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祖父他界後も 6歳児は見守りを数日？ 政府： 子供は既に社区の世話に 
网易新闻  news.163.com 2020-02-26 00:42:21 来源: 封面新闻 

--------------------------------------------------------------------------------  

2月 25日、あるネットワークが伝え情報。湖北省十堰市張湾区の花果街道弁事処鋳一新村社区 （宮本注： 社

区とはコミュニティのこと）内で、あるボランティアが体温検査のため家庭訪問をした際に、71 歳の老人潭 X

華さんが家の中で死亡しており、家の中には 5 ～ 6 歳の男の子 1 名がいることに気づいた。 ボランティアが

聞いてみると、家の中にはこの男の子と彼の祖父しかおらず、『どうして外にでなかったの？』と尋ねたところ、

『おじいちゃんは、家の外はウィルスがいっぱいだから出てはならないって、、、』と答えたという。 ネット情報

は、発見時既に潭 X華さんが他界して数日が経っていたとのことだったと伝えている。 

 

25日午後、張湾区党委員会宣伝部はメディアに向け、2月 24日、コミュニティグリッドのスタッフらが調査

時に潭 X華さんが家の中で死亡していたことを発見したが、彼が 71歳だったこと、家の中には５～６さいの孫

がいることを発見したことを認めた。 公安や法医が調査を進めている。 

 

その後、花果街道弁公職員が、潭 X 華さんの死亡時期と原因が鑑定中であり、この結果については、張湾区

の党委員会宣伝部から発表される予定だったと語った。 老人の孫は、広西自治区の家には暫時戻すことができ

ないため、街道と社区は積極的に老人家庭の善後策を処理している。 『我々の指導者が、子供の父親とも連絡

を取り合っており、子供は既に社区のスタッフが世話をするために家に連れてゆかれたが、当該自動は健康であ

る。』 

 

https://news.163.com/20/0226/00/F69813IO00019B3E.html 

 

 

How many days does a 6 years old grandson kept after his grandfather passed 

away? Official says: the child in question has handed over to community care 
Netease News news.163.com 2020-02-26 00:42:21 Source: Cover News 

-------------------------------------------------------------------------------- 

On February 25, a network source stated that at Zhuyi Xincun Community of Huaguo Street Office in Zhangwan District 

of Shiyan City in Hubei Province, volunteers came to take a temperature measurement and found that 71-year-old Mr. Tan X 

has died at home and there was a boy five or six years old. The volunteer asked and learned that there were only the boy and 

his grandfather in the family. "Why did not you go out? (The little boy) replied, grandfather said that there is a virus outside 

and can't go out ..." The net information said Tan Chuanhua, has already died a few days before his body was found that day. 

 

On the afternoon of the 25th, the Propaganda Department of the Zhangwan District Party Committee confirmed to the 

media that, on February 24, when the community staffs came to investigate, they found that Mr. Tan X Hua died at home. He 

was 71 years old and has a grandson of five or six years old. Police and forensic doctors have been involved in the 

investigation. 

 

Subsequently, the staff of the Huaguo Street Office introduced that the death time and cause of Tan Mouhua were being 

identified, and the relevant results of the publicity department of Zhangwan District Party Committee will be announced. The 

old man's son is temporarily unable to return home in Guangxi, and the streets and communities are actively handling the 

aftermath of the old man. "Our leader is also communicating with the father of the child. The child has been taken home by 

the community staff to take care of him. The child is in good health." 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

爷爷去世 6 岁孙子守数日？官方:孩子已交社区照顾 
网易新闻  news.163.com 2020-02-26 00:42:21 来源: 封面新闻 

--------------------------------------------------------------------------------  

2 月 25 日，网络消息称，湖北十堰市张湾区花果街道办事处铸一社区内，志愿者上门量体温时发现，71 岁老人

谭某华在家中死亡，屋内还有一名五六岁的男孩。志愿者询问得知，家里只有男孩和他爷爷，“为什么不出去，（小

男孩）回答到，爷爷说外面有病毒，不能出去……”网传谭某华被发现时已去世几天。 

 

25 日下午，张湾区委宣传部向媒体证实，2 月 24 日，社区网格员等工作人员上门排查时发现，谭某华死于家中，

https://news.163.com/20/0226/00/F69813IO00019B3E.html


他今年 71 岁，家里还有一个五六岁的孙子。公安、法医已经介入调查。 

 

随后，花果街道办工作人员介绍，关于潭某华的死亡时间和原因正在鉴定中，相关结果张湾区委宣传部将公布。

老人的儿子在广西暂无法回家，街道、社区正积极处理老人的善后事宜。“我们领导也在和孩子父亲沟通，小孩已

经交由社区工作人员带回家照顾，孩子身体情况都挺好的。” 
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