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最終号によせて
施設長

愛泉館だよりが、今回最終号をむかえまし
た。最終号というと、まるでお別れのように

井 手

宏

待合室でも発表展示があり、皆を楽しませて
います。

聞こえますが、ご安心ください。愛泉館だよ

高齢化がますます進む中、高齢者だけの世

りは、愛知国際病院広報誌「みなみやま」と

帯や一人暮らしの方も増え、今や開設当初の

合併して続きます。ですから、悲しい気持ち

ように家に帰るトレーニングだけでは、全て

ではなく、一緒に懐かしんでいただけたらと

の方が安全で快適な老後を過ごせなくなって

思います。

きました。愛泉会では、そのような方が安心

1992 年 10 月、愛泉館がオープンして半

して暮らせるように住宅型有料老人ホームを

年が経った時に愛泉館だよりは生まれました。

設立し、自宅として利用していただけるよう

アジアの最も恵まれない人の為に生まれたア

になりました。
「住み慣れた地域で暮らしてい

ジア保健研修所の隣で、最も身近な人のため

くことを応援する」これが愛泉会の目指して

にお役に立てるようにと設立された愛知国際

いることです。まれに入院、時々愛泉館、そ

病院。その後、急速な高齢化が進み、そのニ

してほとんど在宅で過ごし、場合によっては

ーズに合わせて設立された愛泉館は、この地

ホスピスを利用する。必要に応じて切れ目な

域の老人保健施設の草分けでした。家に帰り

く、行き来できるようにしています。そのた

たいけれど自信が持てない。自宅に帰られる

めには、病院や全ての施設の情報をどのよう

ように練習したい。また、いつもは家族と一

な状況にいらっしゃる方にも、ひとまとめに

緒に自宅に居るけれど、家族が不在の時だけ

して提供することが必要であるのでは？とい

ここに来たい。そんな願いを叶えるために生

う考えに至りました。愛泉館だよりは、今回

まれた愛泉館は、今でもその願いの実現のた

が最終号となりますが、バージョンアップし

めに頑張っています。身体だけではなく頭の

て、みなみやまの紙面の中で、皆さんに再会

運動のためにリハビリを兼ねて開設当初にや

いたします。どうぞ、病院や他施設の情報と

っていた革細工。書道もありました。色々な

共にお楽しみください。

手芸や工作、カラオケ大会などというのもあ
りました。指導するスタッフやボランティア
の得意とするジャンルによりその内容は変化
してきましたが、今も続いています。病院の
｜1｜

風景

ゲストの

井上さくさんのものがたり
大正 4 年 9 月 28 日生まれ、今年で 102

で空襲に遭うこと

才になります。5 人姉弟の長女として尾張旭

はありませんでし

に生を受けました。家は農業を営んでおりま

た。アメリカの飛

したので田植えや稲刈りなどの農繁期には大

行機は夕方になる

変忙しく、私はいつも弟をおぶって世話をし

と 3 機編隊で 12

ていました。もちろん小学校へも連れて行き

機から 18 機で東

ました。弟が泣き始めると私は廊下に出て窓

京方面に向かって

から先生の授業を聞いておりました。そのこ

いきます。毎日飛

ろはそんな子どもはめずらしくありませんで

行機を見て、東京は大変だと思っていました。

した。小学校を出てから高等科へ進みました

東京から疎開してくる人たちは皆、線路伝い

が父が亡くなったので続けることが難しくな

に昼も夜も歩いてきました。列車は攻撃する

り、そこは 1 年だけ通い和裁の学校へ行く

のに格好の目標なのです。

ことに決めました。

私達は皆、戦争はもう負けるに違いないと

学校は瀬戸にありました。家から駅まで

思っておりました。本土が攻撃されるという

30 分歩きそこから電車で 30 分、さらに学

ことは、もう負けということだからです。し

校まで 10 分ほど歩いて通います。普通は 2

かし、だれもそんなことを口に出しては言い

年で卒業ですが、私は夏は家の仕事が忙しく、

ません。
「どうなるんだろう。
」と言い合うだ

農家が暇になる 11 月から 5 月まで半年間だ

けでした。負けるということを口に出せば捕

け通い、3 年間かけて卒業したのです。おか

まってしまうからです。皆が招集されていき

げで和裁は何でも作ることができるようにな

ましたが、主人は国鉄の電気系統に勤めてい

りました。その後、学校を出て 19 才のとき

たため、招集を免れることができました。こ

に勧められて結婚しました。

れは本当に幸運でした。

主人は国鉄の電気関係に勤める人でした。

当時暮らしていた高山には色々な思い出が

初めは義母、主人と暮らしておりましたが、

あります。高山のお祭りは盛大で、毎年、山

そのころ東京から塩尻まで中央線が開通しま

王神社に子どもと行きました。観光客もたく

した。これは従来の汽車ではなく、電気で走

さん来ていてそれは賑やかでした。秋になる

る電車です。電気関係を仕事にする主人は高

と赤カブを樽にいっぱい作ります。寒くなる

山に転勤になりました。そのため、近所の親

と野菜が採れないのでそのカブを塩出しして

戚に姑の世話をお願いして 2 人で高山に行

おみおつけの実にするのです。冬はたくさん

きました。次に山梨にも行きました。そのう

の雪が降りました。今とは比べものにならな

ち戦争が始まりましたが、山梨にいたおかげ

いほど降ったものです。当時は下駄をはいて
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外を歩いていましたから雪が降ると大変です。

戦争が終わったときは本当にほっとしまし

慣れない私はよく転びました。それで下駄の

た。瀬戸には土地が残してありました。終戦

歯に釘を打って滑らないように工夫しており

で土地の世話をしなければならないので主人

ました。高山の町には川が流れていて、雪は

を残して子どもたちと瀬戸に帰って暮らすよ

集めて川に落としました。

うになりました。帰ってから昼は畑、夜は

そんな冬のころ、私は風邪をひいて肺炎を

和裁とよく働きました。特に 11 月 12 月は

おこし、40 度くらいの熱が 1 週間ほど続き

お正月を迎えるための着物の注文が増えます。

ました。戦争中で薬もないので仕方なく湿布

毎夜、寝る間も惜しんで着物を縫っていると、

を取り換えながら自力で治しました。近くの

母は「まんだ、寝んのか。
」とよく声をかけ

お豆腐やさんでこんにゃくを買い、練炭で火

てくれました。やがて主人は静岡に転勤にな

を起こしてそれを温めて湿布を続けました。

りましたが、この時は単身赴任でした。その

何度ももうダメだと言われながらも助かるこ

後、主人は名古屋に帰り無事に定年まで勤め

とができました。それ以後はありがたいこと

ました。

に今まで病気知らずに過ごしています。

戦争が終わってから 70 年以上平和が続き

主人はとてものん気な呑み助でしたから、

ましたが、あっという間に過ぎました。戦争

お給料のほとんどは飲んでしまってなくなり

中はそれに比べると本当に長かったように感

ます。私は幸い和裁ができましたから、一生

じます。苦しかったからでしょう。

懸命着物を仕立てました。昼は畑を手伝い、

子どもは 4 人、孫が 10 人おります。みな

夜は夜中まで仕立物をして生計を支えました。

元気で暮らしているので本当に感謝していま

戦争中の食事は配給です。配給のお米だけ

す。長生きをしたおかげで、100 才のとき

ではとても足りないので団子汁にしたり、お

総理大臣から賞をいただいたこともとても感

粥にしたりして家族で食べていました。瀬戸

謝しています。耳が聞こえづらい以外はどこ

からお米を送ろうとするのですが、お米とわ

も悪くないのでそれにも毎日感謝しています。

かると没収されてしまいます。瀬戸物だと



言って送るのですが半分はわかってしまい、
没収されてしまいました。

｜3｜

（傾聴

市川真弓）

紅 白 歌 合 戦
愛泉館で年末恒例の紅白歌合戦を開催しま

が笑いの渦に巻き込まれました。最後にはト

した。
今回は紅組と白組に別れ、ゲストの方々

ロフィーの授与式が執り行われ、受け取られ

が歌唱を披露してくださいました。

るときの満面の笑顔がとても印象的でした。

何日も前から練習された方もいらっしゃ

ご協力いただきましたゲストの皆様、ご家族

り、出番直前のご様子からは意気込みがひし

様のおかげで無事行うことが出来たことに感

ひしと伝わってきました。更に今年はスタッ

謝申し上げます。
次回はどんな方が参加してくださるか、今

フによる催しもありました。愛泉館に新たに
加わったスタッフによる歌唱の披露と、リハ

からとても楽しみです。

ビリスタッフによる二人羽織が行われ、会場

清水傳吉様 「瀬戸の花嫁」

秋田道子様 「二人は若い」

古城勝江様 「愛泉館で会いましょう」

平松昇三様 「旅の夜風」

リハビリスタッフによる二人羽織
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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 !
愛泉館1 階東側の奥に日進市東部地域包括支援センターが設置されていますが、
愛
泉館をご利用の方々の中には地域包括支援センターの働きについて知らない方もあ
るかと思います。今回は、地域包括支援センターの働きについて簡単にお伝えしたい
と思います。
地域包括支援センターは、
高齢者が住みなれた地域でその人らしい生活を送ること
ができるよう支援をする総合相談機関です。保健師または看護師・社会福祉士・主任
介護支援専門員の専門職が配置されており、
専門性を活かしながらチームで業務を実
施しています。業務については、①介護予防をはじめとする高齢者の総合相談支援
②地域のサービス機関や関係団体、民生委員、ボランティア等と連携し地域のネット
ワークを作り、
住みやすい地域の構築に向けての支援 ③消費者被害、
虐待事例、
困難
な事例への対応 ④ケアマネジャーの支援 ⑤日進市の高齢者福祉サービスの調整
などがあります。
高齢者の総合相談の中で最近増えているケースが、認知症についての相談です。認
知症高齢者の数は増えており、
団塊の世代が75 歳を迎える2025 年には全国で約700
万人となると推計されています。
地域の人たちが認知症になっても安心して地域で暮
らせるよう、
認知症に理解のある地域づくりを目指しています。
まずは、
認知症につい
ての正しい知識を持っていただけるように地域包括支援センターでは、
「認知症サポ
ーター養成講座」を開催しています。認知症サポーターとは特別なことをする人では
なく、認知症についての正しい知識を身につけ、日常生活の中で認知症の人や家族を
温かい目で見守る応援者です。

認知症サポーター養成講座
講座時間：1 時間半程度
申し込み：数名のグループで地域包括支援センターに申し込みをしてください。
（少人数からでも可能です）
電

話：0561 －73 －1300

対象者：小学生から大人（応援者になっていただける人）
※日進市には3 ヶ所の地域包括支援センターがあり、愛泉館内に設置されている地
域包括支援センターは日進市の東中学校区を担当しています。
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ボランティアさんと行事紹介
10/18

11/22

ハンドベル「金城学院みどり野会」の皆さん

コーラス「きずな」の皆さん

11/23

琴演奏「やごと なでしこ」の皆さん

12/14

クリスマス祝会

岩本牧師によるクリスマスメッセージ

讃美歌「サマリア会」の皆さん
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居宅の窓から
2O18

西 尾

10 月よりケアマネ

恵

ジャーとして入職いた
しました西尾恵と申し

ます。ケアマネジャーの経験はなく新人同様の私で
すが、皆さんに温かく支えていただきながら、一生
懸命の日々を送っています。
慣れない環境の中で自分自身の気持ちに余裕が無
くなると、表情が固く険しくなりがちです。そんな
ときに必ず思い出す言葉があります。それは私が看護学生の頃に実習で出会った患
者様のご家族からの言葉です。
患者様は病気が進行し、人生の最期のときを迎えられようとしていました。患者
様のベッドサイドに毎日同僚と足を運び、ケアをさせていただいていました。実習
最終日にご本人とご家族へお礼の挨拶に伺った時のことです。ご家族が「色々な薬
を使って治療をしたけれど病気を治すことはできなかった。本人にも私達にとって
もどんな薬よりも看護師さんの笑顔が一番の薬でした。笑顔に代わる薬はありませ
ん。病気で苦しんでいる人は笑顔を待っています。これからもその笑顔を忘れない
でください」と話してくださいました。
笑顔は人と人とをつなぐ一番のコミュニケーションツールだと思います。笑顔を
見ると不思議と自分自身も元気になれます。テレビを見ていてコマーシャルで子ど
もの笑顔を見ると、自然に微笑んでいる自分がいます。ケアマネジャーの仕事を通
して人生の大先輩の方々と出会うことが多く、ご自身の歩みや、ご苦労を重ねた話
を聞かせていただくことがあります。時には涙ながらに語られることもあります。
それでも最後には「大変だったけどね、あの時と比べると今は幸せだね」と言いな
がら皆さんが笑顔を見せてくださいます。そんな言葉と笑顔に私自身が逆に勇気を
もらうことが多いのです。
ケアマネジャーとしてはまだまだ駆け出しの私です。お一人お一人との出会いを
大切にして、共に喜びを分かち合い、時には共に悩み苦しみながら、共に笑顔にな
れるよう一歩ずつ歩んでいきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
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デイサービス

カナン
デイサービスカナン

管理者

毛

利

伸

子

新年あけましておめでとうございます。カ

た。ゲストの方と地域の交流の場になればと

ナンの昨年を振り返ると、地域との交流がた

考えていましたが、カナンを知っていただく

くさんありました。その中で秋には『お月見

良いきっかけにもなりました。子育て世代が

どろぼう』を開催しました。初めての試みだ

多く集まる地域だからこそできる、カナンの

ったため、どのようにしたら多くの方に来て

役割を担っていきたいと思います。

いただけるのか皆と一緒に考えながら準備を

準備していたお菓子が足らなくなるくらい

しました。2 階に吊るす看板の文字をゲスト

にたくさんの方にお立ち寄りしていただき、

に書いていただくなど、準備からゲストの方

カナン始まって以来の地域イベントは大成功

には手伝っていただき、建物の周囲は風船で

に終わりました。ご参加ご協力いただいた皆

飾りつけをしました。いつもとは違う雰囲気

様、ありがとうございました。

に職員もゲストもそわそわしていたのを今で
も思い出します。
今回のお月見どろぼうを通して感じたこと
は、地域の中ではカナンのことをご存じでな
い方もまだ多くいらっしゃるということでし
た。近所に宣伝に伺った際にカナンの名前を
お伝えしてもすぐにご理解いただけないこと
や、子どもたちと一緒に来られたお父さんお
母さんたちの中には、「ここにこんな施設あ
るんだね」と話された方がいらっしゃいまし

編集後記
あけましておめでとうございます。2018 年の干支は戌です。
「戌」とは、草木が枯れて実
を落として休眠し本体の木を守り、新しい命を育むという意味があります。さて、長年ご愛顧
いただいております愛泉館だよりですが、次号より病院広報誌の「みなみやま」と統合するこ
とになりました。皆様に愛泉会の働きをより知っていただけるよう努めて参りますので、新し
く生まれ変わる愛泉館だよりを今後ともよろしくお願い申し上げます。
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

（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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