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貝 川

智 美

虫の音や秋祭りのお囃子がどこからともな

いらっしゃいます。私はそんなボランティア

く聞こえ始め、本格的な秋の訪れを感じる季

の方々の活動のきっかけや思いを大切に、
日々

節となりました。電車通勤の私は、長年、名

のサポートをさせていただけたら、と思って

鉄黒笹駅から愛泉館までの道のりを、愛知牧

います。

場の中を歩いて通勤しており、朝のさわやか

また、愛泉館では年間を通して様々な実習

な風を感じながら、馬や牛たちの様子や季節

や研修の受け入れを行っています。教員、医

の花々を眺めたり、また、ウオーキングや犬

学生、看護学生など医療や福祉の分野で専門

の散歩を行う方々と挨拶を交わすことが、毎

職を目指して学んでいる学生、あるいは、地

日のささやかな日課となっています。この愛

域の青少年ボランティアや中学校の職場体験

知牧場の朝の穏やかな光景は、私が愛泉館に

等の学生もいます。
実習生の中には自分の身近にお年寄りがい

勤め始めてからずっと変わらないもののひと

ない、という学生も多く、愛泉館で初めて高

つだと思います。
私は現在、主にボランティアコーディネー

齢者と接し、大きな戸惑いや緊張を感じなが

ターとしてボランティアや実習生の受け入れ

らも、一生懸命、誠実にゲストと向かい合い、

窓口となり、毎日多くの方々と関わらせてい

実習に取り組んでいる姿に、私たち職員の方

ただいています。愛泉館には約 70 名の登録

が学ばせていただくことが多いです。

ボランティアの方々がおられ、それぞれのご

開設から 25 年が経ち、世代を超え立場が

希望やご都合に合わせた活動をしていただい

変わっても、続けて愛泉館をご利用してくだ

ています。様々な活動内容がありますが、ど

さる地域の方々と再会すると、変わらず愛泉

のボランティアの方も、ゲストと接するとき

館を選んでいただけたことに感謝するのと同

は、ゲストご本人のお気持ちを丁寧に聞い

時に、その期待に応えることができるように、

てくださり、才能や機能をできるだけ自然な

と身の引き締まる思いです。
これまで愛泉館が培ってきたものを守りな

形で引き出せるよう働きかけてくださいます。
開設当初から変わらず支えてくださるベテラ

がら、人と人とのつながりを大切に、慢心す

ンボランティアさんもいらっしゃれば、以前、

ることなく今後も努めていきたいと思ってい

愛泉館で大切なご家族を見送られ、今はボラ

ます。

ンティアとして活躍してくださっている方も
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デイサービス

カナン
デイサービスカナン

9 月より老人保健施設愛泉館からカナンへ

た く、 明 日

異動となり、10 月からはデイサービスカナ

へのエネル

ンの責任者として務めさせていただいていま

ギーとなっ

す。

ています。

介護の世界に入って初めて就職させていた

愛泉館にお

だいたのが愛泉館でした。14 年間勤めた愛

い て、 ゲ ス

泉館を去りカナンへの異動というのは私の中

ト、ご家族、

で大きな決断でしたが、「これも何かの縁」

ス タ ッ フ、

と考えています。

ボランティ

管理者

毛

利

伸

子

同じ法人内の施設とはいえ、愛泉館とカナ

アさんとたくさんの出会いと、時には別れが

ンとでは役割が違っています。おのずと仕事

ありました。そのすべてが今の自分の財産と

内容も違ってくるわけで、新しいことを覚え

なっていると感じます。

るのにとても時間を要する年齢である今、脳

カナンでも、すでに新たな出会いがあり、

をフル回転させながら、毎日緊張の中でひと

今後は地域の方々との出会いも数多くあると

つひとつ取り組んでいます。

思います。
「地域と共に、地域に支えられて」

そんな緊張の日々ですが、ゲストが笑顔を

の気持ちを忘れずに、
ゲストの声に耳を傾け、

向けてくださり、「がんばってね、お疲れ様」

地域の方々のニーズに応えられるよう精一杯

と声をかけてくださることは何よりもありが

努めさせていただきます。

祝・敬老

萩
 野幸三日進市長より敬老のお祝いが贈呈されました。

前列左側から
井上さく様
犬飼二三子様

102 歳
大正４年９月２８日生まれ
87 歳（米寿）

昭和５年８月１６日生まれ
おめでとうございます。
いつまでもお元気で…
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風景

ゲストの

吉岡雅子さんのものがたり
和歌山県の海辺で育ちました。磯で捕れた

にすっぽり

魚や貝を食べていました。シラスは、今、
スー

入ってしま

パーなどで買うシラスのように塩が利いては

うと危ない」

いませんでしたが、茹で上がりを食べるので

と注意され

本当においしかったです。食料の乏しかった

ていました。

頃には、母はよく生のシラスと大根、人参、

もう少し長

油揚げやコンニャクなどを入れて炊き込みご

く住んでい

飯を作ってくれました。私が浜で釣ってきた

たらイタイ

小ぶりのアジは二杯酢にして頭も骨も食べま

イタイ病に

した。そのおかげで今も丈夫な歯でいられま

なっていた

す。また、船の進水時は船から陸に向けて餅

かもしれません。

投げがありました。朝学校へ出かけるとき
「今

青春時代は戦争の最中でした。神奈川県の

日は遊んでいないで早く帰っておいで、餅投

石川島播磨重工へ動員され、防空壕の中に据

げがあるよ」と母に言われました。お餅は嬉

え付けられた機械を使って働きました。私は

しいおやつでした。母は袴の仕立てをしてい

ミーリングという大きな機械でプロペラの仕

ましたから、私の針仕事好きは母に似たのだ

上げの磨きをかける仕事をしました。油が飛

と思います。

んできて作業服が汚れます。作業服は軍服の

和歌山は湾内が軍港になっていて戦艦大和

ような硬い素材でできていました。洗濯など

などの軍艦が停泊していました。海軍さんが

母がやってくれていましたので自分ではどう

休みに来られるときはお菓子など珍しい食べ

すればいいのか分かりません。油汚れが落ち

物を持って来てくださるので、おすそ分けを

なくて困っていると兵隊さんが来てデッキブ

いただきました。調理長の海軍さんはケーキ

ラシでこすって洗ってくださいました。

や焼き菓子をお土産に持ってこられました。

母が送ってくれたお餅などは先生が上前を

普段のおやつは硬いおたふく豆などでしたか

取り、それから私に渡されました。食べ物が

ら、海軍さんのケーキはとても嬉しいお土産

貧しく寂しい想いもしましたが、それでも寮

でした。

母さんが優しくしてくださり、お手伝いをす

小学生の頃、父の転勤で富山の神通川の近

るとそっとおやつをくださいました。

くに住んだことがあります。雪の多いところ

横浜の空襲は目の前ですから、焼夷弾で

で、２階の窓から学校の荷物を雪の上に放り

真っ赤に火花が散るのが見えました。次の日、

投げて自分も雪の上に飛び降りては「雪の中

見に行くと死体があちこちに転がっていて無
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残でした。これでもう終わりだなぁと思いま

直しの仕事をしました。絞りの裏打ちもやり

した。

ました。ゴースを当ててバイアスに表には見

戦争が終わって、長かった動員生活も終わ

えないほどの目で止めるのです。スーツやワ

り、夜行列車で和歌山まで帰りました。和歌

ンピースなど洋服も自分で作っていました。

山に帰ってからは、女学校の友達とあちこち

簡保の集金の仕事もしました。仲良しのお友

旅行をしました。富士山も８合目あたりで１

達と１０人で誘い合い、仕事でいただいたお

泊し、ご来光を仰ぎました。国鉄職員の家族

金を分け合って少ない人の分も均等になるよ

の人と一緒に行くと交通費がかからないので

うにしました。全国の簡保の宿に泊って旅行

その子と一緒に行くように仲間を組みまし

を楽しみました。北海道から沖縄まで全国に

た。

行ってきました。海外旅行も出かけました。

父方の従兄弟の中で女の子は私一人でした

カナダに息子が滞在していたときはカナダに

から、叔母が私の嫁入り仕度を全部取り仕

も行きました。ナイアガラの滝には圧倒され

切ってくれました。８歳上の夫を紹介してく

ました。これだけの水がどこから来るのだろ

れたのも叔母でした。支払いは父でしたが、

うと不思議に思いました。夫は足りないとき

たぶん叔母が全部縫ってくれたと思います。

はお金を出してくれ、お留守もしてくれまし

母は何も手が出せなかったので辛かったと思

た。迷惑をかけたかと思いますが、いやな顔

います。

もしないで支えてくれました。

嫁いでからも太刀魚や鯖の干物やシラスな

夫は全国に支社を持つ大きなバス会社に勤

どを父や母が持ってきてくれました。お店で

めていましたから転勤がありました。東京の

買うものとは違うおいしさでした。近くにお

早稲田大学の門前にも住んでいました。お隣

いしい湧水が出るので、それを汲んで来て、

は総長さんの家でした。部下を家に招くこと

大根や人参などを入れて茶粥を炊いてくれま

が好きな人でしたから、街で飲んでから沿線

した。時には、はったい粉を茶粥に混ぜてい

の人を連れてきます。私はすぐに出せるチー

ただきました。

ズなどをいつも冷蔵庫に入れていましたし、

京都に住み、和尚さんの袈裟の仕立てやお

それぞれの好みに合わせたタバコまで買って
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きていました。

ろえました。自分に娘がいないので孫娘の成

今は、長男の家に女の子２人、次男の家に

長を楽しませてもらっています。

男の子３人の孫がいます。成人式にはそれぞ

（傾聴

神谷ひさよ）

れスーツと振袖をお祝いにしました。孫娘は
京都まで連れて行き、好みに合わせて帯もそ

愛泉館夏祭り
今年も愛泉館では夏祭りが行われました。
例年とは異なり、今年は夏祭り週間として 1
週間を通して夏祭りの雰囲気を味わっていた
だけるような催しを開催しました。
屋台風出店では、わなげ、ひもつりゲーム、
水風船つり等が行われ、時に大きな歓声が沸
きゲストの皆様は景品を手に大変喜ばれてい
ました。
昼食には、
お寿司バイキングを行いました。
数々の料理を前に思わず身を乗り出している

さんの打ち上げ花火をゲストの皆様だけでな

ゲストもいらっしゃったのが印象的でした。

く、スタッフも一緒になって鑑賞し、愛泉館

夜はスタッフによる創作花火があり、たく

にかけ声がこだましていました。
最終日には、三好太鼓さんによる演舞が行
われ、迫力のある演奏が響き渡り、よりいっ
そうを夏を感じることが出来ました。
ご協力いただいたご家族様、ボランティア
の皆様、ありがとうございました。
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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 !
今回は近年多発している高齢者を狙った悪質商法についてご紹介します。
①振り込め詐欺…家族のふりをして電話をかけ「オレオレ」
などと言いながら金銭を
要求します。警察官や弁護士などになりすまし、身内にかわるトラブルを告げて不安
をあおることもあります。
⇒身を守るためには・・・
○「オレ」
「ワタシ」
という呼びかけ実名で確かめない（あえて嘘の名前でさぐりま
しょう）
○いったん電話を切る→信頼できる第三者や公的機関に相談する
○「すぐに振り込め」
に注意
②点検商法…無料や安価で「点検」
を申し出て、
「危険な状態」
「修理が必要」
「老朽化し
ている」
などと事実とは異なる説明をして不安をあおり商品やサービスを販売します。
⇒身を守るためには・・・
○業者は自分で選ぶ（利用者の評判を聞くなど情報収集する）
○「点検だけ」
に注意＝違法な悪質業者
③ＳＦ商法…景品を配るなどして閉めきった会場に人を集め、
格安の商品販売からは
じめて会場内の雰囲気を盛り上げておいて、
最終的には非常に高額な商品を売りつけ
ます。
⇒身を守るためには・・・
○密室の会場には入らない（自由に出入りできない会場は危険）
○会場の雰囲気に流されない（油断すると「買わないと損」
と思ってしまう）
その他にもさまざまな手口を使った悪質商法が年々多発しています。
★日進市でも悪質商法に関する身近な相談窓口が開設されました。
「日進・東郷消費生活センター」
場所：日進市役所本庁舎２階
受付時間：月・火・水曜日 13：00 ～16：00
木曜日

９：00 ～12：00

電話番号：０５６１－５６－００３９

日進市役所生活安全課でこちらの案内
をお渡ししています。

悪質商法や消費者被害等でお困りごとが発生した場合はすぐにご連絡をお願いい
たします。
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居宅の窓から
2O17

井ノ上晃子

結婚や出産・子育
てで離れていた登山を、

また少しずつ再開し始めました。低山から南・北アル
プスも登っています。よく山登りは人生に例えられま
すが、まさにその通りだと思っています。頂に行く道
はいくつものルート・コースがあり、急登やガレ場も
あれば、花の咲く道やなだらかな稜線を歩く時もあり
ます。良い時もあれば悪い時もあり、常に同じという
わけでなく、天候や道のコンディション、装備によって様々な状況に遭遇します。来
た道を振り返っては後悔したり、行く道を見上げては不安になることも多々。そんな
ふうに日々、私も私自身の山を苦しんだり楽しんだりしながら登っているのと同時に、
ケアマネジャーという仕事を通して多くの人の、その人なりの生きていくという登山
の道行にも関わっているのだなと感じます。人それぞれの目指すゴールは違いますが、
最後まで自分の山をどう登りきるかを考えながら、人はいつまででも成長していける
のだと思います。新しい道を選ぶ事や、立ち止まる事もとても勇気のいる事ですし、
疲れて動けない人や、ひとりでどうするべきか迷っている人がいれば、寄り添って共
に歩く事ができる者でありたいと思います。
私が苦しい時や辛い時に思い出すようにしている好きな言葉をひとつ。エベレスト
登頂を成し遂げた登山家のエドモンド・ヒラリーの言葉に「人生そのものが登山であ
り、冒険である。我々が征服するのは山ではなく、自分自身である。山はこれ以上大
きくならないが、私たちはいくらでも成長できる」というものがあります。困難や苦
悩が自分の成長のチャンスであり、人生の醍醐味であると同時に、その先には喜びや
達成感が待っていることを信じて、これからも日々の生活や仕事、若い頃とはまた違
った気持ちで登山を楽しみたいと思っています。
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老人保健施設愛泉館

地域交流セミナーのお知らせ
『いつまでも健康であるために』～食べることの大切さ～
２０１７年１２月２日（土）１４：００～１６：００
愛知国際病院ホスピス棟１階研修室
第２部 「口腔ケアの大切さ」

第１部 「高齢者の食事と栄養」
講師

愛知国際病院管理栄養士

畑

講師

朱美

味覚の変化や飲み込む力の低下など、高齢

老人保健施設愛泉館言語聴覚士

松原

恵

毎日の食事を美味しくいただくためには、

に伴って起こりうる様々な症状の説明や、低

口の中の環境を整えることが大切です。介護

栄養を防いで、転倒や筋力低下を予防するた

用品を活用した口腔ケアの方法や、自宅で簡

めに必要な献立のヒントをご紹介します。強

単にできる嚥下体操などを紹介します。

化食の試供品の展示・試食なども予定してい
ます。
定員４０名
参加ご希望の方は

老人保健施設愛泉館

地域交流セミナー担当

お電話でお申込みください。老人保健施設愛泉館

浅井・長屋まで

０５６１－７４－ 1 ７１１

編集後記
日毎に秋も深まり、紅葉の美しい季節となりました。秋は気候が良いので運動・芸術・読書・
行楽等と、何かに取り組みたくなります。あまり夢中になりすぎて、秋の夜長につい夜更かし
をし過ぎないよう気をつけて楽しみたいところです。さわやかな秋晴れの下、皆様ますますお
元気でご活躍ください。
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

（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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