食卓からエコ！

トラスト地の動物紹介

キタキツネ
（北海道）
北海道に主に生息するキタキツネは、1978年公開

かんた ん エコレシピ

の映画『キタキツネ物語』
により一躍有名になり、
北海道
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春の七草
「すずな」
としても知られるカブ。この季節に

のシンボルとして親しまれています。初産の際には

支店活動紹介

旬を迎えるやわらかい 春のカブを使ったレシピを

母親の元へ里帰りし、子育てを行うなどの珍しい習性

ご紹介します。

も見られます。
映画の舞台となった北海道の小清水町では、原作者

カブのペペロンチーノサラダ

の竹田津実氏と地元農家らが立ち上げた
（財）
小清水
自 然 と 語 る 会 が 、野 生
動 物 の 楽 園を目 指して

●
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トラスト地の動物紹介
キタキツネ（ 北 海 道 ）

『カブを丸ごと、
ササッと調理 』

ナル・トラスト活動を展開
しています。

キタキツネの子ども
（撮影：竹田津 実）

カブは、皮を剥かずに葉まで丸ごと
使い切って生ごみ削減。3分以内で
ササッと炒めて、エネルギーも
節約しましょう。

With You活動とは

調理時間の目安 10分

作り方

材料
（2人分）

1.カ ブ は 皮 付 き の まま 、食 べ
やすい大きさに切る。

カブ・カブの葉 ‥‥‥‥‥ 2個分

私たち三井住友信託銀行は、良き企業市民であり続

2.フライパンにオリーブオイルと
にんにく、
タカの爪、カブ、ベー
コン 、赤 パ プ リカ 、し めじを
入れて、軽く焦げ目がつくまで
炒める。

しめじ・赤パプリカ ‥‥‥ 適量

けたいという思いを
「With You」
という言葉に込め、生

ベーコン ‥‥‥‥‥‥ 30ｇ

物多様性を守る
「生きもの応援活動」
、
お客さまが豊かに

にんにく ‥‥‥‥‥‥‥ 1片

年を重ねるお手伝いをする
「サクセスフル・エイジング」
、

タカの爪 ‥‥‥‥‥‥‥ 1/2本

そして
「地域・社会」
の発展

オリーブオイル ‥‥‥‥ 大さじ1

3.カブの葉を切ったものも入れて、
塩・黒こしょうで味をつけたら
皿に盛り、
レモン汁を振りかけ
てできあがり。

塩・黒こしょう・レモン ‥‥ 少々

を3大テーマに、
さまざまな
活動を行っています。
「顔の

監修：料理研究家 安井レイコ氏

見える銀行」
であるために、
地域社会の皆さまとともに
With You活動に取り組ん
でまいります。

With You支店ブログも
ご覧下さい

With You活動のより詳しい情報は、
WEBサイトでも紹介しています。

http://www.smtb.jp/csr/withyou/

編集室から

三井住友信託銀行のキャラクター
シンジル&タクセル

http://branchblog.smtb.jp/

支えている生物多様性、水、空気、大地といった自然の財産を

前号から続く認知症のスペシャル
トピックはいかがでしたでしょうか。

資 本と考え、持 続 可 能な利 用をしていきましょうというもの

いずれは係わる我がこととして考え、普段から心がけておかな

です。当社はいち早く関連商品の開発に取り組むなど日本企業

ければならない問題と感じます。

をリードし、海外からも注目されています。
豊かな自然資本を将来世代に引き継ぐことができる社会、

また、昨年12月、東京ビッグサイトで開催された日本最大級
の環境展示会「エコプロダクツ2013」
において、当社は『自然

高齢者が健康で充実した生活ができる社会を目指して、これ

資本』
をテーマに掲げたセミナー開催とブース出展をしました。

からもCSR活動に取り組んでいきたいと思います。
（編集室F.G）

何やら難しそうなテーマですが、私たちの生活や経済活動を

ユニバーサルデザイン
（UD）
の
考えに基づいた見やすいデザ
インの文字を採用しています。

2014年3月発行

三井住友信託銀行株式会社

経営企画部

CSR推進室

〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1

電話番号

03-6256-6251

（撮影：竹田津 実）
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環境・生きもの応援

「自然資本」
を守るために信託銀行ができること 〜CSRパネル展で当社の取り組みを紹介しました〜

記憶力や判断力が著しく低下し、日常生活を営む

「自然資本」
という言葉をご存知ですか？自然資本とは、私たちを取り
巻く多様な生物や、生物を育む水、土、大気などの地球の自然の資産を

のが難しくなる認知症は、多くの人が発症リスクを

指します。人間は自然資本から、食料、水、燃料などの供給、気候の安定、

抱え、グローバルな課題になっています。この病気

前回に引き続き、浴風会ケアスクール校長・服部
安子先生にお話を伺いました。
認知症の人の尊厳を守る接し方を知る

東 京 都 選 定 歴 史 的 建 造 物である

社会福祉法人 浴風会 ケアスクー
ル校長／福祉専門学校、特別養護

被 災 老 人を援 護する施 設として、

の立ち上げに長く携わる、新 時 代

「 浴 風 会 本 館 」。関 東 大 震 災 の
大正15年に建てられた。

に双方にとっての介護の望ましい姿を模索していくことが肝要です。

「その人らしさ」
を認めてくれる施設を探す

認知症の人に接する上で大切なのは、本人が、周囲から尊厳と

ケア施設を利用することを決めた場合、
その施設(事業所・居場所)

敬意を持って扱われていると実感できることです。一般的に、認知

選びは非常に大切です。残念ながら、今も正しい認知症ケアができ

症が疑われるような言動があったとき、家族は驚いて、理屈でその

る施設は必ずしも多くないと思います。もし、適切なケアがなされず

「まちがい」
を説明したりしようとします。そうすると本人は自分を

に、暴れたら縛る・投薬等といった対処療法の施設に任せてしまった

否定されているように感じます。例えば本人が「家に置いていたお

場合、家族は切なくなり、
「もっと自分で介護ができたのでは…」
と自

金をとられた」
と言ったとき、
「そんなわけがない」
と頭ごなしに否定

責や後悔の念に悩まされることになります。

するのではなく、一緒に心配して探してあげるといった対応が必要

前回もお話ししてきたように、認知症の人は尊厳を持った一人

になります。また、探していた財布を家族が先に見つけたときは、場

の人間として接すると、症状が穏やかになります。彼らが持ってい

所を置き換えて本人が自分で見つけられるようにし、
「 出てきて良

る力や
「その人らしさ」(全生活史）
をきちんと認め、
「 心の声に耳を

かったね」
など一緒に喜んであげるようにします。認知症の人も、私

傾けられる」
コミュニケーションを重視したケアを行う施設を選ん

たちと同様に快・不快といった感情があり、
「この人は自分を大切に

でください。良い環境に身を移したことで症状が落ち着き、それま

している」
もしくは
「ないがしろにしている」
ということを感じ取りま

で介護で疲れ切っていた家族を気遣えるほど余裕ができるように

す。ただ、認知機能が落ちてそれをうまく伝えられないため、攻撃的

なることも少なくありません。

2013 CSRレポート http://smth.jp/csr/report/

サクセスフル・エイジング支援

岡山・岡山中央支店

特殊詐欺に遭わないための知識と心構えを！
12月6日、岡山支店と共同開催した
「投資環境セミナー」
におい
て、岡山県岡山中央警察署生活安全課より講師をお招きし、特殊
詐欺 への対策についてお話しいただきました。
特殊詐欺 には、高齢者に被害が集中しているオレオレ詐欺、

央支店
岡山中
依子
中塚 真

還付金詐欺のほか、架空請求詐欺や融資保証金詐欺などの
「振り込め詐欺」
が含まれます。
2013年の全国の特殊詐欺被害件数は11,998件。被害総額は4年連続で増加し、過去最悪と
なる約487億円となりました。岡山県でも、昨年の被害件数は149件、被害総額は約11.4億円
と、過去最悪の被害状況となっています。
被害拡大の背景には、犯行手口の巧妙化があります。最近では特に、犯人が 現金や
キャッシュカードを直接自宅等に取りに来る
「振り込ませない」
詐欺や、
トラブル発生を口実に現金の準備を依頼する電話が入ったのち、代わりの
「受け子」
が現金を自宅等に取りに来る詐欺が起きています。お金を引き出す際に、出金の目的をいわないように口止めするケースもあるそう
です。講師の方からは、
「自分は大丈夫だ」
と過信せず、不審な電話を受けた時はすぐに警察へ相談するようアドバイスをいただきました。
私たちはお客さまへの声掛けを励行し、警察との連携をさらに強めて、特殊詐欺の未然防止に努めてまいります。

苦労を分かち合う場を持つ
世間体などを気にするあまり、認知症の家族がいる事実を周囲に
隠すというのはよくあることです。
しかし、介護の渦中にいると
「自分

認知症になった本人の心情を思いやることは大切ですが、一方

だけが苦しい思いをしている」
という追い込まれた気持ちだけが強

で、介護する家族に
「精一杯優しく」
「忍耐強く」
を求めるのには限界

くなります。そうしたとき、苦労を分かち合い、情報・ノウハウを共有

があります。介護する人の努力にかかわらず、期待とは全く違う反

しながら励まし合う場として、地域にある認知症の家族会などに参

応が返ってくることが際限なく繰り返されるのが認知症介護です。

加するのも一つの方法です。私は東京・杉並区で長年家族会を開い

「こんなに頑張っているのにどうして」
という耐えきれない思いが、

ていますが、地縁が薄い都会では特にこうした場は貴重であり、同じ

時には虐待を引き起こすこともあります。

自然資本への取り組みをより詳しく紹介した報告書も出しています。ぜひご覧ください。

れ、自室に引きこもる生活が始まると、身体状況は低下し、認知症の

ることを前回お話ししました。家族が認知症になるというのは誰に

認知症介護を家庭内だけで抱え込まない

へ投資をする投資信託の開発や、世界で初めて自然資本を評価に組み入れた融資商品
も開発しました。

すのかという視点を欠いたために、
もといた地域でのつながりを絶た
症状が急激に悪化する方もいます。介護を全て家庭内で完結させよ

コツを学んでおくと、気持ちの余裕を持つことができます。

当社は2012年、国連組織が起草に携わった自然資本宣言に署名し、日本企業の先
陣を切ってこのテーマに取り組んできました。生物多様性や水の保全に取り組む企業

の認知症ケアの第一人者。

うとせず、適切に外の力、例えば介護・医療専門職の助けを借り、上手

になるなどして周りを困惑させるのです。介護する家族が接し方の

本店営業部では、こうした自然資本の概念や当社の取り組みをより多くの方に知っ
ていただくため、パネル展を開催しました。

老人ホーム、介護老人保健施設等

日本では生涯に4人に1人が患うとされている身近な病気―認

れて正しい対処ができません。

いうべきもので、
その価値を測定しようという試みが世界では始まっています。

服部 安子 先生

知症について、発症後の対応が、症状の好転・悪化に大きく影響す
とってもショックなことで、心構えができていないと感情に引きずら

業部
本店営
理香
水越 麻

災害の抑制など、計り知れないほど多くの恩恵を受けています。企業にとっては事業の基盤と

とどう向き合っていくべきか、特に家族が認知症に
なったとき、どのような対応が求められるか――

本店営業部

苦労を抱える人同士が心を休める止まり木となっています。

日本では
「親や配偶者の面倒は自分で見るのが当たり前」
と考え

介護はいつか終わるものです。100人いたら100人の介護模様

る傾向が強くあります。しかし、介護に入るまではそれぞれが自立

があります。要介護度や他人の介護等と決して比べないでくださ

した家族でも、介護状態になると関係性が一気に変わり、金銭面を

い。一人ひとりの価値観や文化、家族史、健康状態や経済状況等に

含めたさまざまな現実的な問題が起きてきます。

照らし合わせ、自分と相手の立ち位置を見定め、関わり方を考えな

遠距離に暮らす親が認知症になったからと、子どもの近くに呼び

ければなりません。双方にとって、
トータルな人生を考えた本当の意

寄せて介護するのは、双方にとって一時
「安心」
を得るのですが、
その

味での良い介護ができれば、後から振り返った時、
「あの介護は貴重

後、急速に認知症が進むことがあります。親が毎日どのように過ご

な経験となった」
と思うことができるはずです。

地域・社会サポート

富山支店

「きてきて富山 きときと富山」で北陸新幹線開業をPR
北陸新幹線の開業まであと1年余りとなりました。東京駅と長野駅を結ぶ長野新幹線は、2015年春に北陸
新幹線として金沢まで延長されます。これにより、東京・富山間は従来よりも約60分短い2時間7分で結ばれる
予定で、富山と東京の距離はぐっと縮まります。富山県内には、黒部宇奈月温泉駅、富山駅、新高岡駅の三駅
ができる予定です。

店
富山支
之
貴
山
中

富山県では現在、
「 きてきて富山 きときと富山」
というキャッチフレーズでこの開業をPR
しています。
「きときと」
とは、富山の方言で「新鮮な」
「 活きがいい」
という意味で、
「北陸新幹
線で、新鮮な富山の魅力を探しに来てね」
というメッセージが感じられます。
当店でも、店内にポスターを掲示するとともに、ロゴとキャッチフレーズが書かれたシールを
社員の名刺に貼り、北陸新幹線の開業をPRしています。北陸新幹線の開業で地元が活気付
くことを願って、地域社会の一員として富山の振興を応援していきたいと思っています。

全国の支店の社会貢献活動はブログでも紹介しています。
「With You」
サイトから支店ブログにアクセスしてください。

三井住友信託銀行 WithYou

検索

