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「心を守る、皆で支える」
相模原市立大沢中学校 一年 志田

曾祖母 の名前 は、
「 すみち ゃん 」
。赤 ちゃん のよ うな満面 の笑み を
する、と ても可 愛い人で す。た だ、認知 症だか ら、すみ ちゃん の娘
である祖 母のこ とも、孫 である 母のこと も、わ かってい ないこ とが
大半です 。説明 してもす ぐに忘 れてしま います 。出かけ る時は 、興
味を持っ た方向 へふらっ と行っ てしまう ので、 手をつな がない とい
けません 。でも 、手をつ なぐと 、すみち ゃんは 嬉しそう です。
すみち ゃんは 、私がま だ幼い 頃、農作 業を頑 張ってい ました 。ひ
ざをさす っては いました が、記 憶も体も 元気で した。少 しずつ 部屋
の片付け が苦手 になり、 少しず つ思い出 せない 事が増え てしま いま
したが、 以前は 、とても しっか りしてい たので す。
障害に も色々 あります 。生ま れつきの もの、 事故で急 になっ てし
まったも の、病 気で徐々 に症状 が強くな ってし まうもの ……。 御本
人にとっ ては、 どれも受 け入れ 難いでし ょう。 すみちゃ んがい った
いどんな 気持ち で毎日を 過ごし てきたの か、年 に数回会 うだけ の私
には、想 像しか 出来ませ ん。
すみち ゃんは 、何回も 同じ事 を質問し ます。 特に多い のは、
「おみゃ あ、誰 だ。
」
正直、悲 しい気 持ちが生 まれま す。しか し、こ れはすみ ちゃん の責
任ではあ りませ ん。すみ ちゃん の周りに いる人 たちは、 何回で も、
同じ内容を笑顔で答えます。「そうかえ、そうかえ。
」 と、す みち ゃ

んは笑い ます。 すみちゃ んは、 手の力が 弱い時 があるの で、お 茶を
こぼして しまい ます。け れど、 誰も怒り ません 。皆です みちゃ んの
心を守っ ている ようです 。優し い気持ち で接し 続けるの は、凄 いと
思います 。
祖母の 兄夫婦 と暮らし ながら 、週二回 デイサ ービスに 通うす みち
ゃん。祖 母の兄 夫婦は会 社経営 をしてい る為、 まだ仕事 があり 、毎
日忙しく してい ます。近 くで暮 らす、祖 母の姉 、弟、祖 母、そ れぞ
れの家族 が、す みちゃん の暮ら しに関わ ってい ます。皆 、とて も仲
良しです 。それ でも、自 分のや りたいこ と、や らなけれ ばいけ ない
ことがあ る中で 、皆です みちゃ んを気に かけて いる…… 。本当 に素
敵なつな がりで 、これっ て愛な のかなと 、感じ ます。
去年の 夏、す みちゃん 、祖父 母、母と 私の五 人で、農 業祭に 行き
ました。 すみち ゃんと手 をつな いで、ゆ っくり 歩く駐車 場まで の百
メートル 程の道 のりが、 いつも と違う景 色に見 えました 。
「段差あるから、気をつけてね。」
「信号だ から、 止まろう 。
」
声をかけ る度に 、すみち ゃんは 、笑顔で 私を見 ました。
今年の 春夏は 、コロナ ウイル スの影響 を考え て、他県 で暮ら す私
と母は、 すみち ゃんに会 いには 行けませ んでし た。会え ても、 私を
覚えては いない だろうけ ど、手 紙を書い ても何 のことか わから ない
かもしれ ないけ れど、せ めても の思いで 絵手紙 とお菓子 を送り まし
た。描い たのは 、すみち ゃんと 家族の笑 顔。選 んだお菓 子は、 すみ
ちゃんの 大好き な最中。 一瞬で も、すみ ちゃん の笑顔の 時間が 増え
ますよう に。す みちゃん と暮ら す家族に 、感謝 の気持ち が伝わ りま
すように 。

「うみゃ あ、う みゃあ 。
」
最中を頬 張るす みちゃん の姿を 思い浮か べると 、私も笑 顔にな って
いました 。
すみち ゃんや 家族を見 ている と、福祉 とは特 別な事柄 ではな く、
日常にあ る心の 優しさな のでは ないかと 思いま す。誰か の優し さを
感じた人 が、他 の人に優 しくし 、その優 しくさ れた人も 別の人 に優
しくする 。もし くは優し く仕返 す。そん な風に 、優しさ に満ち てい
ったら、 私たち の暮らし はもっ と心豊か になる でしょう 。

