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ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし支えあう女たちの、流木である。

『子どもがますます減っていく？』
まどか

ハンド・イン・ハンドの会代表円より子
■1960年は高齢者1人をll．2人で支えていました。■離婚女性の働いて得る平均年収は176万円。持ち
ところが今は3．3人で支えている。今6歳の子が50家率は16．5％。どちらをみても厳しい数字です。で
歳になる2055年はなんと1．3人で1人を支えなけ もそういう中でがむしゃらに働いて子どもに教育を
ればならなくなります。

我が国は世界に例を見ないスピードで超少子高齢
化が進んでいるんですね。

子どもを欲しくなるような、また欲しくなった時
に安心して産み育てることのできるような環境づく
りが急務です。年収300万円以下の男性は非婚率も
高く、既婚者でも子どものいない割合が高い。一番
子どもの数の多いのは夫婦共に正社員という共働き
家庭です。雇用と収入の安定、子どもと安心して暮
らせる住居が人々の生活の基本とはいえ、雇用・収
入格差がもろに子どもを持てるか持てないかにつな
がるというのは切ないですね。

受けさせようとしてきた人は多い。先日、ハンドの
会員で以前からの知人と久しぶりに食事をしまし
た。2人の子は奨学金とアルバイトで大学を卒業し
たので、今、一生懸命奨学金を返しています。その
上、彼女も子どものために借りた多額の教育資金を、
今、分割返済しているのです。でも彼女は言います。
「子どもの教育のために借りたんですもの。勲章だと
思っています」と。

■先日講演先で会った熊本県の蒲島知事は「僕はア
メリカで奨学金をもらって大学を出たけれど返さな
くていいものだった。日本もそうしたいよね」と言
っていました。
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3月11日の大震災で多くの人が突然命を奪われま
した。両親または父か母を失った子どもたちは2000
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本当にそうです。我が国では教育コストが高いこ
とが子どもを持ちたくない大きな要因になっている
のですから、返却しなくていい奨学金制度を増やす
べきではないでしょうか。

人にもなるそうです（あしなが育英会調べ）。阪神大
震災でもひとり親家庭になった子の多くが教育機会
に恵まれず苦労したことも聞いています。福島県の
相馬市などでは独自に集めた義掲金で、そうした子
どもたちの大学卒業までの奨学金制度をつくろうと
しています。

8月6日（土）熊本県崇城大学市民ホールにて開催ざれた
「親子ハッピーフォーラム」講演風景。講演記録は6面に。

被災したしないに関わらず、どこに住んでいよう
が子どもたちの将来が閉ざされることのないように
したいし、自然に子どもをほしくなるような社会に
していきたいものです。
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特集 ひとり親の住まい
ひとり親の悩みの上位の一角を常に占めるのが「住居」の問題。
「老後アンケート」でも2割の人が老後で不安に思うものの上位3つに選択。
急遽家を出ることになったとき、子どもが小さいとき、子どもが巣立ってひとり暮ら
すようになったとき、タイミング乙とに異なる悩みがあります。老後になると、日々
の生活とも関わってきます。
ひとり親の住まい、どんな選択肢があるのでしょう？特集します。

《特集①巻頭インタビュー》

「ウイークリーマンションに仮暮らし。健康なら、なんとかなる。」
（聞き手：円より子代表）

《家をすぐに出て行けと言われ》

今年の3月に離婚が成立し
ました。元夫は未だにはっきり
認めていませんが、3年前から
浮気を始めたようです。始まっ
て半年後から生活費をいれなく
なりました。

安くて安心して入れるように公
的な機関がシェアハウスに取組
んでほしいですね。

しかたなく家を出ることにし
ました。インターネットで検索
したところ、シェアハウスとい
うのを見つけました。これまで
大家族で暮らしてきたので、一
人で住むのは寂しいですし、人
との交わりが欲しいので、とて
もいい仕組みだと思いました
が、その物件は入居の年齢が35
歳までと制限があって、はいれ
ませんでした。これからは一人

同じ運営会社がやっているウ
イークリーマンションを紹介し
てくれて、今はそこに一人で住
んで2ヶ月くらいです。三男
もいっしょに連れて出たかった
のですが、2人で住むには狭す
ぎますし、置いてある荷物を捨
てられては困るので、市営住宅
にはいれるまでは頑張ってくれ
るよう三男に頼みました。しか
し、私が家を出てすぐに鍵を取
替え、父親なのに三男に渡ざな
かったのです。弁護士に相談し
て法的手段に訴えると伝えると
しぶしぶ三男に鍵を渡しました
が、三男の心はすっかり傷つい

暮らしの高齢者も増えますし、

てしまいました。

《鍵を取り替えられ、

三男まで締め出しに》

《ウイークリーマンションの間取り》広さは約6畳。

○三

図

離婚調停の申し立てをしょう
としたところ、その前に婚姻費
用の分担請求調停の申立てをす
るように調停員の方に教えてい
ただき、申し立てしましたが元
夫は浮気も認めようとせず裁判
になり、去年1月に法テラス
を通じて弁護士を雇い、今年の
3月に結審しました。
3番目の子どもが生まれたと
き。元夫は出産にも育児にも全
く関心を示ざず、別れてやる！
と思ったことがあります。夫は
父親と継母の間に生まれた9つ
違いの妹がいて甘えられない環
境で育ったせいか、未だに甘え
たい欲求が強いようです。私は
子どもたちの父親になってくれ
ることを期待し、4人目も生ま
れましたが、ついにそうはなり

み続けるつもりでしたが、家族
で住んでいたマンションに相手
の女性を呼び寄せていっしょに
住もうとしているようで、すぐ
に出て行けと言われました。

ませんでした。

入り口

くつ箱

三男といっしょに住むために
申し込んだ市営住宅（3LDKで
38，500円）に当選して、8月
中には入居できる予定です。そ
れまではこれまでどおり家に住
《Kざんプロフィール》

千葉県在住。60歳。今年3月に離婚。長女32歳・長男30歳・次男27歳は別居・三男21歳と同居。
離婚後すぐ家を出るよう元夫から言われ、ウイークリーマンションに一人で仮暮らし。8月に市営住宅に入居予定。
（2）
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《六畳のウイークリー
マンション、住み心地は…》

全部で40戸ほどのオート
ロックつきのマンションです。
六畳のワンルームに、小ざな台
所と、息子だと身動きもとれな
いくらい小ざなユニットバスが
ついていて、1日あたり2，550
円（光熱費込み）、1ヶ月で
76，500円です。布団のレンタ

ルが5，800円（退去時まで1回
のみ支払い）、と退去時のクリー

ニング代が21，000円かかりま
す。敷金・礼金はありません。
三男が泊まりにきたときのた
めにベッドを2つ並べて置い
ているので、動き回るスペース
はありません。食事をするのも
ベッドの上です。台所が料理を
作るには狭くって、もっぱらお
弁当で、野菜不足だと感じたら
近くのファミレスのサラダバー
に行ったりします。最近では、
即席スープに温めるだけのC は
んをいれてレンジでチンして雑
炊をつくったり、オリジナルの
即席料理を開発して楽しんでい
ます（笑）。狭い部屋にひとり
でずっといると滅入ってしまう
ので、テニスや弓道をしたり、
アルバイトをいれたり、できる
だけ外に出るようしています。
期間限定で、市営住宅に移れる
あてがあるから我慢できます
が、そうじやなければ正直辛い
ですね。

老後の生活のめど》

日3時間しています。三男の
生活費を出してくれないので、
三男は三男でアルバイトをして

《前だけを見て。

老後は体も心も健康で》

65歳になったら年金もしっ
かりはいってくるので、趣味の
人形作リを思いつきりしたいで
す。健康維持のためにはヨガと
水泳とこれまでやっていた弓道
をやろうと思っています。あと
は薬を飲まないようにし、死ぬ
まで自分の歯で食べたいので歯
医者に定期的に通っています。
気持ちの面でも、とにかく前
を向こうと決めています。離婚
のことを隠す人もけっこういま
すが、私は先に自分から話して
います。マンションの人たちと
テニスサークルなどで親しくし
ていたので、引越したことで縁

蜜蝋

残りの900万円から引いて振

社の個人年金3万円、それに
もうすぐ年金分割の6万円が
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ちしますし、もうひといきです。

し、財産は半分に分けることに
なり離婚後すぐに生活費として
100万円受け取りました。後日、
水道の修理だの荷物の片付けに
100万くらいかかったからと、

ないことにびっくりしました。
当面はそのお金と、生命保険会

鞭

いますが、私から食費として3
万円と交通費7，000円をやって
います。65歳になると、これ
に国民年金6万円と、個人年
金がもう3万円加わるので、
月々18万円くらいになるので、
子どもたちに頼らずなんとか
やっていけます。三男も大学3
年生でまもなく就職して独り立

，700万円は夫が払うことに

り込まれていました。弁護士と
相談中ですが、元夫がお金に汚

ハンド・イン・ハンド

付を時給820円で週3回、1

離婚するときに、家のローン
1
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月々はいってくるのとでやって
いきます。アルバイトもバスで
2駅ほどのクリーニング屋の受

孝

《誉め生活資金、
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K古んの作品（女の子）

が切れてしまうのは寂しいです
し、あちらからは聞きにくいで
しょうからこちらから話してし
まいます。そうすると、みんな
いろいろ話してくれるんです
よ。うちも夫が浮気してるの！
とか、実は私も別れたいって
思ってるのよ、なんて。自分を
出すことって、人間関係を構築
するのにとても大切だと思いま
す。

もう1ヶ月ほどで引越しで
す。子どもたちも元夫にはあき
れていて、自分たちにとっても
育った家に入れる最後の機会に
なるかもしれないから、みんな
でにぎやかに引越ししょうと
言っています。

円より子からひと言

（完）

iegy

Kさんはとにかく前向
き。どんな困難も切り拓くの
は自分自身の力です。小さい
からだ全体から一生懸命前に
進もうってパワーを感じて、
こちらが元気をもらいまし
た。本当は人付き合いが苦手
とおっしゃっていましたが、
いろんなコミュニティに参加
することで、豊かな人間関係
に恵まれ、視界が狭まらず外
に向かっていけている様子が
伺えました。でも、頑張りす
ぎないでくださいね。
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《特集②》

『友人と、気の合う人と、共に住みたい』
「老後は気の合う友人同士で住みたい」と「老後ア ありますが、年齢制限があったり、保証人が必要だっ
ンケート」に書いている方がたくざんいらっしゃい たりして、そもそも物件が借りられなかったりする
ました。老後じゃなくても、助け合える誰かといっ こともあります。
しょに暮らしたいと思うことはありますよね。
実現するにはどんな方法があるのでしょう。或いは
「シェアハウス」や「ルームシェア」が手段として／どんなハードルがあるのでしょう。
※シェアハウス…業者が仲介して住人を募りひとつの住居を複数人で使用することで、敷金や礼金・仲介手数料が不要なこ
とが多い。業者が介在せず個人が集まって共同で住むことはルームシェアという。
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「仕事が先か、住まいが先か」という壁にぶつかること、
離婚直後の女性や母子家庭のお母ざんにはありますね。
ハーモニーレジデンスざんはそんなお母ざんたちに仕事と住
居をセットでお世話しています。最近も茨城から出てきた、5

慮

歳のお子ざんがいる34歳のお母さんが仕事の内定と住居を
得ることができました。その家が母子家庭応援モデルのシェ
アハウス（右図・個室3B）です。母子家庭が入ることを前
提とした女性限定のシェアハウスで都内の一等地、家賃は6
万円〜9万円（敷金・礼金・保証人不要）。ざらに共有部分
の清掃など管理運営を行うと、月額4万円の委託費が得ら
れる仕組みです。誰かがいてくれる、子どもを一人にしない
でいられる安心感も得られます。現在この物件は満室ですが
次のプロジェクトも進行中ということです。
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同じくハーモニーレジデンスざんが高齢者のネットワークを
もつ㈱ナウいざんと共同で提案しているのが、単身高齢者世
帯と母子家庭が同居するスタイルです。
ちょっと の手助けが必要な母子家庭と、義務となると重
いけれど 役に立ちたい 気持ちのある高齢者がお互いに病目1
けあって生活するというもの。入る人の組み合わせによって1
入居者同士が提供または享受できることを、契約ではなく
「ルール」として間に入ってコーディネートします。残念な
がらまだ成約事例はありません。問合せや要望は多数あるの
に対して、まだ物件が少なく場所が合わないとのことです。
保育園探しが難しく引越しが簡単にできないことも背景に

．
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あるようですね。
◆株式会社ハーモニーレジデンス
母子家庭・父子家庭のために就職相談、住宅相談、

女性同士、また高齢者との共同生活、いずれにしても誰かと住

子育て相談をトータルにサポート。意欲のあるお母

むのはいいことばかりではありません。「頼りたい人はシェア

ざんたちを歓迎する正社員での人材募集案件多数！

ハウスにはむかない。助けてもらえたらラッキーくらいに考え

シェアハウスとして利用できる不動産募集中。

られることが必須」とハーモニーレジデンス代表取締役福井ざ

《問合せ先》

んもおっしゃっていました。家族でも甘えてばかりではうまく

Tel：03−6768−1102

いかないもの、ましてや他人同士なら…頼らない気構えでいる

URL：www．harmonyresidence．co．jp

ことが共同生活のポイントかもしれません。

（4）

Fax：03−6768−8102
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ハンド・イン・ハンド

「ハスシ：＝ア0ン

単身者同志が、同居者のいる潤いのある暮らしや緊急
時の助け合い、家賃負担の軽減による都心住宅への入
居実現等をめざしているこの制度。大都市圏中心に
661団地で実施していて、そのうち首都圏地域が約
1／3、約7割は10万円未満の物件。現在の利用者は3／4

業者を介さず個人で集まって住む際には、事前に

程度が40歳未満、60歳以上は6％弱にとどまってい

住み始めるときにはお互い元気でも、いっか介護

しっかりとお互いの望んでいることやルールを話
し合っておく必要があります。

るが、礼金・更新料はもちろん「保証人不要」なので
高齢者同志でシェアするのにも使いやすいのでは。収
入要件はありますが、手の届きそうな物件（例：葛飾
区2DKで78，800円）もあるので、選択肢のひとつ
になりそうですね。

ん。そうなった時にはどうするか…などなど。

前述の福井ざんも、当事者だけだと難しいことも
あって、間に第三者が介在したほうがスムーズに

いくとおっしゃっていました。たしかに親しい間
柄だからこそ言いにくいこともありますよね。

◆UR都市機構《問合せ先》
Tel：03−3347−4375

や人の助けが必要になる時がくるかもしれませ

URL：www．ur−net．go．jp

《特集③》

『リバースモーゲージ』

自宅を担保に生活資金を得る

自宅を担保に自治体や金融機関から生活資金を得られる仕組み、
それが『リバースモーゲージ』です。

1981年半武蔵野市がはじめて導入し、現在では47都道府県で
実施する公的なもの（不動産担保型生活資金）と、金融機関や住
宅メーカーなど民間で実施するものとがあります。家を担保にし
て、住み続けながら定期的に融資を受けることができ、死亡時に

臼甫二曲融櫨朝
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住宅を処分して返済を行います。
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手持ちのお金が少ない人や、年金生活でお金を
借りられない人にとっては、とても便利な仕組み
といえますが、リスクもあります。

《対象世帯》

①金利上昇で借入残高が増加して担保割れが生じる

65歳以上で単独で物件を所有し居住している。

②契約時に想定した年齢よリ長生きして生存中に不動産

単身または夫婦、利用者or配偶者の親のみで構成。区市町村民

不動産担保型生活資金概要

税非課税または均等割課税程度に低所得。

評価額に達する。

③不動産価値が下落して担保割れが生じる

《対象不動産》

また、以下のようなことが利里の壁になっている
ようです。
・子どもがおらず推定相続人の決定・同意が難しい（必須条件）

・推定相続人が土地や資産相続に拘り同意してくれない

賃借権等の利用権、抵当権等の担保権の設定が無い。

一戸建て住宅で土地の評価額が概ね1，500万円以上。
《貸付内容》

担保（土地評価額）の70％を限度として月額30万円以内。
※実施主体は都道府県社会福祉協議会、申込窓口は市町村社会福祉協議会。

・契約終了時（契約解除時or利用者死亡時）に一括して

※詳細は社会福祉協議会のHPを確認するかお問合せください

償還（返却）しなくてはならない
・介護のために子どもが同居するのも認められない

◆民間のものは、金融機関では中央三井信託銀行、東京スター

・高級マンションでも土地がなければ利用不可

銀行、群馬銀行など、住宅メーカーではトヨタホーム、積水ハ

・土地の評価額の関係で都心部に集中している

ウスなどが実施しています。

条件に合致すればとてもいい仕組みですし、
気になる方は問合せてみてはいかがでしょうか。

（5）

公的なものが低所得者を対象としているのに対して民間のもの
は主に高所得世帯むけですが、マンションでも可だったリ、
保証人不要のもの、50代から契約可能なものもあります。
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円より子代表講演記録

親子ハッピーフォーラム（8月6日主催／熊本県）

「どういう子に育てたいですか」

r子どもHAPPY化二二」隈露中1

一前編一
蓼

子ども達がこれから育つ時代

脳㈱勘co
導

灘

雛

■

o

のですが、その1970年以来何度か
北欧諸国に行き、そこで見聞きした

3・11の大震災と今も進行中の
し、女性が出産しても働き続けられ
ことが1979年にニコニコ離婚講座
原発事故によって放射性物質によるを開き、母子家庭のネットワークのる雇用環境があり、男女の賃金格差
環境汚染・食物汚染といったことが、ハンド・イン・ハンドの会を作るきや男性の長時間労働が改善されれ
ば、離婚も減るし、何より、離婚後
子ども達の将来の健康に残念ながらっかけとなりました。
のしかかっています。電力不足によ 当時のスウェーデンはアメリカ、 の母子の生活が安定するという思い
から、私は社会や法を変えたくて離
って企業が海外に逃げ空洞化がお
ソ連と共に世界の3大離婚先進国
婚講座を始めたのです。
き、日本の経済力・雇用も大変厳しといわれるほど離婚する人が多く
くなります。これからは右肩上がりて、会う人会う人離婚していて類い
母親の安定した雇用が
の経済成長は期待できないのです。 たのですが、了どもがいるとまず養
子e もにいい影響
もう1つ、高齢化の問題がありま育費と面接権の話し合いをするとい
す。今、65才以上人口2，958万人。います。16歳までは近くに住んで
熊本も県民の1／4が65才以上です。保育園の送り迎え他、離婚しても両 今日のテーマは「どういう子に育
1960年は1人の高齢者を11．2 親が交代でやるのが当然で、私が会てたいですか」ですが、子どもを育
人で支えました。今日は大勢小さなった父親は、母親が友人と英国に旅てる上で一一番大事なのは親が不安や
お子さんが来てくださってますが、行ずる間、自分の家で2歳の子ど 恐怖感を与えないこと。安心を与え
今6才の子が50才になる2055年目にちゃんと食事をつくって食べさるということで、そのためにはお母
は1．3人で支えなければならなくなせ、寝る前に紙オムッをっけ歯磨きさんへの支援が必要です。
ります。少子化が進んでいるから働もさせていました。
母親がでんとして子どもに安心感を
く世代が少なくなるんですね。
実はスウェーデンの保育園では3与える環境をつくること。その第1
まず、私達大人は、将来世代に負歳くらいの子の背丈にあったキッチが安定した雇用なんですね。毎月昏
昏をかけすぎないように、900兆 ンがあり、男の子も女の子もシチュどもと食べていける一定の収入があ
円にのぼる国と地方の借金を減らし一・一など作ります。ベランダでは大人り、それが3ヵ月後になくなるの
ておくことや、少子化に歯止めをかの大工道具で鳥の巣箱を作ってい ではなく、一定の期間続くこと。子
けられるよう安心して子どもを産んる。
どもの高校進学時には収入もアップ
で育てられる社会をつくることに全
小さい時から誰でも生きていくたしていること。ところが、今の経済
力を傾ける必要があります。非正社めの技術を身につけるようになって状況では非正規から正規になること
員と正社員では結婚するにも子どもいて、18歳になれば親元を離れて が難しいんですね。だからこそ、訓
を産むにも大きな格差があります。 自活します。性差で役割が固定され零して資格や特技を身につけられ、
1989年の合計特殊出生率は
ていない。障害のある人で自分ででステップアップの問、いつでも日銭
1．57。2．08が人口置換率です。1966きないことがある人の手助けはするを稼げる場が必要なんです。
年の丙午の時でも1．58でしたので けれど、自分でできることは自分で 8年前まで平日の昼間の訓練にし
1．57ショックが列島中を駆け回り
する。先ほどの離婚した父親は子どか国の補助が出ませんでした。「働
ました。同年ベルリンの壁が崩れ、
もの靴下も編んでる。日本じゃ女のかずに平日に訓練を受けにいける母
冷戦時代からグローバルな世界へと子だってできないのにと言ったらび子家庭がありますか。その間、誰が
世界は大きく変わりましたが、日本つくりしてました。
母子の生活費出してくれますか。」
はバブルの絶頂期で、対策は後手後
そういう国ですから15歳で未婚 と訴え、在宅での訓練に補助を出せ
手で少子社会は変わっていません。 で子どもを産んだ17歳の子も職業るようにしました。そして今、熊本
訓練で手に職をつけていずれ自立ででも始めてもらっている在宅就労支
きるように社会が支援する。「ふし 援を軌道に乗せることができまし
男女共に幼いうちから
だらだ」と言って高校を中退させてた。
生活できる力を育む
母親の安定した雇用が母親と子ど
しまう我が国と違います。
今、円高で輸出産業や中小企業が
日本では女性は景気の安全弁としもの精神の安定、ひいては良好な親
大変といわれますが、80円を割っ て長い間パート（今で言う非正規） 子関係に影響するんです。子どもの
たからといっても実質実効レートはの低賃金で働かされ、出産したら正虐待が増えていますが、仕事を失い、
1ドル105円くらいで、そんなに 社員でも退職を余儀なくされ、再就人間としての尊厳を否定され、家賃
円高ではありません。
職時には採用年齢制限で門戸を閉ざも払えずという状況で、助けてくれ
大震災後の復興のためには資源のされてきました。
る人もいないと、人はどんなに辛い
輸入など円高にも大きなメリットが 離婚した女性の働いて得る平均年状況になるか…単に鬼のような母と
あるくらいです。私は1ドルが360収は176万円で、とても子どもを 責めるだけで終わらせてはなりませ
円の時に初めて海外に取材で行った高校にやることなどできない。も ん。
（次号に続く）
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松山理香

二ILl

︽回答者︾弁護士

女がひとりで生きていくのってほんとうに大変︒辛いことや
悲しいことを笑い飛ばして︑しなやかにたくましく生きてま
いりましょう一・

「にし

一0
51
610
■確061613

．ll．

し

︻第五回︼ 3つのたまねぎの脂︑
聞いたことありますか︒

rliN￥／r

夫が浮気を認めた上︑浮気相手と別
れもせず離婚にも応じないというの

二ILl

は︑辛いですね︒

しじ1二
E i一； bo ：

（7）

小学生がクラスで3つのたまねぎを育てること
に︒1つめは﹁かわいい︑かわいい﹂と言って水を

xv／

やり︑2つめは﹁みにくい子︑憎らしい子﹂と言い︑

二ILl

3つめは何も言わず無視して水やりをしたのだそう
です︒もうお気づきですね︒1つめの子は丸々と元
気なたまねぎに育った︒さて︑2つめと3つめは？

LIIJ

結婚して8年の専業主婦です︒
2年くらい前から夫に女がいる
気配があり︑悩んでいました︒先日
問い詰めたところ︑付き合っている
女 性 が い る と 浮 気を認めました︒
6歳の息子のことはとてもかわい
がっていて︑離婚するつもりはない
といいますが︑浮気相手と別れるつ

二1L：

請求されたいと仰っている貴方の離婚
後の生活費については︑財産分与として
請求することが考えられます︒
財産分与は︑婚姻中に夫婦で築いた財
産の精算ということのほかに︑離婚後に
おける一方の当事者の生計の維持を図る
ことも日的とすることができ︑これを扶

a石「

もりもないようです︒

k

養的財産分与といいます︒

「ド「

扶養的財産分与の考え方として︑一般
に︑離婚の際に︑将来の生活に不安があ

二IL：

り︑困窮するおそれがある配偶者に対し︑

なんとみにくい子といわれたたまねぎはいびつな形
に︒3つめは腐りかけている︒
さてここで︑2つめにも3つめにも﹁いい子ね︑
かわいいたまねぎさん︑元気で育ってね﹂と言って
水やりをしたら︑どちらも元気なたまねぎに変身！
おとぎ話じゃなく︑本当らしいですよ︒﹁らしい﹂
というのは私はたまねぎを育ててないし︑その小学
生の育てる現場もみてないから︒ただ︑植木を育て
てると︑どうも3つのたまねぎ説にうなづけるもの
があるんです︒
小さなベランダに鉢植えが7つ︒プランターには︑
しそ︑バジル︑さんしょなどが生い繁ってますが︑

二⊥ユニ
『「三『

実は3年も前のシクラメンでも大事に大事にしてや

嵐二
『に「

ます︒

1

資力があるもう一方の配偶者は︑生活を
していくための一定の援助や扶養をすべ
きであるといわれています︒扶養的財産
分与は常に認められるわけではなく︑認
められるかどうかやその具体的な内容・
程度は︑双方の資力︑健康状態︑就職の
可能性などを考慮して決めることになり

IL

考えられます︒

二1ユr
＝にcr

ると︑ちゃんと冬になって花を咲かせます︒
マメに葉についたホコリをふいてやっているとゴ
ムの木やパキラなどいつまでも青々ときれいだし︑
ちょっと忘れているとみんな元気が無い︒植木って
生きてるのは当たり前だけど愛情も必要なんだなあ
と気づかされるんです︒
むやみに水をあげても根腐れしてしまう︒どのく
らいの水が必要か︑状態をよくみて水をやらないと
取り返しのつかないことに︒子どもとそっくりです
ね︒植木や花だけでなく︑まわりの人にも﹁きれい
ね﹂﹁すごいわね﹂とほめていると︑生きやすい環
境になるかもしれませんね︒

コ「＝

2年近く悩み続けたせいで︑精神

も掲載までに3ヶ月程度要しますの

貴方は︑うつ的症状と判断されて今す
ぐ仕事に就くことが困難ということです
から︑そのような事情が考慮されて扶養
的財産分与が認められる可能性があると
夫は︑浮気を認めているが離婚には応
じないということですから︑話し合いを
して︑無理であれば調停︑最終的には裁
判という流れになります︒その中で︑貴
方の事情を主張し立証して︑扶養的財産
分与を求めることになります︒

．︶︸湘㎜
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A
で乙了承くだざい。

Q

的にぼろぼろになり︑半年前に病院
で う つ 的 症 状 と 診断されました︒
夫とやり直すことは考えられない
ので︑息子をつれて離婚したいと思
いますが︑出産の際に仕事をやめて
しまっているので再就職できるか不
安ですし︑病気のため今すぐ仕事に
就くことは難しそうです︒実家は遠
いので親は頼れません︒
でも︑もう一緒に暮らすのは耐え
られないので︑離婚して早く家を出
たいのです︒病気になったのは主人
の浮気のせいなので︑3年分くらい
の生活費を養育費にト乗せして支払
ってくれるよう請求することはでき
るのでしょうか？
【事務局よリ】あなたのお悩みをお
寄せくだざい。誌上にて回答いたし
ます。※全てが掲載になるわけでは
ありません。また。選ばれた場合に
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