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神様 の逃れる道
指定居宅介護支援事業所愛泉館所長

みなさんがこの愛泉館だよりを目にされ
る頃は、桜の花が咲き誇っていることでし

葛

巻

典

子

耐えられない。今までの生活に戻して欲し
い」と大声で叫びたい気持ちでした。
しかし夫の死後 10 年近くたってキリス

ょう。私が筆を取っている今日は東日本大
震災から 6 年目を迎えた 3 月 11 日です。

ト教の洗礼を受け、それから 10 年たった

今なお 12 万人の人が全国各地で避難生活

今自分のたどってきた道を振り返るとき、

を送っておられ、
「あの日から時が止まっ

そのときそのときに支えてくださった方が

たままです」と話される人を見るとき、困

いたことを思います。

難な生活の中におられる方、深い悲しみの

自分の子どもたちと一緒に私たち家族を

中にある方を忘れてはいけないと強く思い

いろいろな行楽地に連れて行ってくれた K
さん。何年間も夫の月命日にお花を

ます。

届けてくださった T さん。

「神は真実な方です。あなた

そして顔も知らない

がたを耐えられないよう

私や子どもたち

な試練に遭わせるこ

のために祈って

とはなさらず、試
練と共に、それ

くださってい

に耐えられる

た A さん。

よ う、 逃 れ る

自分は決し

道をも備えて

て一人では

いてください

なかったと

ま す。
」
（コリ

いうことを
改めて思います。

ント人への手紙第

そして今は多くの方にお

一 10 章 13 節）
これは有名な聖書の一節ですが、実

会いする仕事に恵まれ、職場では

際に苦しみのなかにある方には辛く反

若い職員に助けられ、子どもたちは

発したくなる言葉だと思います。20

大きく成長し、楽しいことも嬉しい

年前に夫を亡くした当時の私も「自分は

こともたくさんあります。
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日々の働きの中でも、認知症のご主人を介

を受けた子どもたちが「今度は自分が誰かを

護している奥様が家族の会に参加し、同じよ

助ける仕事がしたい」と口々に話すのを聞き、

うに認知症の介護で悩んでいる方のためにお

そこに大きな希望を見るのです。
自分を支えてくれる方々、新しい居場所、

話を聞きアドバイスをしていることを知ると
き、今まで地域の活動になかなか参加されな

新しい役割、今までとは違う価値観、未来へ

かった方が、毎日おしゃれをしてデイサービ

の希望、神様が備えてくださる逃れる道とは、

スに出かけるようになり、ご家族が仕事復帰

このようなものではないでしょうか。試練の

を果たされるのを見るとき、お一人お一人の

前の生活に戻ることは出来ませんが、今与え

中にある強さとその周囲で支えてくださる方

られているものに感謝して歩んでいきたいと

の存在を覚えます。

願います。

あの震災においてもたくさんの善意の支援

居宅の窓から
2O17

富永奈保子

平成 29 年 3 月 1 日より、居宅介護支援事業所愛泉
館でケアマネジャーとして働きはじめました富永奈保
子と申します。居宅ケアマネジャーとしての勤務は初

めてとなりますので、ゲストの皆様やご家族様方・諸先輩方のお話を聞きながら、少し
でも業務に早く慣れることができるよう一歩ずつ歩んでまいりたいと考えております。
愛泉館で勤めてまず感じたことは、ゲストの方々と職員の間にあるゆったりとした雰
囲気です。他の介護施設では職員が常に食事や入浴等の業務に追われ、目の前のゲスト
とゆっくりお話をする時間をとることが難しいのですが、愛泉館ではさまざまな場面の
中で、常にゲストとの対話と笑顔があることを感じます。そして音楽やものづくりなど
の趣味の時間も充実しており、職員やボランティアの方々とともに活動に取り組まれる
ゲストの皆様からは、それぞれのお若い頃が垣間見えるような集中力と生き生きとした
表情を感じることができます。
高齢者福祉の現場において「お一人お一人が満足できる個別化された時間を提供する
（集団の中の一人にならない）」というこ
とはもっとも重要なことであると感じて
います。ゲストの方が求める生活や人生、
それは日常の中のふとしたひとときにも
存在します。それらを見逃さず大切に育
んでいくために、少しでもお役に立てる
よう誠意を持って業務に取り組んでいけ
ればと思っております。よろしくお願い
いたします。
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風景

ゲストの

今田國男さんのものがたり

鹿児島で生まれ育ちました。雨の多い地域

の人が名前を

でした。小さいころは父が炭焼きをしていま

呼んでくれる

したのでお弁当を届けに山へ行った記憶があ

のですが、そ

ります。父は炭焼きから始めて、私が小学校

の様子は競り

の低学年のころには豆腐屋を始めていました。

市のような風

やり手だったと思います。豆腐が売れ残ると

景でした。

自転車で売りに行かされました。１軒１軒聞

就職した会

いて歩かなければいけないので私はこの仕事

社は飴を作る

が嫌いでしたが、言いつけられると自転車に

機械を製造す

乗せて出かけました。父は厳しかったのです。

る会社で、名

それでも売れない日には残ってしまいます。

古屋駅の裏にありました。機械を掃除すると

友達にあげてしまったり、捨てたこともあり

きは止めてからするように言われていました

ました。都城へ自転車で仕入れにも行きまし

が、働き出して間もなくのころ動いている機

た。鹿児島へ出るより都城へ行くほうがなじ

械のごみを取ろうとして薬指を切断しました。

んでいました。

すぐ医者へ連れて行ってもらいましたがそれ

卒業をすると鹿児島県から集団就職で愛知
県へ来ました。鹿児島の駅に県内それぞれの

から２ヶ月は働けませんでした。今でも寒い
ときは痛みます。

学校の卒業生が集まって臨時列車が九州をめ

初めての給料で傘を買いました。雨の多い

ぐって、途中で車両が繋がれて 10 両を越え

ところで育ったので傘は必需品でした。とこ

る長い列車になりました。大阪、名古屋と停

ろが職場の人たちから「ここはそんなに降ら

まって各地域への就職者を降ろします。名古

ないよ」と言われました。今でも私が育った

屋駅では会社から迎えが来ていました。会社

地域と比べると愛知県は雨の少ない地域です。
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はじめの工場で５年くらい働きました。日曜

に働いた人たちが従業員ですから大切にしま

日でも機械の点検や修理をするために休みに

した。この仕事はどんどん注文が入って仕事

はなりませんでした。月に３回の休みの日は

に追われました。風をさえぎってやらなくて

先輩たちについて豊田ビルのロキシーへ映画

はならないきつい仕事でしたが、お金は笑い

を見に行くか、塀の向こう側はグラウンドで

が出るほど儲かりました。

したので先輩たちと５、６人で野球をやりま
した。面倒見のよい先輩に恵まれて、仕事も
人との付き合い方もおおよそは覚えました。

妻とは映画館で出会いました。とても賢

１番年上の１番頼りにしている先輩が辞める

く、先をしっかり読める人なのでよくやって

というので私も辞めました。小さな工場では

くれました。感謝しています。妻の実家へは

年代の若い人が１人いなくなるとあとは年の

２人で運転してよく出かけました。車を買う

差が大きい人だけになってしまうからでした。

つもりで蓄えたお金で三好に土地を買いまし

世間知らずだった私もこの会社にいる間に沢

た。買った時は三好池の堤防工事をやってい

山のことを学びました。求人票や新聞の広

て、まだ水が入っていなかったころで、家を

告、折り込み広告などを見て次の職場を探し

建てられない土地でした。目の前に広がる池

ました。このころは「これができる」と言う

を想像して、眺めのすばらしさに惹かれて買

ことがあれば労せずして仕事は見つかりまし

いました。今そこに家を建てて住んでいます。

た。先輩が結婚して一人暮らしをしていると

あの頃、低かった木々は伸びてしまって、見

き、母が１番下の子だけ鹿児島に残して出て

晴らしには裏切られましたが、新しい楽しみ

きてしばらく私と一緒に暮らしました。この

ができました。大きく伸びた木を切ってしい

後、４つか５つ職場を変わったかと思います。

たけの栽培ができるのです。子どもの頃、お

そして、めぐり会ったのが造船会社でし

じいさんがやっていたのをかすかに覚えてい

た。必要に迫られて溶接工の試験も受けまし

て、しいたけ栽培を楽しんでいます。

た。船の部品は工場の中で溶接しますが組み



立ては海の近くの外です。日に日に出来上
がって大きくなっていくのが目に見えてうれ
しい仕事でした。２万トンほどの船を船底よ
り下から見上げるのですから大きく見えるの
です。従業員が５００人を超す会社ですから
同年輩の人の数も多く、工場の中でもキャッ
チボールができました。そういう点でも楽し
い時期でした。なにより、この間に妻との出
会いがありました。その後、働いた足場の骨
を作る会社の社長は沖縄出身の方で、沖縄へ
帰るからということで私は会社を譲り受ける
ことにしました。社長になったのです。一緒
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（神谷ひさよ傾聴）

ボランティアさんと
行事紹介

あきらとマドンナさん
1 月 11 日（水）

フラサークル

オヒア・レフアのみなさん

12 月 21 日（水）

節分 2 月 1 日（水）

ゲスト作品

バンド・スマイルのみなさん
3 月 15 日（月）

ひなまつり
3 月 1 日（水）
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書道

カナン

有料老人ホーム
運営懇談会＆感謝会を開催しました
有料老人ホームカナンは 2017 年 2 月で

面会時には見られない一面を見ていただくこ

開設 2 周年を迎えました。それに合わせて 2

とができ、また貴重なご意見も頂戴いたしま

月 4 日（土）に運営懇談会と感謝会を開催し、

した。感謝会では、カナンの食事の試食会を

12 名のご家族様に参加していただきました。

行いました。ご家族様に実際にカナンの食事

懇談会では職員の挨拶、施設状況のご報告、

を召し上がっていただき、
『おばあちゃんが

カナンでの生活の様子や季節の行事などをス

「ここの食事はどれも美味しいよ」と言って

ライドショーでご紹介いたしました。普段の

いた意味がよく分かりました！』等の感想を
いただきました。
懇談会・感謝会を通して 2 周年の感謝を
お伝えすることができ、また、ご家族様同士
の交流も生まれました。
これからもご家族様・
地域の皆様にご支援をいただきながら、安心
してご利用いただける温かいホーム
「カナン」
を目指してまいります。今後ともよろしくお
願いいたします。

デイサービス

カナン

名古屋市農業センター「しだれ梅まつり」に
行ってきました
3 月に入り少しずつ暖かい日が増えてきた
ので、3 月 6 日から 3 月 13 日の５日間、名
古屋市天白区にある農業センターの『しだれ
梅まつり』に行ってきました。しだれ梅はち
ょうど見ごろを迎えたところで、見応え十分、
朝から大賑わいでした。初めて訪れた方は、
「こんな立派で、ええところがあるなんて知

寒い日もありましたが、その肌寒さのせいも

らなかった」と話され、また 10 年前に行っ

あり頬張る蒸し立ての温かい鬼まんじゅうが

たことがあるという方は、10 年間で大きく

とっても美味しそうに見えました。気が付い

育ったしだれ梅に感動されていました。混雑

たら花より団子でした。また来年も食べに行

を避けるために今回は午前中の外出でやや肌

きましょう！？
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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 !
少しずつ春を感じる今日このごろですね。高齢者の皆さんが住みなれた地域で元
気で安心して生活が送れるように、介護保険サービス以外にも 65 歳以上の高齢者を
対象とした生活支援サービスがあります。今回は日進市の高齢者福祉サービスをい
くつかご紹介をさせていただきます。
高齢者福祉サービス
◇夕食の提供を通して、安否確認を行い高齢者の在宅生活を支援します。市ではそ
の一部を補助する制度を設けています。
◇家庭から排出されるごみ及び資源を、所定の場所まで持ち出すことが困難な高齢
者に、ごみ等の排出の支援を行います。
◇急病や事故など緊急の場合に、消防署に直接連絡することができる装置と発信機
を貸し出し、近隣の協力員と共に緊急時の見守り体制を作ります。
認知症の高齢者を支援するサービス
認知症による徘徊行動のある高齢者やそのご家族が、市と協定を結んだ事業者の
位置情報サービスを利用する場合に費用の一部を助成します。行方不明になった場
合に発信機からの情報で、本人のいる場所を探します。また、認知症の方が行方不
明になった時、地域で発見・保護できるよう協力していただく仕組みがあります。
上記のサービス以外にも生活支援サービスがあります。
また、各サービスには利用できる対象者の要件が定められています。
詳細は担当地区の地域包括支援センターまでお問い合わせください。
◇日進市東部地域包括支援センター

TEL：0561 ‐ 74 ‐ 1300

担当地区：藤枝、
米野木台、
米野木、
三本木、
藤島、
北新、
五色園、
栄(3 ～5 丁目 )
◇日進市中部地域包括支援センター

TEL：0561 ‐ 73 ‐ 4890

担当地区：蟹甲、折戸、栄(1･2 丁目)、
本郷、
岩崎、
岩藤、
南ヶ丘、
東山、
藤塚、
竹の山
◇日進市西部地域包括支援センター

TEL：052 ‐ 806 ‐ 2637

担当地区：赤池、
赤池南、
浅田、
浅田平子、
梅森、
梅森台、
野方、
香久山、
岩崎台
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パワーリハビリテーション始まりました !!
パワーリハビリとは老化や障害によって使

使ったリハビリテーションの経験のない方で

われなくなってしまった筋肉（これを不活動

も安心して取り組んでいただくことができま

筋と言います）を再び動かすためのリハビリ

す。

プログラムです。軽い負荷のマシントレーニ

春は新しく何かを始めるのにぴったりの季

ングにより、
「心」と「身体」の機能回復を

節です。明るい陽のあたるフロアで、
『もう 1

図ります。明るく生き生きとした毎日を取り

度やってみよう！！』と思える身体づくりを

戻し、自立支援に大きな効果が現れるとされ、

スタッフと一緒に目指していきましょう。

近年注目されている新しい手法です。
愛泉館では 2017 年 2 月より新しく５種の
トレーニング機器を導入し、このパワーリハ
ビリテーションを開始しました。お風呂に肩
まで浸るよりも体に負担の少ない運動で、日
常生活動作を楽に行うためのトレーニングを
行うことができます。専門のスタッフが親切
丁寧に指導させていただき、評価を行いなが
らご利用者様の状態の変化に応じて臨機応変
に対応していきますので、これまでマシンを

ご利用者様のご要望やご状態に合わせて、個別で
行う一般的なリハビリテーションや介護予防体操と
の組み合わせもご提案させていただきます。体験利
用も可能です。

パワーリハビリテーションに関するお問合せ
老人保健施設愛泉館
０５６１－７４－１７１１
リハビリテーション作業療法士

日比野智

通所リハビリテーション支援相談員

長屋貴文

編集後記
つい先日まで寒い日が続いておりましたが、木々も芽吹き始め、春に向かって動き始めてい
るようです。皆さまはこの春からどんな生活を歩まれていくのでしょうか。今年で愛泉館は
26 年目を迎え、デイケアでは新たな歩みをはじめています。新たな試みに取り組んでいくと
ともに、古きを大事にする気持ちを忘れずに歩んでいきたいと思います。2017 年度も愛泉館
を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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（菅原 渉）
老人保健施設愛泉館
居宅介護支援事業所愛泉館

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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