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表題の『愛泉館』の文字は中山きみ子様の揮毫です

『夏来たりなば』
施設長川原啓美
今年は、春が足早に去って行った後、５月というのにもう日中の気温が30度を超えて真夏日にな
るなど、怖るべき年になりそうです。地球温暖化によることはまちがいないでしょう。
つい先日、テレビで、北極海の氷が毎年消えて少なくなってゆくと報道していました。しかも驚
いたことに氷の消えた海の底に巨大な天然ガス田が広がっていることがわかり､それを試掘して、
できれば独り占めにしようとしている国がある、ということです。私は怒りと共に絶望的な気持ち
になりました。

「ああ、人類は白分たちの欲望のために滅びてゆきそうだ」、と感じたからです。

暗いことばかりですが、私たちにとって最近もっとも差し迫った大変な話は、後期高齢者医療制
度の問題です。概要は既にご存じと思いますが、満75才以上の日本人の医療は、今まで［世界一優
れている］とＷＨＯ（世界関連機関）に評価され、しかも老人医療で更に優遇されていたのですが、
そこから突然引きずり出され、政府から「応分の負担をしなさい」と言われたのです。
一番ショツクだったのは、癌などのため終末医療を受ける段階で、医師が患者に最後まで治療
を受けたいか、それとも苦痛だけを取り除いてもらいたいか二者択一の決断を求めること、そして
その行為について医師に2000円の報酬が支払われるという制度でした｡テレビで感想を求められた
高齢者は、「私たちに死ねと言っているのと同じだ」と､その頬を怒りで震わせながら言いました。
もちろん年間11兆円余りもの老人医療費を現在のまま放置することはできません｡また次の世代
に責任を転嫁することはもっといけないことでしょう。ただ、民主的な社会の法斤為では、常に対
象者たちの意志が問われ、また私はその行為の中に「愛」が無ければならないと思います。
今回は政府も国民の反対の強さに驚き、内容を再検討するということです。
「夏来たりなば秋遠からし」。
この異常に暑く、長くなりそうな夏、そしてその中で私たちを脳ませるいくつかの問題がありま
す。ぞの一つ一つを皆で乗り越えてゆきましょう。体調をくずさないよう、気落ちしないよう、は
げまし合って生きましょう。涼しい、心地よい秋風が私たちのまわりを吹きわたる時がくるまで。
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『春の遠足』
担当

外山睦子

志村満子

加藤都子

５月７白（水）ドライブ・愛知池つつじ鑑賞
５月28目（水）個別遠足・セントレア国際空港
６月４目（水）全体遠足・三好サンアート
(民謡、抹茶、散策)

愛知池周辺ドライブ
温暖化のため年々つつじの開花が早くなり、今年度も満回とまではいきま廿んでしたが、
なんとかゲストの皆様につつじを楽しんでいただくことができました。この日は天候にも
恵まれ、日の先につつじの赤や白、また新緑の緑も映え、皆様、歓声を上げながらつつじ
をご覧になっていました。なかには「日進に住んでるけど、こんなとこ知らんかったや。
連れてきてくれてありがとう｡」と言ってくださった方もみえました。

個別遠足
９６〜９０歳の４名の方が参加されました。皆様、飛行機の
音に驚き、また離陸する時にはデッ牛の手すりにつかまり立ち
上がり身を乗り出して飛行機をご覧になっていました。なかに
は拍手をして喜ぶ方、若い頃に経験された海外旅行の思い出話
をしてくださる方、帰りには久しぶりに遠くへ出掛けられたた
めか、故郷を思い出し涙ぐんでみえる方もみえました。

全体遠足
今年度も地域女性連絡協議会のボランティアの皆様と共に、ゲスト23名の方が参加され
ました。梅雨に入り一一番天候が心配された遠足でしたが、雨も降らず、暑くもなく、ゆっ
たり過ごすことができました。
豊昧澄今様による民謡踊り鑑賞では、踊りに合わせて手を動かしてみたり、茶室にて緊張
しつつもお抹茶を楽しまれ､そして､ボランティアさんと会話を楽しみながらの散策をと、
皆様、それぞれ思い思いに楽しんでみえました。
やはり、皆様外出されると、普段施設内では見ることのでき
ない表情、笑顔が見られ、また姿勢も良くなられたりして、逆
にスタッフの方が楽しく感じてしまうことが多々あります。今
後も年１回の企画ではありますが、ゲストの皆様に［参加して
良がった｡］と言っていただけるような遠足を続けていきたいと
思います。

２

｢回想法｣
〜ライフレビュー＆昔の文化研究会〜

【ｺE】EIrZ匝】￨一国

傾聴ボランティア
神谷ひさよ

昨年、愛泉館の回想法の研修会に参加しました。名城大学の志村ゆず先生のご指導
を得て、実際に出席者が交互に模擬傾聴を重ね、回想によって自分白身を見つめ、自
分の心を見つめてみる機会を得ました。さらに語る人の心に思いを寄せることの大切
さを学びました。またライフレビューブックの作成についても数回の研修でそれぞれ
が傾聴体験をして学び合いました。これを契機に愛泉館でボランティアをさせていた
だくことになりました。
お一人お一人の人生を聞かせでいただく。若くして、戦争で、あるいは病気で思い
がけず伴侶を亡くされた方、その苦しさ悔しさと同時に、働いて働いて、どなたも寝
るのは夜半を過ぎていたとおっしやいます。残された子どもさんを夢中で育てられた
思い出はなんと輝かしく語られることでしょう。「子どもがいてくれて本当に良かっ
た｡」と結ばれる。それは「私の人生の宝物ですよ」と聞こえます。繰り返し繰り返
し語られます。時には送り出るように語られることもありました。また戦争で伴侶を
亡くされた方の今なお続く恨みには身震いするばどの重さを感じました。世界のあち
こちで火を噴いている武力が生み出している無数の恨みに思い至りました。この方々
の一人一人の人生の積み重ねが今の社会を作り上げてきたという生きた歴史として
知ることができました。終戦後数ケ月の混乱期の具体的な出来事はとこでも学んだこ
とのない未知の世界でした。
こんなにも大切な人生をお話いただいたお礼にわたしにできる事はお話いただい
たことを紡いでミニ自叙伝風の小冊子を作らせていただくことです。仕上げるまでに
何度も何度も読んでいただき間違っていませんかと尋ねる、こだわりのあるところは
さらに語ってくださいます。そしてご家族や周囲の方々への感謝のことばが自然に出
てきます。
個人情報なので出来上がった一冊一冊をお見せすることはできませんが、子育てに
悩む苦い人に、働き盛りの人に聞いて欲しい読んで欲しいと思うことばかりです。こ
の愛と知恵の宝庫を一人占めするのはもったいないと思っています。［お役に立つ］
のではなく、「おすそ分けをいただいている」という思いです。そして、お話いただ
くことで元気になっていただければ嬉しい限りです。
回想法の研修会は、現在はグループ回想法に入り、昔の文化研究会として発足レ
グループ回想法に入っています。高齢の方から昔の文化を学ぼうと数名の方から子ど
もの頃の遊びや町の様子などのお話を伺っています。互いに触発され、思わず出てく
るお話には１対１で伺うものとはまた違った華やぎを感じます。

３

〜万華鏡〜
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通所リハビリテーション￨青報ページ
通所広報担当

安池

演村

黄泉館のシンボルの花でもある紫陽花が、咲き誇っているのを見ると、「小さな１
つ１つの花が集まって、支え合い、助け合い、大輪となって咲いている・・・黄泉館
もそんな場であってばしい｡」という、川原暁子先生の想いが、よみがえります。生
前、暁子先生が、お好きだったというラィラックの木の花も、今春、私達の目を楽し
ま廿てくれましたが、その意を示しており、先生からのメッセージを強く感じるもの
でした。
黄泉館では、ゲスト、ご家族、ボランティア、スタッフと、それぞれが､支え合い、
助け合い、高め合いながら、その一人一人が、輝ける事を目標に活動しています。
今回、ご紹介する、火曜日の手工芸の活動も、まさしく、それを実践している一つ
だと思います。ゲストのために、試行錯誤しながら、企画準備してくださるボランテ
ィアさん。当日、生き生きとした表情で、才能を開花されるゲストの方々。その時間
が充実したものであるようフォローするスタッフ。そして、出来上がった作品ひとつ
ひとつを、家の１スベースに、展示してくがさる家族の方々・・・・。それぞれが、
目では見えない大切な物を、しっかりと心の目で見て、まるで紫陽花のように咲き誇
っているようです。
そんな素敵なひとときを万華鏡でお知ら廿したく、ちぎり絵、折り紙、朧影画、押
し花、デコパージュと、数ある火曜日の手工芸の活動から、墨影画の講師である城紗
世子様よりメッセージをいただきました。
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｢愛され、必要とされる喜び｣

城

紗世子

ささやかでも何か人様のお役に立ちたいと、ずっと思ってきました。私にできるの
は終を描くお手伝いくらいです。
そんな折りご縁があって、愛泉館に伺う事になりました。どんな方々が私を待って
いてくがさるのか、とても不安でした。
案内されたホールは明るく華やかな雰囲気でした。各テーブルに花が生けられ、可
愛らしい手芸の小物などが置かれ､席についていらっしやる方遠のお顔も生き生きと
明るく、張プていた肩の内示抜けました。
終手紙風墨彩画が始よってまだ１年半程です。描くのは一ケ月に一度ですが、大半
の方が楽しみにしてくださっているように思います。中には「私は描けないから、あ
んたさん描いて・・・」
とか「手が不自由で華が持てないの・・・」と華を持つのを躊躇される場面もありま
すが、終りの頃には殆どの方の作品は仕上がっています。それらは、色も形も縁も驚
くばど力強◇個性的です。
画材は花瓶に挿された切り花示主ですが､お一人おひとりの過ごしていらした服境
や思い示凝縮されているように思えます。

４

・

花の下に描かれた横に長い線は畑の土や畝で､小さなポツンとした墨色は虫であっ
たりして、思いもかけない発想をされます。また、大胆にデホルムされた花や花瓶か
らその時の軽やかな気持ちが伝わってきます。
人はみな愛され、誰かに必要とされることを願っています。愛泉館の皆様からは、
自然を愛し人を愛し､周りから大切にされてい石っしやるゆとりと温もりを感じます。
私を含め一緒に活勤してくださっている人たち全員､愛され必要とされる人回で在
りたいと強≪巴っています。
墨影画メーンバー紹介

火曜の会メンバー紹介

城

紗巨干

金井美奈子
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『居宅の窓から(指定居宅介護支援事業所愛泉館)』
初めてのケアマネージャー業務

。
横山

英治

私か指定居宅介護支援事業所愛泉館に配属されてから、はや２か月が過ぎようとし

亨

ています。それまでは、要泉館入所でお泊りのゲストの方のお食事の準備やトイレ介｡"
肋など身の回りのお手伝いをしていたので現在の仕事と内容が全く違い､今でも少し犬
戸惑っています。
今まではほとんど施設の中でしかご利用者の様子を見ることがなかったので､ケア１
マネの仕事を始めて自宅や他施設での過ごし方を見て違った側面があることと、自宅１
での生活の様子から施設での生活の関わり方など知ることができ､少し視野が広がっ
たような気がします。
また、他施設へ行きサービス内容や建物を見学したり、担当者の方との挨拶をする
なかで、今までにはなかった新しい発見がいくつもありました。それぞれの施設で
個々の特徴があり、サービスも施設サービスや訪問サービス､市の在宅介護支援事業、
インフ寸−マルなサービスなど多様にわたってあることが分りました｡それらのサー
ビスを理解し的確に活用できるよう学んで利用していきます。また、引き継ぎのため
ご利用者今そのご家族と自宅でお話をさせていただきました｡愛泉館を利用されてい
る方もいらっしやり、施設と家での雰囲気が違い、リラックスされている方が多いよ
うに感じました。
まだまだ工人前になるには努力が必要ですが､少しでも早くご家族の方今利用者の
方が安心して快適で満足できる生活かおくれるようにお手伝いできたらと思ってい
ます。
５
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音楽に心寄せて』

第７回日本音楽療法学会東海支部大会が開催され､当施設より米津香が発表し好評を得ました。
その報告をいたします。
難聴の高齢者に対する集団音楽療法
〜音楽を生活の一部とし､他者との絆を深めるに至った事例〜
老人保健施設

米津 香
愛泉館

【はじめに】
当施設は1992年の開設当初から｢集団の中でも個々の特性を大切に｣という理念のもと、音楽療法に力を入
れ、通所リハビリテーションでは音楽療法士(以下MT)1名が週２目、午前９時から午後４時まで音楽的な働きか
けのために勤務している。セッション以外の場面でも音楽的な関わりを通して個々の能力を引き出し高める働き
かけをしたところ良い結果が生まれたので報告する。
【対象者および目的】
通所リハビリテーションに通う96歳の女性Ｔさん（要介護度1）は年齢にともなう難聴で、コミュニケーショ
ンを図るには、比較的聞こえやすい左の耳元で大きな声を出さねばならない。ピアノ伴奏に合わせて音程をとるこ
とができず、テンポも大幅にずれてしまい、集団音楽療法で他の参加者と行動を共にすることが難しい。そこでＴ
さんの目標を「集団の中でも歌唱や楽器演奏で満足感を得られること」と設定し音楽療法を開始した。
【方法】
2005年４月より２年間、週２回、60分、ＭＴ１名による集団音楽療法(参加者は15〜25名、平均年齢82.5歳)
を行った。楽器は主にピアノ、ミュージックベルを使用した。歌唱では、歌詞の鑑賞を取り入れ、参加者の回想に
基づく発言を重視した。ミュージックペル演奏の際には色音符を採用した。難聴のＴさんへは、他の参加者とか共
感が得られるよう座席を配慮し、セッション以外にも、音楽に関する会話の時間を持つよう努めた。
【経過および結果】
第１期：音楽に 歌唱ではテンポが大幅にずれる。「うまく歌えんなあ。ごめんなさいね。」と何度も発言する。
対する興味が増 歌詞の内容に対する関心が高く、「高原列車は行く」の歌詞を見て「楽しそうな曲だ。どんな歌
だ？」。ミュージックペル演奏では自分の色を決め、しだいに正確な演奏が可能になり、「ペル
す
は上手にはやれんけど好きだよ。」とミュージックベルの時間を楽しみにするようになる。
(S1〜S14)
音楽が大好きで積極的に参加するＨさんを｢歌もベルも上手なおばあちゃん｣と呼び､セクショ
第２期：Ｈさん
ンでは隣の席を選ぶようになる。セッション以外の時間も一緒に過ごすことが多くなる。ミュ
との関わりが始
ージックベル演奏でＴさんが振り忘れていると、H:さんが合図を出し、セッション後に進歩を
まる
喜び合うなど良好な関係を築く。
(S15〜S30)
第３期：音楽を 歌唱で使用した歌詞を持ち帰り、自分が見やすいように書き直し、挿絵を加えるようになる。
生活の中に取り セッションの前後にMTと数曲歌ったり、歌詞について話したり、個別の関わりを頻繁に持つ。
「美しき天然」の歌唱が得意ということがわかり、セッションでも取り入れる。セッション中
込む
の発言は増え、リクエストすることもある。歌唱や楽器演奏に消極的な参加者に「一緒に歌お
(S31〜S100)
う。入のためにやるんじやないよ、自分のために歌うんだよ」と励ます。セッション以外の時
間に自分の気持ちに合う曲を歌っている。 ミュージックベルは２本演奏するようになる。
第４期：他者と
音楽を共有する
(S101〜S194)

自分の好きな歌詞に挿絵を添えて持参し、顔なじみの参加者に贈るようになる。歌唱では、歌
詞の内容に即した踊りを即興でつけることもある。セッション以外の場面でも、持参した歌詞
を見ながら１人で、MTと、あるいは他の参加者と一緒に歌う。セッション中に気に入った歌
詞があると書き写して帰り、自宅で歌う。他の参加者が好む曲にも興味を示し、一緒に歌う。

【考察】
難聴で音程やリズムを捉えることが難しいＴさんは、色音符を採用した楽器演奏ではリズムを視覚で捉えること
ができるので、音楽に対する苦手意識が払拭でき有効であった。歌唱では、聞こえにくい旋律よりも歌詞の内容を
鑑賞レそこからイメージを膨らませて、挿絵や振り付けなど音楽以外の表現に発展した。このように歌唱技術の
向上ではな＜、他の表現方法を通して歌唱の楽しさを体感できたのは、Ｔさんの素晴らしい能力の高さによる結果
であるが、MTが終日勤務でセッション以外でもＴさんと音楽的関わりが可能であったことと、当施設の理念であ
る「集団の中でも個々の特性を大切に」を心に留めて関わりを持つことにより、Ｔさん独自の表現様式を見逃さず
に伸ばし、好結果を生んだと思われる。さらにＴさんはＨさんとの出会いにより、音楽を共に楽しむ喜びを知り、
セッションを通して絆は深められた。さらに、セッション以外の場面で、積極的に他者と音楽を共有するに至り、
QOLが向上し、Ｔさんにとって音楽が生｡活の一部となっていった。

６

『東部地域包括支援センターより』
東部地域包括支援センターでは、高齢者の権利擁護業務として、成年後見制度につ
いて啓発活動を行っています。今回は、「わたしがわたしであるために」権利や財産
を守る身近なしくみをご紹介します。

回

成年後見制度って、なに？
判断能力が不＋分な方ﾉﾏを、
法律面や生活面で保護したり支援する制度です。

私た朽は契約を前提にする社会に生きています。スーパーで買物するのに契約書に実印を押し
たりはしませんが、これも契約のひとつなのです。契約をするには、自分の行為の結果がどのよ
うになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不＋分な場合、そのことによって不利
益を被るおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度なのです。

ｽﾞﾐ

こんな時に利用できます
「自己決定の尊重」（=気持ちを尊重する）、「保護」（=法的権利を守る）、
この二つを調和させながら支援する制度ですので、
判断能力に応じて利用することになります。

○ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい（任意後見）
○使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう（任意／法定後見）
○両親が亡くなった後、知的障害を持つ子供の将来が心配（法定後見）
○認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい（法定後見）
○寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている（法定後見）
○老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている（法定後見）

８

制度を利用するには
任意後見は公証人役場、法定後見は管轄の家庭裁判所で手続きを行います。
具体的なご相談については、以下の機関にお問合せください。

〈成年後見制度利用の相談窓□〉
愛知県弁護士会 高齢者・障害者支援センター「アイズ」
司法書士会 成年後見センター・リーガルサポート愛知支部
愛知県社会福祉士会 権利擁護センター「ぱあとなあ」

７
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行事報告

５月

2008年

ﾌﾙﾄｻｯｸｽ演奏会(赤井栄士様)
歌とピアノ(菅利行様)
昔の文化研究会
防火訓練 声の飛行船
行事 花見(琴の演参会とお茶会)
ライアー演奏(吉之原光枝様)
誕生会(ムジカソノーラ様)
下散策書道塾
イースター祝会
費の文化研究会
女性コーラスポエム(小森様他)
声の飛行船
大正琴演奏会(小久保俊子様他)
クラリネット演秦会(加納捷之様)
下敷領書道塾

３月20日
21日
22日
26日
４月

４日
９日

10日
12日
15日
23日
25日
26目
30日

６月

5

日

7

日

8

日

9

日

10

日

14

日

21

日

22

日

26

日

28

日
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２
４
６
８
ｎ
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１９

行事予定
2008年
６月25日

5

日

10

日

12

日

16

日

19

日
3

８月

日
日

20

日

21

９月

3
10

実習・研修報告
愛知医科大学看護学部 ５月13日〜29日(毎火水木)
南山大学人文学部心理人間学部 ５月７日〜7月９日(毎水)
金城大学人間関係学部表現芸術療法学科
４月14日〜7月７日(毎月)
有料老人ホームまきば ４月７日〜11日
６月２日〜7月９日(月火水)
ＮＨＫ学園介護福祉専攻科 ５月12日〜23日

行事 スタッフによる演参会
下敷領先生書道塾
マリンバ演奏会(川崎あきこ様他)
家族会・泉の会
ぶどうの会一愛泉館見学
昔の文化研究会
誕生会(ムジカソノーラ様)
クラリネット演秦会(加納捷之様)
夏祭り
誕生会
クラリネット演奏会(加納捷之様)
誕生会
敬老会(ベタニア幼稚園来館)

日

28

７月

日
日

日
日
日
日
日
日
日
日

フルート演奏会(渡辺様川端様小森様)
遠足(ドライブー愛知能周辺)
音楽会(石川宏子様)
語りとｱﾙﾄｻｯｸｽ演奏会(赤井様態)
昔の文化研究会
下散策先生書道塾
誕生会
フルート演奏(小松マサミ様加古祐子様)
クラリネット演奏会(加納捷之様)
フルート演奏(小森様川端様渡辺様)
民謡踊り(大手民子様他)
下散策先生書道塾
花の日訪問(一麦教会)
花の日訪問(ベタニア幼稚園)
行事遠足(三好サンアート)
ギターマンドリン演奏会(ドルチエ)
花の日訪問(中村教会･南山教会)
誕生会 新内小唄(不二美恵翔様)
ギターウクレレ演奏会(山田隆男様グループ)
クラリネット演奏会(加納捷之様)

「愛泉館ホームベージ開設しました！」
この度、新しく岩泉館のホームページを開設いたしました。併設事業所も併せ
て紹介しています。岩泉館だよりもダウンロードできるようになっています。ど
うぞ一度ご覧ください。
ホームページアドレス

www.care‑net｡biz/23/aisenkan/
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第22徊家族会・第８回いずみの会合同開催のお知らせ
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老人保健施設営泉館と日進市在宅介護支援センター営泉館・日進市東部
地域包括支援センター合同の介護者の集いを７月５日(土)午後に計画して
います。介護の経験を分かち合い、共に支え合えたらと願っています。
詳しくはお尋ねください。

鳶−

｜

」
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