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フレイル
施設長

井

手

宏

お正月はいかがお過ごしでしたか。今年は

でも体力や気力が低下します。高齢者の筋力

長い休みが取りづらい日並びで、遠出を諦め

や活動が低下している状態を「フレイル」と

られた方も多かったのではないでしょうか？

呼びます。虚弱という日本語はあまり語感が

でも、かえってあまり遠くへ出かけずゆっく

良くないので、最近は高齢者が弱った状態を

りできたでしょうか。

英語のフレイルという言葉で言い表すように

私が子どもの頃は、正月３日間を営業して

なりました。①体重減少 ②筋力の低下 ③

いるお店はほとんどなく、年末はごった返す

疲れやすくなった ④活動性の低下 ⑤歩く

スーパーに買い物に出かけて各家庭でおせち

のが遅くなった、のうち３つ以上に該当する

料理を作り、３が日はおせち料理三昧でした。

場合をフレイルと定義しています。フレイル

今では元旦から営業しているお店も増え、正

は健康寿命の終わりの段階、即ち何かしらの

月が特別なものでなくなってきています。お

手助けが必要となる一歩手前のことなのです。

正月をゆっくり過ごすのではなく、24 時間

ですから、フレイルを予防すれば健康寿命は

365 日私たちは活動し続けるようになりまし

長くなります。そのために何が大切かと言え

た。ところが、最近少し様子が変わってきま

ば、実は簡単なことで、良く食べて、良く体

した。24 時間営業するお店が減り、名古屋の

を動かすというごくごく当たり前のことです。

あるデパートは今年、元日２日とお休みでし

もっと詳しくいえば、たんぱく質・ビタミン・

た。スローな生活に少しずつ戻ってきている

ミネラルを含む食事とストレッチ・ウォーキ

のでしょうか？日本は世界に名だたる長寿国、

ングなどの運動が大切です。
高齢者の食事ではタンパク質が不足しがち

時間はいっぱいあります。のんびり、ゆっく

です。肉、魚、卵、豆腐や牛乳・ヨーグルト

りしてみませんか。
でも長生きして、のんびりゆっくり過ごす

を摂取するなどしてたんぱく質をしっかり摂

ためには、健康で元気でいることが必要です。

りましょう。肉か魚は毎日 2 品摂れると良い

最近、健康寿命という言葉を良く耳にすると

ようです。また、野菜と果物でビタミンとミ

思います。日本の健康寿命（健康上の問題で

ネラルをバランス良く摂りましょう。

日常生活が制限されることなく生活できる期

運動では、有酸素運動であるウォーキング

間）は、平均寿命より男性で 9 年、女性で

が適しています。歩いている間に軽めのジョ

12 年以上短くなっています。歳をとれば、誰

ギング（小走り）を入れるのが効果的です。
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また、様々な運動により筋力を付けていきま

と思っております。さあ、美味しく食べて・

しょう。毎月発行している愛泉館通所リハビ

楽しく運動して、フレイルとおさらばしまし

リテーションだよりに「元気な体力づくり」

ょう。

が紹介されていますのでご覧になってくださ
い。愛泉館では今年から高齢者にもやさしい
トレーニングマシンを導入します。これによ
りフレイル予防の一端を担うことができれば

景

風
ゲストの

林静江さんのものがたり

舞鶴港は軍港ではありませんが鎮守府のあ

に止められ

る港でした。新しい軍艦ができあがって浸水

ました。窓

式が行われる日は汽笛が響き渡りました。小

から剣付銃

学校 1 年生までに 6 回くらいは記憶があり

を 突 き こ

ます。沢山の国旗をはためかせて長い汽笛を

ん で「 何

響かせながら大きな船が進水して出港してい

が乗ってお

きます。子供心にも興奮が伝わってくるので

るか」と聞

す。

かれました。

この町で父は旋盤の仕事をしていました。

助手席にい

友達に誘われて東京で仕事をすることになり

た私の鼻先

引っ越したところは、「お父様」「お母様」と

に剣付銃が

いう言葉遣いでした。我が家では「お父さん」

突っ込まれたことと、人間が物のように聞か

「お母さん」でしたが外では「おじ様」「おば

れたことにびっくりしました。引き返して何

様」と言うように教えられました。少し離れ

とか職場に着くことができました。職場の中

たところに魚屋さんや八百屋さんのお店があ

には軍人があちこちに立っているのです。そ

り魚屋さんに同じクラスの子がいたので遊び

して帰ることもできなくなりました。これが、

に行って、おじさんに「おじちゃま」と言っ

私が体験した二、二六事件だったのです。

てしまいました。魚屋さんは大笑いして「お

勤め始めて 3 年くらい経った頃、我が家

じちゃま」って言ってくれたとお客さんにも

では女中さんが結婚のため辞められたので、

話され、話題になってしまいました。

私が家事手伝いになりました。電話局は他よ

高等科を卒業して、丸の内にある中央電話

りお給料は良かったと思います。家事手伝い

局市外科に勤めました。まだ養成講習の頃、

も毎月お給料をもらいましたが、局の半分く

出勤しようとすると電車が動きません。勤務

らいでした。もらったお金は好きな宝塚歌劇

先が同じ女性ばかり 7 人、誘い合って乗っ

や洋画に費やしてしまいました。入場料が 2

てタクシーで向かいました。運転手が皇居の

円でした。宝塚歌劇と新宿駅南にあった第一

近くを通ろうと言ってそちらに向かうと憲兵

劇場の 2 か所へ行くと、もう 4 円飛んでい
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きました。水之江ターキーさんのお相手の小

がとう」と言ってくれました。この言葉は私

倉峰子さんが大好きでした。ターキーさんが

の宝になりました。

花道から出ようとされるとき、10 人くらい

90 歳になるからと東京から熊本の長女の

が並んでターキーさんのズボンの裾を持って

家へ引越し、熊本で地震に遭いました。講座

次の人に順に渡しました。ターキーさんも分

で習った折り紙を折っていると人が声をかけ

かっていて黙ってズボンの裾を持たせてくだ

てくださいますので熊本でもお友達ができま

さいました。軍隊のストーリーばかりでした

した。近所の方でも立ち話は疲れますが、デ

が華やかな世界は魅力的でした。楽屋へもよ

イケアではゆっくりお話ができます。今でも

く行きました。

熊本の友達とも東京の友達とも電話でお話を

夫は 20 年くらい前、認知症になり始めた

楽しんでいます。

頃、
「ここへ座れ」と自分の前を指して言い

このごろ朝目覚めて「ここはどこ」と、ふ

ました。
何事かと思っていると大きな声で
「い

と思います。すぐに、「そうそう娘のところ

いから座れ」と言いますので、急いで座ると

に来ているんだ」と思います。

「もう少し下がって」と言います。言われる

( 傾聴

神谷ひさよ )

ように間を空けました。そうすると座布団を
はずして座りなおし、「結婚してくれてあり

居宅の窓から
2O17

宝木百代

新年明けましておめでとうございます。2017 年初め
の「居宅の窓から」を担当させていただきます指定居宅
介護支援事業所愛泉館のケアマネジャーの宝木と申しま

す。1 年が経過することが年々早いと感じますが、私にとってこの 1 年は激動の 1 年間
でした。
39 歳という高齢出産でありながら、無事に子どもを生み、元の職場である愛泉館に復
帰し、現在は子どもを保育園に預けながら仕事をしています。仕事に復帰できたのは、私
が妊娠中から、自分が担当していたご利用者やご家族の皆様、愛泉館の職員の皆さんが温
かく励まし支えてくださったからだと心から感謝しています。
復帰して 1 ヶ月は子どもが入院し仕事を休む事が多く、ご迷惑をおかけしました。そ
して今、幼い子どもを育てながら仕事を続けてきた職場の皆さんの大変さを痛感していま
す。私には 10 歳になる娘もおり、10 年前も同じように育児と仕事を両立して過ごして
きましたが、10 年経つとその大変さを忘れてしまいました。また自分自身も 10 歳年を
重ね、心身の健康を保つことが精一杯に感じます。
この 1 年で赤ちゃんだった娘は、つかまり立ちやハイハイが出来るようになり日々成
長しています。これからの若い世代が、子育てと仕事を両立できる環境を自分も一緒に作
りながら、子ども達と共に成長できる 1 年にしたいと思います。

｜3｜

年末恒例の愛泉館紅白歌

また、スタッフによる

合戦を開催しました。

余興では、振り付け指

今回の出場歌手は５組。

導の下、｢世界に一つだ

スタッフによる開会宣言

けの花｣ を合唱いたしま

のもと歌合戦がスタートい

し た。 ゲ ス ト の 皆 様 も 一

たしました。

緒になって身体を動かしなが

少 し 緊 張 気 味 で は あ り ま し た が、

ら楽しそうに歌われていたのがと

綺麗な衣装を身にまとい堂々と歌い上げて

ても印象的でした。

いらっしゃいました。この日のために歌手の

ゲストの皆様やそのご家族様からたくさん

皆様は練習を行われ、その成果を存分に発

のご協力をいただき、無事本番を迎えること

揮され、すばらしい歌唱ばかりでした。観

が出来ました、本当にありがとうございまし

客の大きな拍手と声援をいただき、大変な

た。

盛り上がりと共に歌合戦が進行されました。
利川敬子 様 ｢ 北 国

の春

｣

原忠
男様
｢ あゝ上野駅 ｣

に
石川政
一緒
雄様 スタッフ皆と

ット
ョ
２シ
丸山登
美子様、井手施設長と

愛
泉
館
の新
しい
スタッ
フによる演奏

谷口
重子
｣
様｢星
影のワルツ

崇
総合
司会は
姫田
入所介護スタッフ
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井手施設 挨拶
長

2017 年
・
1月

リハビリテーションにトレーニングマシン導入

愛泉館では今年からトレーニングマシンを導入し、より活動的な楽しいリハビリテーションを
提供させていただきます。

『おはよう！！筋肉！！』

筋肉をまんべんなく動かすことを考え、
「筋

～あなたの筋肉、起きていますか？～

肉再活動化」を目指していきます。自分の身

最近、トレーニングマシンを使った「パワ

体が少しでも動きやすくなり、体力に自信が

ーリハビリテーション」という言葉をよく耳

ついてくれば、
日常の動きがスムーズになり、

にします。
「パワーリハビリテーション」と

今まで多くの時間を自宅で過ごしていた方も

聞くと、筋力強化トレーニングのイメージが

外出しようという気力が湧いてくるのではな

強く「何だか疲れそうだな～」「重い物を持

いでしょうか。
この、使わなくなった筋肉を目覚めさせ、

ち上げるの？」などと想像される方も多いの
ではないでしょうか？愛泉館が提案するマシ

活動的な生活を取り戻していくマシンを使っ

ンを使った運動は、筋力強化を主体としたも

た運動プログラムを愛泉館では「リゲインリ

のではなく軽い負荷で全身各部位を滑らかに

ハビリテーション」と呼んでいきます。
愛泉館で私たちスタッフと共に、眠ってい

動かすことを目的としたリハビリプログラム

る筋肉に「おはよう！」と声をかけてみませ

です。
これまで、歳を重ねるごとに身体の動きが

んか。

鈍くなり体力が落ちてくるのは、筋力の低下
が原因と考えられていました。ところが最近
の研究によると、それは筋力の低下よりも、
使わなくなって眠っている筋肉が増えてくる
ことの方が、より大きな原因であるというこ
とがわかってきたのです。
愛泉館では、普段使っていない眠っている

リハビリテーションスタッフ

起
立・
善に
着席動作の改

定
の安
歩行

・
足

に
上
膝
向
・股
性
関節周囲の安定

性
の向
上に

トレーニングマシンのご紹介

定
性
向上
と安
性
動
、股関
節周囲の可

他にも、昇降式平行棒や歩行訓練式階段なども新しく導入します。
老人保健施設愛泉館ご利用に関するお問い合わせは
☎０５６１－７４－１７１１ 長屋・日比野・浅井までお気軽にお電話ください。
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有料老人ホーム

カナン

明けましておめでとうございます。2016
年は、皆さんはどのような 1 年を過ごされ
たでしょうか。カナンの 1 年を振り返って
みると、外出プログラムを行い、様々なとこ
ろへ出かけることができました。外出となる
とゲストの皆様は、前日から着ていく服の用
意をし、当日は出発の 30 分前には準備を整
え玄関前で待っていてくださいます。そして

琴演奏会

外出先ではとびきりの笑顔を見せてくださ
り、思い出話もたくさん聞かせていただくこ

また昨年は、多くのボランティアさんにも

とができ、新たな一面を知るきっかけにもな

来ていただくことができました。週に１回の

っています。

ハーモニカをはじめ、落語・オカリナ演奏会・
ハーモニカ演奏会・琴演奏会・アロマセラピ
ーなど、ボランティアさんと共に特別な時間
を過ごすことができました。
今年で 3 年目を迎えるカナンですが、新
たな出会いを楽しみにこれからも頑張ってい
きます。2017 年もよろしくお願いします。

ハンドマッサージ

カナン

デイサービス
昨年最後のお出かけプログラムは、一昨年

用者様も増えてきました。ゆっくりパソコン

も出かけて好評だった岩崎城菊花大会見学ツ

の作業がしたい、安心して入浴したい、半日

アー。帰りに喫茶店に寄ってほっと一息つ

だけのんびり過ごしたい等、様々なご要望に

き、幸せ気分で帰ってきました。思い起こせ

お応えしています。

ば新年の白山宮初詣に始まり、天白川へお花

今年もスタッフ一同、力を合わせて笑顔で

見、つつじドライブ後のケーキ喫茶、回転寿

頑張ります。一緒に素敵な思い出を作りまし

司…いろいろなところへ行かせていただきま

ょう！

した。ゲストの皆様のご希望を伺いながら、
毎年の恒例行事にできたらと思います。去年
はこんな所に行ったね〜、その前は…と語り
合えたら幸せですね！！

ご見学・ご相談は
デイサービスカナン

担当 ; 三村

1 日体験利用もできます。
お気軽にお問合せください。

また、デイサービスカナンでは新しいご利
｜6｜

山下

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです !
高齢者を狙う消費者被害について
高齢者への悪質商法の被害は、この何年もの間、増加し続けています。
ちょっとした油断や迷いで誰でも巻き込まれる危険性のあるトラブ
ルです。自分には関係ないと思わず、いつでもトラブルに対処
できるよう、その手口を知っていただけたらと思います。
①貴金属の押し買い
業者が「貴金属を無料で査定する。
」と言って自宅に訪ねて来た。
結果アクセサリーを強引に相場より安値で買い取られてしまった。
②利殖商法
「未公開株を買わないか？」

と勧誘する電話が入り「値上がり確実」などと説明され、
購入したがその後連絡をとることができなかった。
③オレオレ詐欺
孫から「おばあちゃん、今日中に借金を返さないと大変なことになる。
」と泣きな
がら電話がかかってきた。時間がないので、とにかく急いで孫の言う口座に振り
込んだが・・・実際は孫ではなく、他人にお金が渡っていた。
④還付金詐欺
年金事務所の職員を装って「年金が一部未払いとなっているので受け取る手続き
をしてください。
」と電話が入る。慌ててコンビニのＡＴＭへ行き、電話で担当者
の指示を受けながら操作を行ったら、自分の預金口座からお金が消えた。
⑤かたり商法
「市役所から来ました。この地区の高齢者宅に緊急システムの設置が義務付けられ

ました」と言われ機械を購入。あとから市役所に問い合わせるとそのような義務
はないと言われた。
これ以外にも悪質な手口は、様々に存在します。トラブルを未然に防ぐためには、
日頃から「自分の身にも起こるかもしれない。
」と警戒する気持ちを忘れないように
しましょう。
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老人保健施設愛泉館 地域交流セミナー
2016 年 12 月 3 日（土）
愛知国際病院ホスピス病棟研修室にて地域交流セミナー「やっぱり家で暮らしたい」を開催し
ました。

第1部

〜事例紹介〜

第 2 部 〜参加型セミナー〜

“骨折からの在宅復帰”と題し、骨折後に

“転倒しない体づくり”のテーマで、私た

一度は車椅子の生活になってしまった方が、

ちの暮らしのどんな場所に転倒の危険性があ

再び歩けるようになり

るのかを知っていただき、ご自宅で気軽に

在宅生活に戻られるま

できる転倒予

での愛泉館でのリハビ

防体操を参加

リテーションや支援の

者の皆様と一

様子を実際の事例をも

緒に行いまし

とにご紹介しました。

た。

地域の皆様、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの方など 33 名の方々にご参加いただきま
した。ありがとうございました。

編集後記
今回より愛泉館だよりを担当させていただくことになりました、菅原と申します。よろし
くお願いいたします。2017 年、酉年が始まりました。｢酉｣ という言葉は動物の鶏ではなく、
果実が極限まで熟した状態、また収穫できる状態であるということから ｢実る｣ という意味も
あるそうです。愛泉館のリハビリテーションの新たな変化が立派に実れるよう努力していきた
いと思います。
今年もゲストの皆様、そしてご家族様にとって実り多き一年になりますようお祈り申し上げ
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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
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老人保健施設愛泉館
居宅介護支援事業所愛泉館

（菅原 渉）
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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