援 に向き合 お うとす る
と、身元保証 だけでは足 りないのではないか と感 じてい ました。例 えば、「 一
人
くらしは心配なので、 さしあた り身元保証 は必要 ない けど生活支援 を利用 した
い。」 とか、F仕 事 と介護 の両立、遠距離介護、老 々介護 など手 が足 りないので手
伝 ってほ しい。」 とかの声 をよく聞 きました。残念 なが ら、生活支援 だけの依頼
は身元保証 の枠組みからは外れ て しまいがちです。そ うした足 りない ところを
補 いたい と考 えたのが この活動 を始 めた きっか けです。同時 に、身元保証人 がな
くて も必要 なサー ビスが受 けられ る仕組みつ くりをめざして、 あえて身元保証
を引き受 けない形 での生活支援 に取 り組 む ことにしました。もちろん、生活支援
を引き受 けた以上は、少 な くとも、入院、入所 に際 して ご本人 が困 らないよ うに
支援 していかなければな りませんが、それは可能だ と思 つています。
今後 についてですが、まずは事業 の中核 となる生活支援事業 を多 くの方 々に
気軽 に利用 していただけるように したい と思 います。ゆ くゆ くは、相談事業、啓
発事業、交流事業 に も取 り組み、高齢者 とそのご家族 の生活 を社会全体 で支 える
仕組みつ くりに も寄与 してい きたい と思 い ます。引き続 き、皆様方 の ご支援 とご
協力 をお願 いいた します。
理事長

西岡 楠 也

あ い さつ まわ りに行 って きま した
法人設立 ごあい さつのために、 10月 15日 、 16日 に昭和区、瑞穂区、南区、
緑区、名東区、天 白区の区役所及 びい きい き支援 セ ンター を回 りま した。
同 じく、 10月 19日 、20日 に も天 白区の居宅介護支援事業所 を回 りま した。
特 に、居宅介護支援事業所 では、コロナの影響 で、迷惑 が られ るか と心配 で し
たが、 どこも気持ち よく対応 して くれました。そ こでは、「最近生活支援 を頼み
たい人がいたのに残念」、「作成中の身元保証等団体 の紹介冊子 に紹介す るわ」、
「短期利用 が必要な人 もい るよね」とかあ りがたいご意見 もあ りま した。もちろ
ん、「身元保証 がないのは」、「月 々の料金がかかるのは」 とか結構厳 しいお話 も
あ りま した。
ともあれ、様 々な方 々にお会 いで きて勉強 にな りました。
いずれ、天 白区以外 の居宅介護支援事業所、病 院 も回る予定 です。

2名 の利用会 員 をお迎 え しま した

!

ll月 25日 に賛助会員 か らの紹介 で、在宅 の女性 に入会 していただ きま した。
この方 は、ご家族 と一緒 に住 んでい ますが、ご家族 の都合 の悪 い時 に通 院 の付添
い を頼 みたい とい うことで した。その翌 日に も別 の賛助会員の紹介 で、入院中の
女性 に入会 していただきました。この方 は、世話を してい る高齢 のご親族 に代 わ
って通院の付添 い を頼みたい とい うことで したが、「 これで少 し肩 の荷 がお りた」
と言 つて もらえました。いずれ の方 も、介護者 はい るけれ ど、仕事や健康 上の理
由でで きない ところもあるので、そ こを頼みたい とい うケースです。
わずかの間 に

2件 の依頼 をいただき、正直 ほっとしましたが、独居 の方 か ら

の依頼 はまだあ りません。身元保証がないの も理由の一つか もしれませんが、ま
ず は居宅介護支援事業所 のケアマ ネ ージ ャー との対話 を心がけたい と思 います。

<編 集後記 >
今回 は創刊号 とな ります。会報誌 は 1,5,7,
皆様 からの ご投稿 をお待ち してい ます。
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10月 と年 4回 発行 の予定 で す。
10名 、利 用 会 員

特定 非営利活動 法人権利擁 護 トー チ
名 古屋 市天 白区池場 四丁 目 802番 地 の 2

TEL/FAX

052‑803‑6581

2名

