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老人保健施設「愛泉館」は 1992 年 ( 平成 4 年 )4 月に設立され、川原暁子医師が初代施設長
としてスタッフ 17 名でスタートしました。愛知国際病院開設時の三つの理念の内の一つである
「地域に支えられ、地域とともに」という考え方が具現化されたのが、1982 年から始めた訪問
看護でした。その働きの中で、老人介護など在宅介護の現実、厳しさを目のあたりにし、在宅介
護支援のため、老人保健施設「愛泉館」の設立に至りました。その設立に当たって五つの運営理
念を掲げました。設立 25 年目を前に、その理念を振り返り、愛泉館の今ある姿と将来を考えて
みたいと思います。
1．キリスト教を基盤とし愛を持って仕える
（若い人の栄えはその力、老人の美しさはその白髪である。－箴言

20 章 － 29 節）
 この旧約聖書の意味を、初代施設長川原暁子医師は、愛を持って仕えること、そして、目に
見えないものを大切にすることだとスタッフに伝えてきました。サン・テグジュペリの星の王
子様の中にある「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、
目に見えないんだよ。
」が、暁子先生のキャッチフレーズでもありました。ピーター ･ ドラッ
カー ( 経営の神様と言われている ) も「コミュニケーションで最も大切なことは相手の言わな
い本音の部分を聴くことである。
」と言っています。キリスト教を基盤とした愛泉館では、現
在もこのことを大切に守っています。
2．本人の自己決定を重んじること。
 人生の大先輩であるゲスト ( ご利用者 ) の今を大切にし、スタッフの都合で動くのではなく、
ゲスト自らが決定していく生活をサポートすることをケアの中心においています。川原啓美前
施設長は愛泉館だより 59 号で「居がい」について巻頭言を書いておられます。
“スタッフよ
りも遙かに長い人生の中で得た経験を、ケアする側がいかに大切するか”が愛泉館をご利用い
ただくゲストの「居場所」
「居がい」につながると考えられます。
3．在宅介護支援の施設であること。
 自己決定を尊重し、在宅生活に向けての具体的な施設ケアプランを共に考えています。また、
ケアプランに組み込まれない個々人の喜びや充実感も大切にしています。在宅支援・在宅復帰
支援を積極的に行う老健として愛泉館はもちろん、法人全体でも在宅生活の支援を行っていま
す。昨年 2 月には「有料老人ホームカナン」がオープンし、地域での暮らしを支える総合的
な基盤が強化されています。今後、行政は「地域包括ケアシステム」を進めていきます。法人
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全体の運営はこのことを強力に進めて行くものとなっています。
4．地域に開かれた施設であること。
 家族会やオープンハウス、ボランティア活動を進めていくことや必要な情報の発信が地域と
共にある施設のあるべき姿と考えています。愛泉館ではボランティアの実数は 100 名を超え、
様々なプログラムで活動いただいています。傾聴・回想法・パッチワーク・布ぞうり作り・讃
美歌・音楽会・詩吟・小物作り・草刈り・夏祭り・火曜の会等々、多くの地域ボランティアの
方々に支えられています。また、介護に関する情報発信を愛泉館だよりや講演会などを通して
行い、住みやすい地域環境作りに努力しています。
5．ＡＤＬ ( 日常生活動作 ) の向上とともにＱＯＬ ( 生活の質 ) の向上をめざす。
 開設当初より音楽療法を取り入れ、また、ボランティアによる様々なプログラムは、高齢者
が昔、習得された芸術性を再び開花させるとともに、新たな力を引き出すきっかけになってい
ます。精神活動は加齢とともに深さを増すと言われています。前向きに求め続ける意欲さえ失
わなければ、
「精神はさらに深さを増し、幅を拡げ、豊かなものになっていく。
」ということを、
私たちは 90 代・100 代の方々の微笑み・仕草・目の輝き・創作品（書・詩歌・縫物…等）か
ら学んでいます。そして、このことは 1987 年に発表されたバルテスの「結晶性知能と流動性
知能の年齢曲線」で医学的にも証明されています。
 生活能力の維持・向上に必要な作業やリハビリ、また、自分らしく日々を前向きに生活でき
る働きかけを行い、そのための多様性と個別性を大切にし、居場所と居がいが感じられる施設
運営に心がけています。
開設当初からの理念が今でも受け継がれ、愛泉館では穏やかな空気が流れ、音楽が心を癒やし
てくれています。この愛泉館理念を働くスタッフがこれからも大切なことと理解し続けていきた
いと願っています。その実現のために重要なことの一つは「コミュニケーション」です。目に見
えないものを見ることが具体的なケアの場面に落とし込まれています。入浴を嫌がられる方に寄
り添い、結果として、笑顔で入浴される光景をよく目にします。
もう一つが「環境を整えること」です。今の愛泉館の雰囲気をどのように感じられていますか？
ゲスト・スタッフ、ひとり一人が元気に活き活きと生活できること、その環境を整えるために、
職員研修に力を注いでいます。世の中では活き活きした運営には「人材育成」が大切だと言われ
ていますが、愛泉館では「人財育成」と考え、運営の中心に据え、研修計画を整え進めています。
人が財産であるという姿勢を大切にしています。そしてその人財育成の背景に「自己実現的人間
観」を持っています。このことは XY 理論で有名なダグラス・マクレガーの「人は自ら設定した
目標のためには、様々な工夫をし、自らその実現に汗を流す。
」との考え方を現場に落とし込ん
でいるものです。
来年 25 周年を迎える愛泉館に携わるゲスト・ご家族・スタッフ、ひとり一人が輝いているこ
とが出来たら、どんなに素敵なことでしょう。そのような願いを持って日々研鑽に努めたいと思
います。
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訪問リハビリテーションがはじまります
愛泉館では 4 月より「訪問リハビリテーション」
を開始いたしました。
「訪問リハビリテーショ
ン」とは、リハビリスタッフがご自宅に伺い、ご自宅でリハビリテーションを提供するサービ
スです。理学療法士・作業療法士が主治医の指示のもとで、心身機能の維持・改善や介護者の
介護重度化の予防などを目的に実施します。
毎日の生活の場所であるご自宅で、食事、排泄、起き上がりや寝返り、歩行、立ち上がりな
どの日常生活に必要な基本的な動作の訓練を受けることができます。また、住環境整備や福祉
用具に関するアドバイスも行います。専任スタッフがご本人、ご家族のご希望や目標を十分に
お聞きし、計画に沿ってマンツーマンで実施するリハビリテーションのため安心してご利用い
ただくことができます。
たとえばこんな方…
要介護５。訪問診察や訪
問看護、ヘルパーサービスを受け
ながら、ご家族の介護でご自宅で暮ら
している。最近、関節が固まってきてい
るようで、ご家族が着替え介助やオムツ
交換をするのに大変になってきた。寝
たきりなので病院のリハビリやデ
イケアには通えない…

ご自宅のベッドの上で、筋肉をほぐし
たり関節の拘縮を予防する運動を行い
ます。声かけも積極的に行い、コミュ
ニケーションを深め、ご利用者の発語
も促していきます。

脳梗塞を発症し、入院治
療の後、引き続き愛泉館に 3 か
月入所。生活動作の自立に向けてリ
ハビリを行い、再び自宅生活に戻った。
久しぶりの在宅生活、住み慣れたご自宅
ではあっても、体の状態が以前とは違
い、思うように生活できない。しだ
いに表情も暗くなっていきご家
族も心配している…

自宅で生活するために必要な動作のひと
つひとつを実際の住環境に合わせて練習
していきます。できるだけ自立し、安全
に暮らすために、何が障害になっている
のか、どんなことができるようになれば
いいのか、どんな道具を使うといいのか
…その方の生活に沿ったリハビリテー
ションを提供します。

訪問リハビリテーションに関するご相談・お問合せは
老人保健施設

愛泉館
担当；
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服部真哉

まで

風景

ゲストの

前田りん子様の物語

豊田市の高岳町吉原にずっと住んでいまし

わってからはよ

た。四人兄妹で兄 2 人と姉がおり、私は一

くヨットに乗っ

番下でした。私の家は当時とても大きな屋敷

て遊んでいまし

で、庭には大きな総檜造りの離れがありまし

た。 ヨ ッ ト の 好

た。夏になると、京大に在籍していた長兄の

きな先生がおら

短歌グループの友人たちが二十人近くそこに

れ て、 そ の 方 と

集まり、句会をかねて泊まり込んでいたもの

よく乗りました。そんなのんびりした時代で

です。今と違って遊ぶところも少なく、みん

した。

ななかなか帰らないでほとんど夏の間はそこ

私の家での句会に来られる方で名大教授の

に雑魚寝しながら集っていました。その頃は

高浜先生という方がおられました。その方は

食糧事情も悪かったので、食糧が豊富にあっ

特に熱心に今の私の主人との結婚を勧めてく

た私の家は願ってもないくらい居心地がよ

ださっていました。毎日のように通ってこら

かったのだと思います。よく父が「もう帰る

れて、一足の靴の底がすり減るくらいだった

か、もう帰るか、と思ってもずっといるなあ。
」

と後で言われました。その度ごとに勧められ

と笑って言っておりました。私と姉は兄の手

て私もとうとう結婚することを決心しました。

伝いでみなさんの食事やお茶のお世話をして

主人は分子工学が専門で、福井大学にお世話

いました。私たちにとってもそれはとても楽

になった先生がおられ、その方の紹介でそこ

しいことでした。

に職を得ました。そして、京大の先生の指導

ある時、私は赤い服を着て市電に乗ってお

で博士号をとりました。主人は本当に勉強と

りました。偶然、乗り合わせた句会の仲間の

研究が好きな人で食事の時もいつもそばに辞

一人が私を見つけて「先日、宇奈月に紅葉を

書を置いていたものです。あまり勉強熱心

見に行きましたが、そのときの紅葉の色は、

だったので、一度「なぜそんなに勉強をする

あなたがいま着ていらっしゃる赤い服と本当

のですか。
」と、尋ねたことがあります。す

に同じだ。」とおっしゃいました。昔の人は

ると、主人は「家族のためなんだよ。
」と、

そういう言葉をさらりとおっしゃるものです。

すぐに答えたものです。
福井には十年ほどおりましたが、雪国でと

その人が後に私の主人になりました。
私は県立大学の二回生で国文科に通ってい

ても寒い所でした。提供された家は、あばら

ましたが、そのころは本当に楽しい日々でし

家同然でしたし、薪で燃やすルンペンストー

た。県大はまだ仮校舎しかなく、いまの明和、

ブというもので暖をとり、雪が降るのでいつ

旭丘高校の校舎を借りて勉強していました。

も長靴で外を歩かなければなりませんでした。

大学にいたころグループで聖書の勉強をして

子どもの長靴がいつもストーブのまわりに並

洗礼を受けました。今も教会には通っており

んでいたのを覚えております。私は大学の教

ます。大学を卒業してからは大江中学で国語、

授の奥様たちとグループを作り、知り合いの

英語の指導を二年間やりました。大江中学は

神父さんがおられたカソリック教会に通って

ボロボロの校舎でしたが海が近くて授業が終

聖書研究をしていました。これが私の息抜き
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でもありました。そして楽しい思い出の一つ

なかなか会えませんが、昨年はベルギーに 3

です。主人はここでも神父さんから英語を教

週間ほど行きました。孫たちにはそれぞれ子

わるようになりました。本当になんでも勉強

どもがおり、ひ孫に会うのもとても楽しみで

する人でした。まもなく名古屋に帰ることが

す。
若いころ私はいつも
「我が青春に悔いなし」

できた時はとても嬉しかったです。
名古屋に戻ってから主人は名古屋工業大学

と口癖のように言っておりました。確かに若

の教授をずっと続けておりました。退職後は

いときの青春は素晴らしいものです。でも歳

中部大学専門学校の校長を 74 歳までしてい

を重ねてきて改めて思います。青春は人間が

ました。私の子どもは男の子 2 人と女の子

生きている限りあるものだということを。
（傾聴

が１人ですが、女の子の孫はアメリカとベ

市川真弓）

ルギーに 1 人ずつおります。遠い国なので

有料老人ホーム

カナン

2 月でカナンが開所して 1 年が経ちまし

管理者

三 村 隆 介

を果たしていきたいと思います。

た。開所当時を振り返ると全てが手探りの状

誰もが住み慣れた自宅を離れ、新たな場所

態でしたが、多くの方からご支援ご協力をい

で生活を始めることは不安なことです。まし

ただき、無事に 1 周年を迎えることができ

てや高齢者の方々は自宅で過ごされた年月も

ました。

長く、その土地や家にとても深い愛着を抱い

この 1 年間に、カナンをご利用いただい

ておられます。カナンに入居された方々の多

た方はショートステイ等も含め、25 名にな

くも入居間もない頃は「家に帰りたい…」と

ります。その中には、カナンで最期を迎えら

思われるかもしれません。しかし、そのよう

れた方もいらっしゃいます。開所間もないカ

な方でもいつかは「カナンに来てよかった。

ナンで大切なご利用者を看取ることができた

ここが我が家。
」と思っていただけるような

のは、法人内の地域医療連携室や訪問看護ス

生活のお手伝いをさせていただきたいと思い

テーションえまいの指導や助言を受け、ケア

ます。
カナンのしるべ 『ここは我が家、みんな

マネジャーやご家族と連絡を密にし、皆でご
利用者の最期の時をサポートできたからだと

で暮らす安住の地』この言葉のように。

思っています。この経験から、カナンのある
べき姿を改めて感じることができました。自
宅でのお一人暮らしやご家族での介護が難し
くなった方が、カナンを第 2 の我が家とし、
医療・看護・介護・リハビリをご意向や必要
に合わせて受けながら充実した日々を過ごす
ことができるように…そして最期まで安心し
て暮らすことのできる場所として、その役割
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ボランティアさん紹介

和太鼓と獅子舞「三燦」のみなさん
1 月 13 日（水）

ユニゾンズのみなさん
2 月 17 日（水）

リリオンベルズのみなさん
3 月 9 日（水）

作品

おやつ「いちご大福」作り

書き初め作品
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こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです !
地域包括支援センターをご存知ですか？
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を送ること
ができるよう相談・支援をする総合相談機関です。保健師または看護師・社会福祉士・
主任介護支援専門員の専門職が配置されており、専門性を活かしながらチームで業
務を実施しています。
【主な業務内容】
①介護予防をはじめとする高齢者の総合相談支援
②地域のサービス機関や関係団体、民生委員、ボランティア等と連携し地域のネ
ットワークを作り、住みやすい地域の構築に向けての支援
③消費者被害、虐待事例、困難な事例への対応
④ケアマネジャーの支援
⑤日進市の高齢者福祉サービスの調整
【よくある相談】
♧相談：介護保険の申請を考えているが手続きの方法が分からない。
♧返答：手続きについてご説明します。申請の代行も行います。
☆相談：主治医がいない。体調を悪くして寝込んでしまった。病院へ連れて行く
ことができない。どうしたら良いか。
☆返答：訪問診療できる医療機関を紹介します。
♡相談：親の物忘れがひどく困っている。
♡返答：ご本人の生活状況を聞きながら介護保険サービスやその他のサービスに
ついてご説明します。同じ家族の立場で相談やアドバイスを受けることが
できる「認知症家族の会」を紹介します。また、依頼があれば、認知症の
理解を深めて地域で見守り支援をするという目的で「認知症サポーター養
成講座」を開催します。
♤相談：最近、年齢とともに体の動きが悪くなったように思う。運動できる場所
やサービスはありますか。
♤返答：地域包括支援センターでは月に 1 回、第 3 水曜日にゆうゆう体操教室を
開催しています。一緒に運動しませんか。
その他、さまざまな相談があります。まずはお一人で悩まず地域包括支援センター
へご相談ください。
日進市東部地域包括支援センター ０５６１－７４－１３００
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居宅の窓から
井ノ上晃子

東日本大震災から５年が経過し、今もなお多くの方
が辛い生活を余儀なくされています。１６年前に出会
い、共に認知症介護に携わり、仕事での良き仲間であ

った私の友人もこちらでの生活をやめ実家に戻った矢先に岩手県九戸郡洋野町で被災
しています。リアス式海岸の続く美しい沿岸の町で、水産加工品などをよくお土産に
もらいました。その時の友人の職場であった介護施設は半倒壊。ライフラインも途絶
え、非常に混乱した中で要介護者への対応も大変だったようです。幸い洋野町は人的
被害がなく済んだそうですが、友人の安否を私が確認できたのは何日も後でした。突
然、当たり前にある物がなくなり、目に映るものも様変わりし、たくさんの物を失っ
た感覚は、言葉では言い表せないといいます。そんな中にあって心の支えとなった物
は、「目に見えない今まで不確かだった物」だそうです。それは自分の信念や、人を
思う気持ち思われる気持ち、微かな希望や、積み上げてきた過去など、普段も意識は
していたけれどその力をここまで実感することはあまりかった、そうです。形のある
物はいつか無くなってしまうし、体や年齢も永遠ということはありませんが、目に見
えないものは思えばあって、変わる事も、無くなる事もなく、手で掴める物や目で見
える数字以上に、生きる力を与えてくれる物だと思いました。この話を聞き、
私も日々、
ケアマネジャーとして多くのご利用者様の生活の希望をお聞きしておりますが、その
方の目に見えない思いや積み上げてきた過去、その人なりの信念やささやかな希望を、
その方自身が生きる力にしていけるような支援ができればと思いました。
現在、この友人は盛岡でＮＰＯの活動に参加し、地域で認知症の方を支える様々な
取り組みをしています。たまに近況報告をするだけですが、私の心の中にも目には見
えませんが、この友人からもらった沢山の大切なものがあり、今の仕事を続ける上で
の大きな心の支えとなっています。
最後に、震災により亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りすると共に、故郷の
地を踏むことができずにおられる方々、辛い避難生活を続けておられる方々の本当の
意味での復興を、心よりお祈り申し上げます。

編集後記
山々を桜色に、大地を緑色に染める新しい季節がやってきました。皆さまはどんなお気持ちで今年
の桜をご覧になったでしょうか…。愛泉館は今年開設 25 年目の節目の年を迎えます。この四半世紀
の月日を振り返った時、一番に思い浮かぶのは、やはりたくさんのゲストの方々の笑顔です。2016
年度も多くの笑顔に出会えますように、心通う温かなケアを心がけていきたいと思います。
（浅井真希）

若い人の栄えはその力、
老人の美しさはその白髪である。
旧約聖書
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老人保健施設愛泉館

TEL 0561-74-1711

居宅介護支援事業所愛泉館
TEL 0561-74-1341
日進市東部地域包括支援センター TEL 0561-74-1300
有料老人ホームカナン
TEL 0561-74-8260
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