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自分らしさって、なんでしょう ?
〜「ろうけん」は地域と共に〜
入所介護主任

姫

田

崇

日頃から地域の皆様に支えられておりま

また、愛泉館が掲げている標語に「小さ

す『愛泉館』は 1992 年 4 月に設立し、今

い施設だからこそできる個別ケア」という

年で 26 年目を迎えることができました。

ものがあります。愛泉館では、日々、様々

今回は皆様と共に歩み地域に根ざす『老人

なプログラムをご用意し、この「個別ケア」

保健施設愛泉館』の入所サービスの役割と

の実現に取り組んでいます。リハビリテー

機能についてご紹介させていただきます。

ションスタッフによる朝の運動や音楽療法、

「介護老人保健施設」は「ろうけん」と

ハンドベル、また、多くの地域ボランティ

も呼ばれておりますが、介護やリハビリテ

アさんによる布ぞうり作りや布細工、スマ

ーションを必要とする高齢者ができるだけ

イル喫茶、讃美歌など、それらのプログラ

自立した日常生活を送ることができるよう

ムの中から、ゲストの皆様のこれまでの趣

に支援し、家庭や社会への復帰を目標とし、

味や特技に合わせたり、ご家族へのプレゼ

日常生活動作の維持や向上を目指すための

ント作りなどといったご希望や目的に合わ

施設です。医師による医学的管理の下で看

せて、参加していただくことができます。

護や介護、栄養といった日常的なケアなど

また、ケアにおいては運営理念に掲げてい

と併せ、専門のスタッフによるリハビリテー

る「キリスト教精神を基盤とし、高齢者を

ションやプログラムを提供させていただい

敬い、愛を持って仕える」の具現化を目指

ております。それぞれの身体状況や生活環

しています。尊厳を持って暮らし、人間ら

境などを組み込み作成したケアプランに沿

しい存在であり続けることを支えるために

って、多職種が連携し支援を行い、個人の

「私はあなたのことを大切に思っています」

尊厳を大切にしながら安全にも配慮し安心

というメッセージを常に発信し、その人の

してお過ごしいただけるよう努めています。

人間らしさを尊重し続けるコミュニケーシ
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これからも住み慣れたこの地域に暮らす

ョンに注目し、日々取り組んでおります。
さらには、在宅生活における不安や悩み

皆様おひとりおひとりが変わらぬ日常生活

に対し、ゲストやそのご家族の皆様が快適

をお送りいただけますように総合的に支援

で自分らしい日常生活がお送りいただけま

し、選ばれる「ろうけん」となれますよう

すように適切な介護方法や介護用品、介護

に努めてまいります。

環境などを提案させていただいております
ので、どんな些細なことでもお気軽にお問
い合わせください。

居宅の窓から
2O17

藤井都子

今年の 4 月に指定居宅介護支援事業所愛泉館にケ
アマネジャーとして復帰しました。昨年 2 月に初め
ての出産を経験し、産前産後休業と育児休業でしば

らくの間、お休みをいただいておりました。初めての子育てということもあり、この 1
年は毎日がバタバタで、うまくいかずに悩んだり、親の方が泣きたくなることもたくさ
んありました。それでも日々成長して、笑顔をたくさん見せてくれる息子の姿を見ら
れるのがとても嬉しく、楽しい毎日でもありました。今では息子も 1 歳 4 ヶ月になり、
毎日元気に保育園に通ってくれています。
仕事に復帰してからの日々はまたさらに慌ただしく、あっという間に 1 日 1 日が過
ぎていきます。子育てをしながら仕事をするということは想像以上に大変でした。しか
し、妊娠している時から温かく見守ってくださったご
利用者やご家族の皆様、愛泉館のスタッフ、その他多
くの関係者の皆様がいてくださるからこそ、こうして
また愛泉館で働くことができていると思います。小さ
い子どもを抱えながらでも働くことができる環境が与
えられていることに本当に感謝いたします。
ケアマネジャーとしての経験はまだまだ浅く、十分
な働きができない部分もあるかと思いますが、少しで
もご利用者とご家族の皆様のお力になれるようにこれ
から頑張っていきたいと思います。今後ともよろしく
お願いいたします。
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風景

ゲストの

伊藤スミさんのものがたり
私の先祖は 400 年ほど前に京都からお寺

寄った時、思

と一緒に新潟にやってまいりました。私は大

いもかけず故

正 15 年に 7 人弟妹の長女として生まれまし

郷の知り合い

た。

に会いました。

小学校を卒業してから、お勤めに出ました

その方はご主

が、そこは寄宿舎があり、仕事が終わったあ

人が名古屋三

とにその中の青年学校に通って勉強をしてい

菱重工業の重

ました。その後知り合いの方が東京の小石川

役をされてい

で工場を経営していたので、それを頼りに私

ました。若い

は東京に出ました。当時は新潟から東京まで

人が遊んでい

汽車で 12 時間ほどもかかりました。東京で

てはいけないからうちにいらっしゃいと勧め

は、その方の家に居候のような形で過ごして

られ、私は名古屋に行くことになりました。

いました。

名古屋の駅に初めて着いた時には駅前には

その方はとても親切な方でした。そのころ
は浅草に帝国劇場があり、若かった私はよく

何もなくて、犬が大八車を引っ張って歩いて
いたのを覚えています。

浅草に行きました。映画の幕間には笠置シヅ

そして、その方の家で 1 ヶ月ほど過ごし

子さんなど、有名な俳優さんたちが宣伝のた

た後、その方の知り合いのうちに行儀見習い

めに来ていて、その姿を生で見るのを楽しみ

でお手伝いすることになりました。

にして通ったものです。

戦争が始まったので新潟の母からは帰るよ

そうこうするうちに、太平洋戦争が始まり

うにと手紙もきましたが、私の住んでいたと

ましたが、はじめのうちは、戦争は遠くのこ

ころは市内でも八事という山のほうで空襲も

とで全く身近に感じてはいませんでした。当

なく、生来のんきな私はさして怖いとも思わ

時、真珠湾攻撃をした日本軍のニュースが入

ず、そのまま過ごしておりました。

り、
家のお向かいのおじさんが「やった、
やっ

まもなく、そのおうちの方が疎開すること

た。
」と大声で走っていたのが今でも目に浮

になったところ、隣の方が声をかけてくださ

かびます。

いました。誰もいなくなるのなら、うちに来

その後、上野の駅の待合室にたまたま立ち

て手伝ってくれないかとのことで私は気軽に
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お引き受けしたのです。お隣には 3 人の息

ても努力家でしたから、そのために神戸に 3

子さんがいらっしゃいましたが、みんな戦地

年ほど行って勉強し、山陰にも 1 年ほど行

に行かれ消息もさだかにはわからない状態で

きました。そして無事に一級建築士の免許を

した。そのうち、終戦になりましたが、息子

取りました。また、教会の伝道師としての道

さんたちはご無事かどうかもわかりませんで

も志していました。「人をとる漁師になれ」

した。

と聖書の言葉を尊敬する牧師先生から言われ

その後、三男、次男と無事お帰りになり、

その道を目指していました。

最後にご長男も帰ってこられました。

生活は伝道師をすると共に、建築士として

ご長男は戦地で教会に行っておられました。

の仕事もしていましたので忙しい生活でした。

その教えに共感され、帰国後は教会のお仕事

遠くの教会からも、教会を建てる手伝いを

のお手伝いをしたいと思っておられたようで

頼まれたため、あちこちに飛び回っていまし

す。

た。その間に子どもたちを育てながらでした

それが、ご縁でしょうか、私はその方と結
婚することになりました。

から本当に忙しかったのですが、毎日はとて
も楽しいものでした。主人は生涯クリスチャ

結婚してから主人は一級建築士の資格を取

ンとして過ごしました。今、私は愛知牧場の

るために勉強し、それと同時に教会の伝道師

近くの家に住み、隣に住む娘に手伝ってもら

としての勉強もしておりました。勉強の合間

いながら元気に過ごしております。

に教会学校の先生もやっておりました。と
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（傾聴

市川真弓）

ボランティアさんと行事紹介

リリオンベルズのみなさん 4 月 12 日

ブンガのみなさん 6 月 16 日

ユニゾンズのみなさん 5 月 24 日

ウイフラさくらいのみなさん 6 月 9 日

ポエムのみなさん 6 月 27 日
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デイサービス

カナン
デイサービスカナン

2015 年 4 月より始まったデイサービス
も、今年で 3 年目を迎えました。ご利用者
様も少しずつ増え、ますます活気づいてきて
います。
ご利用者様同士で新しい関係を築かれ、普
段と違った新鮮な雰囲気で過ごされているよ
うに思えます。15 時半にお帰りになられる
時、お互いに大きく手を振って「さようなら
ーまたねー」と笑顔で挨拶される姿を見る
と、今日も 1 日楽しく過ごしていただけたと、
とても幸せな気持ちにさせていただいていま
す。
そんな大切なゲストの身体能力を少しでも
長く維持していただきたいと、6 月より新た
に体を動かすためのリハビリ器具を増やし
て、個別の運動プログラムを始めました。午
前中は集団での脳トレや体操を行い、午後か
らは電動ペダルや平行棒を使ってのバランス
運動など、
愛泉館のリハビリスタッフと連携・
協力しながら、個々にあった運動を楽しく行
っています。
ご自宅での生活をこれからも続けていける
ようにと願われるご家族さま、また入浴だけ
してのんびり過ごしたいという方も、どなた
様も大歓迎です ! 私たちスタッフが、全力で
支援させていただきます。
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生活相談員

山

下

育

代

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです !
日本では人口の減少が続き高齢化が進んでいます。高齢化が進む中、一人暮ら
しや高齢者世帯が多く、ご相談をうかがうと外出や家事ができなくなってきて困っ
ている方が増えています。
ご支援をさせていただく中で、医療や介護の関係者だけでは見守りの点で不十分
であったり、介護保険のサービスでは支援できないケースもあります。
そこで大きな力となるのが、地域の方々です。
地域の方と一緒にご利用者の支援について検討するため、東部地域包括支援セン
ターでは、定期的に地域ケア会議を開催しています。
この会議では、福祉・医療・行政の関係者以外にも、民生委員さんや近所の方に
も参加していただき、困っているご利用者の支援方法や、地域にあるサービスにつ
いて意見をいただいています。
一事例として、認知症状がある高齢者夫婦の支援について検討しました。
デイサービス職員、民生委員さん、地域のコーディネーターさんに参加していた
だき意見交換する中で、地域にある「ほっとカフェ」へ来て地域の人と交流しては
どうか ? と提案を受けました。
認知症状が進むと外出することが少なくなり、自宅に閉じこもりがちになってし
まいます。
ほっとカフェを通して地域の方にご夫婦のことを知ってもらうことで、自然と見
守り体制ができ、ご夫婦側からも住み慣れた地で安心して生活が続けられることに
つながります。
地域ケア会議は、地域にある資源や、地域の人だからこそできる支援も知ること
ができたのでとても勉強になります。
これからも私達は、
「連携」を大切にしてご高齢者の支援を続けていきます。
介護保険制度のことや生活においてお困りごと等ございましたら地域包括支援セ
ンターへご相談ください。
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2017 年夏祭りのお知らせ
今年も夏祭りの季節が近づいてきました。例年は日曜日の夕
方からの開催でしたが、今年は午後のプログラムとして、一
週間を通して夏祭りの雰囲気を味わっていただきたいと思って
います。
日時：８月１日（火）～８月６日（日）
内容：１日（火）14：00 ～ 15：30 屋台風出店
		
		
		

２日（水）18：45 ～ 19：10 創作花火
４日（金）14：00 ～ 15：00 おやつバイキング
６日（日）14：00 ～ 15：00 三好太鼓さんによる演奏

屋台風出店では、子どもの頃の楽しかった事を思い出していただけるよう
な屋台を、お祭りムードいっぱいの館内でご用意しています。ゲストの皆様
が笑顔になれるような夏祭りにしていきたいと思っています。

編集後記
暑さが日ごとに加わってまいりますが、皆様にはますますご健勝の事とお喜び申し上げます。
今年も早いもので 1 年の半分が過ぎ、1 日の長さがずいぶん長く感じられる頃になりました。
夏の暑さに慣れる頃にまた次の季節が訪れます。残すところ半年となり折り返し地点を迎え
ましたが、日々の生活の中で季節の移り変わりを楽しむ余裕を心がけて過ごしていきたいもの
です。

（菅原 渉）

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

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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