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｢我ら老年｣
）
施設長

川原

啓美

愛泉館をご利用の皆さん、お変わりございませんか。長い冷たい冬も漸く終ろうとして
います。若い時は楽しかった冬も今は体調を係つのに精一はいで、息を詰めて春の到来を
特つ毎日でした。
かつて「人生50年」と言われました。私の両親も50才代で天に召されました。それを
考えると、自分がそろそろ80才になるうとしてまだ一応元気でいることは夢のようです。
愛泉館を利用しておられるゲストの皆さんの平均年齢は86.1才で、全国平均寿命の82
才（男79.0、女85.9）を超えて、皆さんがお元気であることを示し、ご同慶の至りであり
ます。
しかしそういうと皆さんは、「いやこの頃は痛いところばっかりで､目も耳も弱って困っ
ています。物忘れがひどいし」、などと言われるでしょう。
しかし、先ず考えてみましょう。皆さんのお友達、例えば小学校や中学校、女学校の同
級生で、今まだお元気な方はどの位おられますか。あの大きな戦争を経験した私たちの年
代ですから特別かも知れませんが、一般的に言っても、同じ頃に生まれた人たちのうち、
80代、90代まで元気でいる人は少ないのです。
つまり、老いを経験する人は決して全員ではなく、一部に過ぎないのです。私たちは先ず
このことに気づき、感謝すべきだと思います。
もちろん長い人生を送っている間には、つれあいを失ったり、独居になったりと、悲し
いこともいくつかあります。以前はそんな時、家族だけが頼りでしたが、最近は社会資源
を味方につけることもできます。私は職業柄、介護係険にもとづくケア・マネージャーや
ヘルパーなどの人びととも協力して働いておりますが、この方面もずい分進歩して来てい
ます。「人は一人では生きられない」とは長く言われている言葉ですが､特に老年を迎えて
からは、その言葉どおり、「皆で生きる社会の中で」過ごすことが大切だと思います。それ
には「自分はこうなのだ」と決めこまず､新しい人間関係の中でも生きてゆけるような「や
わらかさ」が必要なのではないかと思います。そして私か最近思っているのは、終わりの
時に「本当によい人生であった」と感謝できるようになりたい、ということです。
皆さん、どうかお元気で毎日を感謝して楽しく生きて参りましょう。
−レ

｢第21回愛泉館家族会・第７回いずみの会を終えて｣
去る２月23目（土）、25名もの方々にご参加いただき、家族会（いずみの会）を開催し
ました。今回は、『いのちを考える』と題して篠田牧師と川原医師の対談をお聴きいただい
た後、宮之原光枝さんのライアー（竪琴）演奏で癒しの時を過ごしていただきました。
回を重ねるごとに参加者の皆様の交流が深まり、自然に日頃の介護について話がはずんで
いる様子に、共に歩ませていただいている喜びを感じる一一目になりました。

ケアマネジャーとしてだけではなく、そろそろ自
身も老いを感じ、両親、舅姑の介護を考える一人の
母、妻、嫁としての参加となりました。
限りあるいのちについて、改めて考えるいい機会に
なりました。
与えられた人生をできるだけ前向きに輝いて生き
たいものです。
私の愛する人

又、愛してくれる人に恥じないよ

う、愛情豊かに生きたいものです。
また、ライアー演奏には私自身癒されました。
加藤薫子

つたない進行にも関わらず､たくさんの示唆を与
えてくださったお二人の対談､参加者の皆様のあた
たかい眼差しに心から感謝しますご

ライアーの音色に合わせて歌い、会場全体が一つ
になれたこともレ言葉ではない心のふれあいを感じ
る素敵な体験でした。

最後ご協力して会を支えてくださった皆
さん！本当にありがとうございました。
新井祐美子
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愛泉館では開設当初より医

療系・福祉系さらに教育系・

心理学系等多くの実習を受け

入れています︒今回は南山大

通所リハビリテーション

学人文学部心理人間学科のフ

フィールドワーク(実習)を受け入れて

ィールドワーク実習を受け入

南山大学人間関係

れたことでの︑スタッフの学

びを紹介します︒

２００７年度

安池有美子
担当になって２年目。彼女たちの最終報告会を見届けた、私の心境は、愛泉館を通して、

人間関係に

おける素晴らしい気付きをして成長した彼女たちへの感動と、フィールドワークに携われる機会がある事
への感謝の気持ちだった。
この７ヶ月、担当である学生のＹさんの心理的変化を、客観的に捉え、共感したり、時には、引いた
り、励ましたりと、自分自身が、Ｙさんとの関係作りを悩み、その時、その時が真剣だった。
最終報告会で、Ｙさんは振り返る。
「前期は、壁ばかりで、実習に来るのが、とても憂僻だった｡」と・‥。確かにその頃のＹさんは、
急に泣き出したり、落ち込んだり、明るい第一印象と違って情緒不安定だった｡私は､いい顔をするのに
疲れた様子のＹさんに「そのままのＹさんでいいんだよ｡」と背中をさすりながら声をかけた。泣きなが
ら、「私って弱いですね｡」と言った彼女の言葉は、今でも強く心に残る。「両極端な性質、全てが、あな
た。誰だって、一緒だよ｡」

私とＹさんが、通じ合った犬切な瞬間である。その後も、彼女の、喜び、

不安を受け止めながら、実習は続いた。
後期に入り、回を重ねるごとにいきいきとゲストと関わり、その時の瞬間を大切にするＹさんの姿
が見られるようになった。その裏には、他施設へ行かれたゲストとの別れや、まさかの死への直面があっ
た。その出来事から、人との出会いは、一一冊一会、その瞬間を大切にしたいと、彼女は思った。それこそ
が、Ｙさんにとって、一番の学びとなった。
最終報告会で、出会った彼女たちは、
たら、今日の発表は、余裕です！！」と、
彼女達の気付きで、こちらも学び、
初めて、自分らしく羽ばたけるのだと。

｢精一一杯、自分らしさを出した愛泉館での、チアダンスに比ベ
サラッど訪った。私は、とても頼もしかった。
高め合った。人は、支えてくれる、見守ってくれる他者がいて、
この自分の学びを今後も、職場や家庭においても活かしていきた

いと思う。

｜

「生きた」現場の中で接々な人間と関わりながら、その体験を通して、自分自身について・人間関

︲！−

係についで・コミュニケーションについて・生きることについて学ぶこと、そして、自分を生かす
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人間関係フィールドワークのねらいは
｜

ことを試みるというものです。
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通所リハビリテーション新人スタッフ紹介
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くなると思いますので、至らぬ口
日は浅いですが、ゲストの皆様のりスタッフとして働き始めました。！

点など在ればご遠慮なくお申しり

暖かい笑顔に支えられて頑張ってり

慣れない点がまだまだありますが！

います。ご家族の皆様には、送迎り

頑張っていこうと思っています。！

時など早く安心していただけるより
翁に一画ｎ宙才
リ
うに頑張ります

よろしくお願いします。
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出ください。
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｢お便り紹介｣
【墨彩画】
一一生懸命書いた柿と植物絵、とてもよく出来ていてビックリしました。一緒になって今年で50
年を迎え、私が初めて見るシゲハルさんの絵です。家族みんなに誉められて嬉しそうでした。感
動の一枚を犬切にいたします。（川久保冨美子）

窓肩ls
【パッチワーク】

節慾廻11
先日、パッチワークの袋が完成したと嬉しそうに持

肛詣こい詣〜

]]1回，

ってまいりましたが､目がよく見えないのにほんとう
にうまく作ってあり、私どももとても嬉しく感じまし
た。こういう作業をしているときの母が一番母らしい
とちょっぴり胸が熱くなりました。（森本素世子）

【機織り(さおり織り)】
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たようでした。
しかし、今回､愛泉館で久しぶ引こ織らせていただき、
まだ見えること、また、感覚がすぐに戻ったことで随分
自信を持ったようです。家の者もとても喜んでいます。
ありがとうございました。また、機会があれば是非やら
せていただければ幸いです。（森本素世子）
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｢愛泉館プログラム紹介｣
リハビリテーション週間予定表
月
10:00〜

金

木

水

土

集団ﾘﾊﾋﾞﾘ(ﾘﾊﾋﾞﾘ運動・簡単な運動ゲーム)

10 : 30

10 : 30〜

火

個別プログラム(手工芸・書道・絵画・将棋・ﾊｰﾓﾆｶ等)

12ニ00

音

楽

囲碁･将棋
レいモニカ￨
詩吟

ハーモニｶ
ﾚいﾓﾆｶﾚﾍﾞｯﾁヮｰｸ￨ 音 楽

集団プログラム
14 : 00〜
15 : 00

ちぎり絵･
折り紙･押し花･
ハンドベル

通所

誕生日会･月行事

水墨画ず]ﾊﾟ‑ｼ≒

手話讃美歌･

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ￨

演奏会

喫茶

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

音

楽

短期集中リハビリ（機能訓練・ADL訓練）月〜土随時
運動機能向上訓練

介護予防
13時〜14時

14時〜15時

13時〜14時

10時〜Ｈ時

14時〜15時

無し

愛泉館では個別ケアの取組みの中で、ゲストの皆様が一人ひとりに合った興味
や趣味を見いだし、そして、専門ボランティアさんの協力を得て多くの趣味活
動の教室を開催しています。そこで私たちが見る光景は
＊詩吟の教室では、姿勢正しく、漢詩を吟じる
声が日ごと大きく唱和され響き渡ります。
この呼吸法のおかげて風邪も寄せ付けないと
のことです。
＊書道教室では、２年がかりで和漢朗詠抄を見
事な巻軸に完成されたＳさん。

300枚の半紙

を使って家でも練習しましたと報告された、
漢詩掛け軸の作者Ｔさん。
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どの教室でも真摯に打ち込む姿や作品に私たちスタッフも励まされ、ゲストの
皆様から生きる姿勢と知恵を教わります。
今回はご家族から届けられたお便りと作品を紹介させていただきます。
−５−

｢春の音楽に心寄せて｣
通所音楽療法担当

米津香

柔らかな春の光が降り注ぎ、そよ風がカーテンを揺らしていきます。花いっぱいの景
色に囲まれて、懐かしい歌たちが春の記憶を呼び覚まします。
春よ来い

早く来い／あるきはじめた

みいちゃんが／赤い鼻緒の

じょじょはいて

／おんもへ出たいと待っている（『春よ来い』より）。
歌い終わると、そこにいるすべての人たちが、優しくばっこりと
微笑みます。ご自分のお子さん、あるいはお孫さんが、よちよちと
歩き始めたあの目の光景が、胸の中に広がっているのでしょう。
この作品が犬正12年の作と知ったＡさんは、「私が生まれた年と
同じ、まさに問い年だ｡」と誇らしげに話します。Ｂさんはしみじ
み「可愛い歌だなあ｡」と、愛情いっぱいの眼差しを向けられます。
心がじんわりと温かくなりました。
白樺

青空

南風／こぶし咲く

あの丘

北国の／ああ

北国の春／季節が都会では

分からないだろうと／届いたおふくろの小さな包み／あの故郷へ帰ろかな

帰ろかな

（『北国の春』より）。
歌い終わりに「帰るかな‥･」と小さくつぶやいたＣさん、「今は帰るうと思っても友
達もいないし帰れないな｡」遠い故郷へ思いを馳せます。一方、Ｄさんは「故郷から届い
た包みは何だろう、ふきのとうか、つくしか、春の食べ物のように思うけれど｡」とその
中身に想像を膨らませています。ちょうど自宅の庭にこぶしの花が咲いているというＥ
さんは、「小学一年生になった時、お父さんが小さな苗を植えてくれ、それはそれは犬切
に育ててくれた。今は屋根のところまで伸びて犬きな本になりました｡」と微笑みます。
仰げば尊し
こそ別れめ

我が師の恩／教えの庭にも

はや幾年／思えぽいと疾し

この年月／今

いざさらば（『仰げば尊し』より）。
長年にわたり教職についていらしたＦさん、以前は「これまで数
え切れないほどの教え子たちと、この歌を卒業式で歌ってきまし
た｡」と話されていました。月日は流れご今はピアノの奏でる音に耳
を傾けながら、静かに手で拍子を取り、声にならない声で歌ってい
らっしやいます。

古いアルバムめくり

ありがとうってつぶやいた／いつもいつも胸の中

励ましてく

れる人よ（『涙そうそう』より）。
ゲストの皆さんと音楽を共にするとき、心の奥に犬切にしまわれた古いアルバムがゆ
っくりと開かれ、お一人お一人の歩んでこられた長い歴史が、歌に誘われて浮かび上が
ります。そんな瞬間に出会うたび、ご一緒させていただいたご縁に感謝するのです。

６

日進市東部地域包括支援センター
「特定高齢者と介護予防教室」について
こんにちは！

日進市東部地域包括支援センターです。前回は認知症予防に

ついてでしたが、

今回は「特定高齢者や介護予防教室」についてご説明したい

と思います。

地域包括支援センターには、「ご高齢の方が自立して生活ができるように支援
する｡」という役割があります。この中に、介護保険の認定を受けていない方で
支援や介護が必要となるおそれが高いと判断された方（「特定高齢者」と位置付
けられます）が、要支援・要介護状態になることを予防するという働きがあり
ます。
「特定高齢者」とは①65歳以上の方②日進市の基本健康診査を受けた方③健
康診査の時に行う生活機能のチェックリストで該当された方④医師の判断で予
防事業の参加が必要とされた方、この４点すべてに当てはまる方です。該当す
る方には地域包括支援センターがご本人の状況確認をさせていただいた後、介
護予防教室のご紹介をしています。
現在、日進市では、「特定高齢者」対象の３つの介護予防教室が開催されてい
ます。
①運動器の機能低下（足・腰・その他の筋力や体力の低下など）がある方対象
の「足腰お達者クラブ」②物忘れなどの認知機能の低下がある方対象の「回想
いきいきクラブ」③お口の機能の低下や栄養状態の良くない方対象の「健口・
健食げんきクラブ」があります。
尚、老人保健施投光泉館は、昨年度に引き続き今年度も日進市より委託を受
け、「足腰お達者クラブ」を開催しております。
これらに関して、何かわからないことがあれば地域包括支援センターヘお問
い合わせください。

)
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第36回医療功労賞受賞
川原啓美施設長(医療法人財団愛泉会理事長)が読売新聞主催の医療功労

賞を受賞されました｡表彰式は２月６日(水)に名古屋市中区の名古屋クラウ
ンホテルで行なわれ、川原先生他２名の方が受賞されました。
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2007年〜2008年
12月 １日 回想法研修会
９日 キャロリング(ベタニァ教会)
12日 誕生日会(ムジカソノーラ様)
13日 歌の会(石川宏子様)
14日 県芸演奏会
15日 ボランティア感謝会(加納捷え様)
20日 クリスマス祝会
21日 県芸演奏会
25日 キャロリング(マーガレット幼稚園)
高齢者運動教室(足腰お達者クラブ)
26日 紅白歌合戦
27日 ギターとハーモニカ演奏会(山田様山塚様)
１月 ９日 誕生会(新内三味線一不二美＆恵翔様)
書き初め会(下敷領先生書道塾)
12日 回想法研修会
23日 餅つき
24日 ライアー演奏会(吉之原様)
２月 ６日 行事 節分
８日 オカリナ演奏会(鈴木夏織様他)
９日 暁子先生を偲ぶ会
16日 回想法研修会
20日 誕生会(詩吟･剣舞一五色園詩吟クラブ)
23日 第21回愛泉館家族会
(ライアー演奏一吉之原様)
27日 ぶどうの会

ライアー演奏会(宮之原様)
ひな祭り(日東保育園)
回想法研修会
西南学院大学チャベルクワイア
誕生日会
(大正琴演奏会−アンサンブルカエデ)

行事予定
2008年
３月26日
４月 ２目
９日
６日
11日
15日
26日

防災訓練
行事 花見(お抹茶と琴演奏)
誕生会(ムジカソノーラ様)
三味線 新内 (不二美・恵翔様)
イースター祝会
女性コーラスポエム(小森様他)
クラリネット演奏会(加納捷之)
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愛知医科大学看護学部 〜12月13目
柳城短期大学介護福祉専攻 〜12月７日
名古屋市医師会看護専門学校 12月４日〜12月14日
名古屋文化学園医療福祉専門学校言語聴覚科 ２月19日〜2月20日
名古屋医療福祉専門学校理学療法学部１月７日〜25日 ２月18日〜2月29日
愛知県教育センター ２月26日〜3月２目
愛知県立芸術大学 １月７日〜25日

分かちI合いの人生
(理想の医療と人間愛を求めて)
川原啓美施設長(医療法人財団愛泉会理事長)が３冊目の著書
｢分かち合いの人生｣を出版されました。
長野県で生を受けられ、1981年からのこの地において取り組ん
でこ弓れた全てが書かれてい惨嫁｡神様が｢もうぷい｣と言われるま
で共に在ろうとされている川原先生の人生を知っていただく良い機
会になると思います。

８

