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「活動」と「参加」
～社会参加につなげるリハビリテーションを目指して～
リハビリテーション副主任
作業療法士

日比野

智

改 め て こ こ で「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

平成 24 年度の介護報酬改定で介護老人保

」の語源の説明をさせていた
健施設の評価の在り方として、
「在宅強化型」 （rehabilitation）
が創設され、超高齢化社会の中で、老健が担

だきます。この単語が、
re
（再び）
＋ habiles
（適

う役割は“在宅復帰”であるという事が明確

する・人間に相応しい）＋ ation（～の状態

に示されました。また同時に、在宅生活を支

にすること）から成り立っているように、リ

える通所リハビリテーション、訪問リハビリ

ハビリテーションとは、人としての尊厳・権

テーション、ショートステイ等の在宅サービ

利・名誉を再び取り戻すという意味をもって

スを充実させ、老健退所後の生活をフォロー

います。この意味を忘れてしまうと、特に高

する“在宅支援”も重要な役割になってきて

齢者におけるリハビリの意義を見失ってしま

います。

います。身体機能の回復のみに目を向けるの

高齢者の方々にとって病院退院後もリハビ

ではなく、人としての尊厳を保ちながら、
「活

リによる身体機能向上・改善は必要です。そ

動」と「参加」を可能にするリハビリプログ

のために愛泉館に入所されリハビリを受けら

ラムをどう提供していくかが老健のリハビリ

れる方がまず望まれることは、在宅生活での

に求められるわけです。
では、実際に老健でリハビリを開始すると

移動や入浴、排泄といった日常生活で必要な
動作の自立です。そして、そのもう一歩先に、

きにどのような「活動」や「参加」をゴール

家族や友人と買い物や外食に出かけたり、地

に考えればいいのでしょうか？「日常生活動

域の集会所で催される囲碁・将棋の集まりに

作＝活動」は、どなたでもイメージしやすい

参加したいといった希望があります。このこ

でしょう。しかし、
「参加」となるとどうでし

とは「活動」と「参加」という言葉で表され

ょうか？「地域のためにボランティア活動を

ます。つまり、
「日常生活の動作＝活動」と、
「買

やる」というような社会参加を想像されるか

い物や外食、集会所での集まり＝参加」です。

もしれません。しかし、高齢になり介護を必

実はこの「活動」と「参加」こそが、在宅復

要とされる方にとっては、そのような社会参

帰を目指した老健のリハビリで私たちがとて

加だけが「参加」ではないのです。参加の手

も大切に考えていることなのです。

段や方法は様々にあり、それを見つけ出して
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いくこともリハビリの目的であり、役割であ

達成の積み重ねが、いつか「社会参加」とい

ると思っています。

う「大きな目標」につながり、地域で生活を

自信や希望を失いかけている方でも、まず
は１対１での関わりや対話から、その方の潜

支え合う地域包括ケアシステムの足がかりに
なるのではないでしょうか。

在的ニーズを汲み取り、
「小さな目標」を持

高齢になっても誰もが、自立した生活を望

っていただきます。トイレまでつたいながら

まれるはずです。社会資源を活用し、車椅子

歩いていきたい、朝が来たら自分の部屋の窓

等を使い、環境を整えることで住み慣れた自

を自分で開けたい、使いたい時に自分でティ

宅で暮らすことができます。街へ出かける事

ッシュを取りたいといったことでいいのです。

もできるのです。高齢であっても楽しいこと

その「小さな目標」の達成に向け、老健で練

をたくさん経験し、笑顔で生活できるという

習を重ね、ひとつひとつの成功体験が、その

ことをリハビリを通してお伝えできれば、と

方のモチベーションを上げ、自宅での生活に

思っています。

一歩ずつ近づいていきます。
「小さな目標」の

２０１６愛泉館夏祭りのお知らせ
テーマ『たくさんのトキメキの花咲かせよう
～胸をはずます心の体操～』
日時

2016 年 8 月 7 日（日） １４：００～１５：３０

会場

愛泉館入所棟およびデイケア棟

内容

三好太鼓様による演奏
豊味澄会様による演舞
盆踊り

今年の愛泉館夏祭りは思考を変えて、日曜
日の午後、館内を会場にして、甘味の揃った
出店をご用意し、皆様のお越しをお待ちして
おります。恒例の三好太鼓の方々による演奏
や豊味澄会様の演舞、一緒に踊れる盆踊りも
あります。冷房の効いた館内で天候の心配
なくお楽しみいただけま
す。ご家族の皆様はもち

出店メニュー

ろん、地域にお住まいの
皆様も是非お立ち寄りく
ださい。
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杏仁豆腐
和菓子

わらびもち
その他

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです !
日本では高齢化が進み、高齢者の単身世帯や夫婦世帯が急激に増えています。また、
介護保険サービスを利用する方も増えており、現在の介護保険サービスでは不足す
ると言われています。各市町村は、介護保険のサービスに加えて、ＮＰＯ、民間企業、
ボランティアなど地域の多様な資源を活用して、地域の実情に合わせた事業への取
り組みを進めています。
日進市では「市民が健康で幸せに暮らせるまち」を目指し、高齢者の方々が住み
慣れた地域で、生きがいを持ってその人らしく生活が続けられるように①誰もが気
軽に集れる交流の場②歩いて行ける地域の小さな拠点③市民が主体的に運営、の３
つを定義にした「つどいの場」を市内の各地に増やしていくことを進めています。
包括支援センターに寄せられる相談内容は、介護相談やちょっとした生活の困り
事、健康面での相談など様々ですが、その中でも特に多くの皆様が望んでみえるこ
とは「いつまでも皆とお茶を飲んで楽しく過ごしたい」ということです。
私たちは、その思いがかなうようにお手伝いをさせていただきたいと思っていま
す。これからも積極的に地域へ出向き、みなさんとご一緒に地域づくりをしていき
たいと考えています。

～つどいの場 ご紹介～
「にっしん体操スポット」
地域の人が集まる健康づくりの場です。
「ほっとカフェ」
地域の皆さんが気軽に集まってお茶やコーヒーを飲みながら
お互いの近況など楽しくおしゃべりする場です。
「ふれあいいきいきサロン」
主に高齢者を対象とし、食事やレクリエーション、健康に関
する取り組みや趣味活動を行っています。
「ぷらっとホーム」
子どもからお年寄りまで、いつでも誰でも立ち寄って、趣味を楽しんだりおしゃ
べりしたりできる場です。
他にも集いの場はたくさんあります。
ご興味のある方は地域包括支援センターまでお問い合わせください。
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お花見

プログラム
紹 介

4 月 桜餅

おやつ作り
ゲスト作品

絵手紙
水墨画

紙細工

6 月 白玉だんご入りフルーツあんみつ
折り紙

スイカの藁敷き
新玉ねぎの収穫

野菜づくり

三味線演奏
名友会の皆様

コロタン（ミニメロン）の苗植え
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有料老人ホーム

カナン

カナンでは、この春からプランターを使っ

してポテトサラダ

て野菜作りを始めました。作っている野菜は

を作りました。ポ

じゃがいも、きゅうり、プチトマト、小玉ス

テトサラダ作りは、

イカなどです。畑仕事をされていた方も多く

食材を切る係、皮

いらっしゃるため、育て方のアドバイスをい

を剥く係、潰す係、

ただきながら皆で大切に育てています。きゅ

味を調え混ぜる係

うりの 1 日の成長の早さに驚いたり、プチ

とそれぞれ分担してやっていただきました

トマトの収穫時期を見計らったりして、野菜

が、どなたも慣れた手つきで、包丁さばきは

の成長に一喜一憂しながら、生活の中に新

お見事でした。肝心な味の方は…？というと

しい楽しみを持つことがで

「オリーブオイルを入れると

きました。収穫したきゅう

おいしくなるの！」の一声

りやプチトマトは、塩でそ

で入れた隠し味のおかげも

のままいただき、じゃがい

あって、とてもおいしくで

もは月に 1 回行っている昼

き、お腹も心も大満足でし

食作りプログラムの材料に

た。

カナン

デイサービス
６月に行われたボランティアさんによるプ
ログラムをご紹介します。

第二喜楽会の皆様による落語
本格的な落語で、普段はあまり興味を示さ
れない方も真剣な表情で聞かれていたのが印
象的でした。

たが、いつもと違った雰囲気を味わえ新鮮で
した。オカリナの音色は、涼しげでとても心
地が良く梅雨の蒸し暑さをこの一時だけは忘
れさせてくれました。
デイサービスカナンでは、家庭的な温
かい雰囲気の中で、毎日様々なプログラ
ムや催しを用意してご利用者の皆様をお
待ちしています。体験利用や見学も可能

みよしチアフルズさんによるオカリナ演奏会
オカリナを初めて見るという方が多く、何
種類もあるオカリナを珍しそうに眺めていま
した。おなじみの曲を演奏していただきまし
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です。
ご利用に関するお問い合わせは
0561-74-8260

担当：三村・山下

風景

ゲストの

石田静子様の物語

大正 14 年 6 月 7 日神戸で生まれました。

私は小学校

8 人兄弟の末っ子でしたから家族からはとて

を卒業して

もかわいがられました。神戸では小学校 2

から女学校

年生まで過ごしました。家は海のすぐ近く

に入学しま

だったのでいつも浜辺で遊んでいた記憶が

し た。 第 一

あります。ゴム草履をはいて海水着をきた

高等女学校、

まま家から海岸に飛び出して遊んでいまし

現在の明和

た。夏は夜店もたくさん出てとても賑やか

高 校 で す。

になります。そこで遊んだ日々はとても楽

小学校、女学校を通して歌の好きだった私は

しいものでした。

音楽部に所属してクラシックも流行歌も大

このころ住んでいた家はとても大きな家

好きで歌っていました。

でした。平屋でしたが庭には鳥小屋があって

女学校に通っているときのことです。学校

たくさんの鳥を飼っていました。毎朝、鳥た

の行事で映画鑑賞をする日がありました。私

ちのさえずりで目が覚めました。また、離

は友人と映画館への道を急いでいると、学

れの奥にあった部屋には大きな机がありま

校から知らせがきました。母が倒れたので

した。その机は部屋の真ん中に置いてあり

す。家に帰ったときはまだ息があった母でし

私たち兄弟はそこで勉強をしました。机の

たが、それからすぐに亡くなってしまいまし

上にはいつもたくさんの本があり、私は自

た。58 歳でした。

然に兄たちの勉強を見て覚えていたからで

母がいなくなったので家事をする人がい

しょうか、学校の成績はいつも上位におり

なくなり、私は父から離れて兄の家に住む

ました。

ことになりました。そのうちに戦争が始ま

父は三菱電機に勤めていましたが、会社

り、近くの海軍工廠によく爆撃がありまし

を定年で辞めてからは摩耶山の近くで旅館

た。防空壕はあったのですが空襲になって爆

を始めました。私たち兄弟は、今度は山で

弾が落ちるとまるで稲妻のような光が防空
壕に飛び込んできます。それが

遊ぶようになりました。山へは

怖くてそんな時は防空壕か

モノレールで登りました。私

ら飛び出し山の方へ走っ

はとても元気で小学校の

て逃げました。周りの

とき健康優良児で表彰
されたことがありま

家は燃えたり壊れた

す。ずっと体は丈夫

りしていましたから、

でした。

帰るときは自分たち
の家が残っているか

その後、父 が 名 古

どうか心配しながら

屋の知り合いの工場
を手伝うようになり瑞

帰ったものです。

穂区に引っ越してきました。

戦争が激しくなると勤
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労奉仕のため工場で兵隊さんの靴の掃除をし

も忙しく大変でしたが辛いと思ったことは１

たり、夏休みには農家の手伝いに行ったりし

度もありません。主人もよく働き亡くなるま

ました。農家の男の人たちはほとんど兵隊に

で工場をやっていました。私たち夫婦は 67

行っているため、私たちが留守のお宅の農作

年連れ添うことができました。
私も元気で暮らしていましたが、55 歳の

業の手伝いをするのです。その時、初めて稲

時に脳血栓で倒れました。大事には至りませ

刈りと麦刈りをしました。
私は、それまでお米がどうやってできるの

んでしたが、体の右側が不自由になりました。

か全く知りませんでした。農家の人から「稲

しかし、当時は３男の孫の子守りを任されて

刈りをした次の日は腰が痛くなるよ」と言わ

いましたので、動かないところも動かすよう

れました。本当にその通りで次の日は学校の

に努め、それが幸いにもリハビリになって次

階段を上り下りするのが大変でした。農家の

第に不自由さはなくなりました。子守りをし

手伝いはお昼に白いご飯がおなか一杯食べら

ていてよかったと思っています。

れるのでそれがとても楽しみでした。白いご

今は孫が７人、ひ孫が６人います。孫の子

飯とたくあんのお漬物はそのころでは１番の

守りはよくやっていたので、今でもよく訪ね

ごちそうでしたから。

てきてくれます。そんな時は話もはずみとて

高等科を 2 年で卒業してから会社の事務
の仕事に就き、そこで主人と知り合いました。

も楽しい時間を過ごします。それが、今１番
の楽しみです。

主人は会社員でしたが結婚するとすぐ溶接を

最近転んで骨折してしまいました。また歩

する鉄工所を始めました。当時は戦後で工場

けるようになりたいと願い、愛泉館でリハビ

付きの家が結構あったので、主人はそのひと

リを頑張りました。そして歩行器を使って歩

つを買い求め、私たちはそこで生活を始めま

けるようになりました。夏には自宅に帰る予

した。そして男の子を 3 人授かりました。

定です。自宅で孫やひ孫に会えることが嬉し

仕事は順調でしたが、納期が近づくとほと

いです。

んど徹夜の時もあり、私は工場の仕事と家事、
育児で本当に休む暇もなく働きました。とて
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（傾聴

市川真弓）

居宅の窓から
大木多恵子

南山の地に導かれて 10 年の月日が流れました。福
祉を志し 8 年近くを愛泉館向かいにある愛知三愛福祉
会で介護士としてお世話になり、現在は、居宅介護支

援事業所愛泉館でケアマネジャーとして働かせていただいています。私がこの南山の
地で職を得ることができたのは、自分自身の力だけではなく、目に見えない力が働き、
神様から与えられて、今のこの仕事があると、日々感謝の気持ちで過ごしています。
多くの出会いがあり、それと同時にいろいろな想いや出来事があります。時には、
自分の器に入りきらないようなこともありますが、ケアマネジャーという仕事は自分
自身にも振り返りが与えられ、自らの成長につながる仕事だと思っています。自分を
知ることで相手の気持ちに寄り添う。一人ひとりの違いを受け入れ、またその人を知
ろうと努力しても分かりきれない部分を持ちつつ、人と人をつなぐ、事業所と事業所
をつないで、高齢者の暮らしを支える、そんな仕事なのではないでしょうか。
「家族になろうよ」という曲の 1 節にこんな詩があります。
どれほど深く信じ合っても
分からないことがあるでしょう。
その孤独と寄り添い生きることが
愛するということかもしれないから…
担当させていただくお一人おひとり、そ
してご家族を信じて、寄り添っていけたら
と思います。この南山の地を愛して仕事が
続けていけたらと願ってやみません。

編集後記
高齢期には「きょういく」と「きょうよう」が必要である、と言われます。
「教育」と「教
養」ではなく、
「今日、行く（ところ）
」と「今日の用（事）
」です。朝起きて今日行くところ
があること、今日の用事があること、が、高齢になっても明るく元気に暮らす秘訣なのでしょ
う。地域の高齢者の皆様にとって様々に存在する「今日、行くところ」の中に、愛泉館デイケ
アやデイサービスカナンがあります。また、今号で包括支援センターが紹介している「つどい
の場」もあります。誰もが居場所と役割を持ちながら、その方に合った「活動」と「参加」が
できる地域作りの一助になりたいと思います。

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

箴言

20 章 29 節

老人保健施設愛泉館
居宅介護支援事業所愛泉館

（浅井真希）
TEL 0561-74-1711
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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