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表題の｢愛泉館｣の文字は､中山きみ子咲?揮毫です

老いのデザイン

施設長川原啓飽

士。自己像を柔らかく変えていく。 ２．独立と依存のバランスを保つ。
３．居場所と居がい。 ４．人間関係の財産を作る。
上の４項出よ、「老いのデザイン」のもとに記されたもので､愛泉館が設立されたころのゲスト
のお一人から伝えられたといいます。間く所によるとそのゲストは、お若い時に東京女子高等師
範学校開花のお茶の水女子犬）を卒業された方万、上記のものはその同窓会誌の一節であり、
彼女は「もしご参考になれば」と言って持って東られたそうであります匹老齢に達した同窓生の
ために記されたものでありましょう。
いや、私には大変参考になりました。さすがは賞ての才媛方のお考えになるニとだわい、と思
った次第です。
今回はその第１、「自己像を柔らかく変えていく」、についてご一結に学びます。
現在愛泉館ご利用中の皆さまのほとんどは大正及び昭和ひと桁のお生まれです。その間日本は、
東洋の島国から世界の列強と肩を並べる大国にまで成長し、更に果菜などと戦争を始めるに至り
ました。結果は惨階たる敗北万国は焦土と化し、多くの国民は命を失いました。私もその時代に
属しており、陽次々兄姉たちを含めて、その苦労は充分に見、自らも体験して参りました。
万すから皆さんのお心の中には、あの大変な時代を担い、家族を守り育てて来たという誇りと
自負かお花りのことは当節です。今、日本ばかりか世界中が大変な経済別後の時代を迎えており
ま肌若い人だらけ身を粉にして働いても生計を立てることがむっかしいと言われていますこし
かし私たちの年代の心の中には、あの、家も焼か机度うや食わすの時代に比べれば大したことで
は無い。「若い人から、もっと頑張りなさい」と言いたい思いがあるかもしれません。
しかし、それは言わない方がよいでしょう。それぞれの時代にはそれぞれの問題かおり、それ
を乗り越えてゆくのはその時代の主役です。
私たちは経験も知恵もあると思います。しかし今は脇役としてこの世の中で生きています。強
く、たくましかった自己像を、今は柔らかく変えていかなければなりません。
人間はいくつになっても変化し、成長しつづけます。そしてその中で、今の自分ゐ役割をデザ
インして、皆ど一緒に生きていくのがよいと思います。
−レ

【行事報告】

春の遠足を終えて
入所･介護職

ドライブ『愛知池周辺つつじ鑑賞』

５月

全体遠足『トヨタ博物館』

５月20目

個別遠足『アクア・トトぎふ』

５月27目

☆ドライブ☆

加藤都子
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当日は朝からあいにくの雨が降っていました．しかし、素晴らしいことにドライブに出掛
ける時間帯だけちょうど雨が止みました.愛知池の周辺にはとても綺麗なつつじが咲き並び、
つつじを目にしたゲストの顔には自然と笑顔が溢れていました.バスヘの乗り降りも含めて
45分程度の短いドライブの時間でしたが、愛泉館に戻ってきた時のゲストの皆さんの穏や
かな表情や素敵な笑顔がとても印象的でした．

☆全体遠足☆
トヨタ博物館での遠足に29名のゲストが参加され、４つのグループに分かれてそれぞれ
展示コーナーを見学しました。クラシックカーや背眼かしい生活文化品を目にして、当時の
ことを思い出したり、その思い出を語り合ったりと、ゲストお一人おひとりが過去へさかの
ぼって、懐かしさに浸ることのできる時間となりました。また、介肋に当たってくださった
ボランティアや学生の方途とも自然と話が弾み、普段、愛泉館の中だけでは見ることのでき
ないゲストのステキな笑顔をたくさん見せていただくことができました。

☆個別遠足☆
４名のゲストが岐阜県の水族館まで出掛けました。小さな魚から大きな魚まで世界に生き
るたくさんの淡水魚を見て周り、思い思いに感嘆の声を見せられていました。水族館の中は
川岸山の自然環境がとても綺麗に再現され､水槽の高さも車椅子で移動するゲストの目線の
高さにちょうど合っており、とても良かったと思います。昼食はゆっくりコース料理を食べ
て満腹になり、それぞれが楽しく過ごすことのできた遠足となりました。

最後に・・・
ゲストお一人おひとりの柔らかな笑顔に触れ､普段出かけることがなかなか難しいゲスト
の皆様にとっで外に出かける機会

、

人々自然と触れ合う機会

となったこの遠足がどれ

ほど犬切なものなのかということを、改めて感じることができる機会となりました。年に１
度の遠足ですが、また来年も皆様に楽しんでいただける遠足を企画していきたいと思います。
そして、遠足に参加してくださったご家族、ご協力いただきましたボランティア及び学生の
皆様には、スタッフ一同心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

ペレ

スタッフ演奏会を終えて

６月行事担当

♪あの地平線

植生奈津子

かがやくのは〜♪（君をのせて）

愛泉館､但例の行事の一つである『スタッフの演奏介』､今年もたくさんのスタッフの方々
が参加してくださいました。
行事『スタッフの演奏介』の目的は、新しいスタッフ紹介と特技を披露しゲストの皆さん
に新しいスタッフを覚えていただくニとです｡今年も川原先生がシューベルトの野バラを原
語で歌って参加され、いつもと違う先生を拝見することが出来ました。ゲスト、スクッフヘ
の励みになった二とでしよう。
参加スタッフＴ７名、ピアΛサックス、フルート、トロンボーン、ューホニューム、ギ
ター、ベース、合唱隊で演奏した曲は、平良典子さんからのリクエストであった、ラピュク
の『君をのせて』です。少ない練習時間の中、それぞれのスタッフが一生懸命練習をしてき
ました。勤務時開か不規則のため、全員で合わせたのは、みなさんに披露した本番が始めて
でした。
最初の練習では、自分のパートを演奏するのでいっぱいだったのが、練習を重ねるうちに
周りの楽器の音が気になったり、刃引こ合わせるようにお互いが協力したりとチームがまと
まっていくのを行事担当者として感じていました。始めの練習に比べたら、みなさんにお関
かせ出来るまでになったのもチームワームがあったからだと思っています。このチームワー
クをこれからのゲストの皆さんに関っていく中で発揮出来ればと思っています。
新しいスタッフが多い中でお互いのことを知ることで信頼関係ができ、ゲストのみなさん
にお聞かせ出来るような演奏介を目標にスタッフが協力し合うことで生まれたチームワー
ク。スタッフの演泰介を通して、改めて千−ムワークの崇晴らしさに気付きました。
来年のスタッフ演貴会が楽しみです。
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part7
通所リハビリテーション情報ページ
広報担当 石原、安池

ある目の昼食時・‥、２本のキュウリを持ったスックフが登場し、「皆様〜、愛泉館で育てた
キュウリが収穫の時を迎えました。今から刻んで塩もみして、少しずっですが、お配りしたいと
思いま〜す｡」と案内すると、フロア内に、一気に拍手が沸きあがりました。ほんの一目ずつし
か口に入らないキュウリにも関わらず、ゲストの皆様は、満面の笑みで、「なんとおいしい｡」「穫
れたては最高だ｡」などと、おっしやりながらゆっくりと味わってくださいました。
これは、５月の連休明けから、ゲストの荻野竹一一様、武田公雄様、深渡瀬利昭様が中心となっ
て、苗植えから愛情ニめて育ててくださった野菜です。他にトマトも育てました。いつしか野菜
の成長は、他のゲストの皆様、ボランティア、スタッフの楽しみの一つとなっていきました。
今回、ゲストの皆様と野菜作りに挑戦したスタッフは、全くの初心者だったのですが、皆様の
熟練した知恵や技に触れながら感動の連続だったとの事・・・。次は、ゲストの皆様と何を育て
よう？と、楽しみにしています。

＜愛泉館通所

川柳大会＞

去る６月士５目（月）〜２０目（土）、『愛泉詰屈所川柳大会』が聞かれました。屈所ゲストの
皆様に川柳を詠んでいただき、その翌週には、集まった総数７４作品を張り出し、皆様に鑑賞し
ていただきました。通りかかる人、皆、何度お立ち止まりながら行ったり来たりして繰り返し読
み入っておられました。皆様の教養の深さ、感性の豊かさに感勤し、また、ウィットにとんだ作
風に笑いを誘われ豊かな時開か流れていました。屈所様の一角には、川柳投票箱を設置レゲス
ト、ボランティア、実習生、スタッフのみんなで、お気に入りの川柳に投票しました。
どれも崇晴らしく、皆様のお人柄がにじみ出ている作品ばかりで、全て紹介したいのが本望な
のですが、こちらでは、入気のあった川柳６作品を紹介させていただきます。

今日よりは
元気になれよ

山青く ６も青さ差さかな

疋と腰

池田
かね子

武田 公草

留守頼む返事は考いがニヤーと喀く

ゐ森うら子

風呂に入り垢と恩いししわだらけ

前田 雪江

疋が向く通い價れた居酒屋へ

不識賞人

妨の心 今かっていても感謝の６ 回り違

対価よ忠弘

４

＜火曜の午後、手工芸の時間に心を寄せて＞
ご家族様より
＊先回のイースターエッグ、本当に可愛くて思わず顔もほころびました。細かい手先の作業だけ
に一生懸命だったことでしょう。それだけに、又、嬉しさも何倍にもなりました。早速、丁度
いい本の枝がありましたのでつるして楽しんでおります。（ＫＦ様）
＊前回の七夕の織女さんとヒコ星さんの貼り桧は本当に素敵でした。
のを持って帰って来てくれますので、我が家でも会話が弾みます。

いつも季節季節に合ったも
ありがとうございます。
(ＭＳ様)

ゲストより
(ボートの折り紙制作)
＊碧海に 浮かぶボート お伽めし

(福和かなゑ様)

＜８月ウィーク行事のお知らせ＞
いよいよ本格的に夏の到来ですね｡通所では、８月後半に『かき氷まつり』を開催いたします。
皆で、楽しく作って、おいしくいただき、夏の替さを吹き飛ばしましょう！
皆様のご来館を心よりお待ちしております。

＜夏の健康トピックス＞
☆脱水を防ぐ☆
日頃から水分摂取量が少ない方にとっては、夏場は、脱水危険度が高くなります。いつも以上
に注意が必要です。通所では、ニまめに水分摂取していただける環境を整えています。例えば、
来館時のお茶、人浴後のお茶・ポカリスエット、食事時、おやつ時には、多くの方がおかわりを
されるなどです。食事の献立にも、必ず汁物がついています。また、飲み込みに困難を伴う方に
はゼリー状にする等配慮を心がけています。
特に、下痢症状が続いている場合などは、脱水状態になりやすいので、特に、水分をニまめに
とりたいものです。

脱水症状として、脱力溶々、眠気、頭痛などかおりますが、早期の脱水チェックをこまめにし
て、干訪につとめましょう。

☆おうちで出来る脱水チェック☆
①皮膚の乾燥かおる。皮膚を軽くつまんで持ち上げ、指を離しかときに、もとの皮膚の状態に
すぐに戻らない場合。
②肘と舌に乾燥かおる場合。唾液が少ない場合。
③活気がない、ぐったりしている場合。声をかけても、いつもより反応が悪い場合。
上記にあてはまる場合、水分を多めにとり、それでも改善されない場合には、医療機関に相談
しましょう。
５

冷

スタッフ紹介
【事務長となって】
犬山英之

６月21日より事務長として勤務させていただいている､犬山英之と申します。
今年の２月まで約３年半介護職として、ゲストの皆様のお手伝いをさせていた
だいていました。
社会人として約20年経ちましたが、事務職は初めてで、問題に直面しては頭
を悩ませる日々が続いています。
しかレゲストの皆様に「大変だけどがんばってね」と声をかけられ、元気
を与える側の私が、逆にゲストの皆様から元気をいただいています。
スタッフと共に協力し、ゲストの皆様が過ごしやすく、利用しやすい愛泉館
であるよう努めていきたいと思います。
今後もご指導の程よろしくお願いいたします。

【看護師長となって】
篠田祐子
けじめまして
７月より愛泉館にて勤務させていただいています｡緑がいっぱいで自然に囲ま
れ、すばらしい環境に恵まれた愛泉館。
今まで病院勤務でしたので、施設は初めての経験です。戸惑うこともありま
すが職且々利用者の皆様の笑顔と暖かい言葉や行動に、目々肋けられています。
オリエンテーションを受けながら

色々と説明をお聞きし愛泉館マインドを深

く感じました。職員、及び利用者の皆様のお顔と名前を早く覚え、業務を理解
し愛泉会の一員として仕事ができるように頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

６

『居宅の窓から（指定居宅介護支援事業所愛泉館）』

【還暦を迎えた新入職員】
定森純江
隣町で長年ケアマネジャーとして業務に携わってきましたが、今年の３月定年を迎えました。この４月
からは日進胆東部地域包括支援センター高齢者福祉サービス担当と居宅｢愛泉館の｣ケアマネジャーとして
勤務することになりました。新しい職場では、川原先生、スタッフの皆さんの人柄や、愛泉館の理念に共感
でき、スタッフの一員になれたことをとても嬉しくおもっています。
ケアマネジャーとしての経験は長いものの、㈲町村においてのサービス内容の違いや､新たなコンピュー
ターの操作を習得するのに時間がかかっています。こ吊｣用者の方々と早く信頼関係を築き、心にゆとりを特
って笑顔で援していけるようにと心掛けている毎日です。
愛泉館は、居宅の窓から四季それぞれの草花が眺められます。一歩外に出ると本立に囲まれ、自然に恵ま
れた避替地のようですが、残念ながら交通の使が悪く、住民の方々が気軽に来られる環境とは云えません。
その点を克服するために、ご利用者への電話での声かけや､訪問回数を極力増やして、ご利用者とのコミュ
ニケーションを図っていきたいと思っています。
ご家族やご本人の意向を傾聴しながら、在宅でその入らしく穏やかな生活が送れますように、心をこめて
支援していきたいと考えています。
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『日進市東部地域包括支援センター』からのお知らせ
『在宅介護支援センター愛泉館』は昨年度３月をもちまして廃止されました。

1997年４月より日進市か

ら委託され業務を開始し､これまでたくさんの皆様にご利川していただきました｡心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
４月１日より、これまでの業務は、日進市東部地域包括支援センター内で『高齢者福祉サービス』とし
て担当させていただくことになりました。宜しくお願いいたします。
今回は両屑ﾐ認の意味でも、高齢者福祉サービス（旧在宅介護支援センター業務）の主なものをご紹介いた
します。
【自立を支援するサービス】
゛「ホームサポート」：自立となった（要介護認定結果で）ひとり暮らしの援助を必要とする方
゛「３６５日あったか食事」：調理や買い物が困難な一人暮らしや高齢者のみの世帯･
町シルバーサポート」：ひとり暮らしの高齢昔々支援が必要と認められる方障湖や簡単な日曜大工など）
゛「寝具洗濯乾燥」：ひとり暮らし又は長期にわたり寝たきり状態にある剖除者の方
゛「前問題美容」：要介護認定で要介護３〜５と認定された高齢者の方
【ひとり暮らし高齢者を支援するサービス】
゛「緊急通報システム装置の取り付け」：１人暮らしの高齢者で心炭街､、脳疾患のある方
゛「エコサポート」：ひとり暮らしの高齢者で親類や近隣者等の協力を得られない方
゛づ目常生活用具の給付」：ひとり暮らしの高齢者で必要と思われる方
【認知症高齢者を支援するサービス】
゛「徘徊高齢者探索支援」：６５歳以上の徘徊行動のある方を介護されている家族の方

詳しくは日進市東部地域包括支援センター（高齢詮福祉サービス担当）定森
わせください。
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までお気軽にお問い合
３〜５丁目）

行事報告

オカリナ演奏会(ュニゾン)
サックス演奏会(赤井様)
全体遠足(トヨタ博物館)
個別遠足(アクア トト ぎふ)
ハーモニカ演奏会(山川フーフー)
おやつ作り
下敷鎖先生書道塾
花の日訪問(ベタニア幼稚園)
誕生日会(オカリナ演奏−ユニゾン)
花の日訪問(一皮教会・藤が丘キリスト教会)
花の日訪問(南山教会)
行事 スタッフによる演奏会
ハーモニカ演奏会(山川フーフー)
下敷領先生書道塾
歌と踊り一緒に歌いましょう(津田様他)
行事 七夕
歌(石川宏子様)
誕生日会 ジャズコンサート
(中山静夫と仲間遠)
下敷鎖先生書道塾

５月14目
15目

2009年
３月

25目
27目
４月 １目
8
15

５月

目
口

17

目

23

口

26

目

30

口

5

目

6

口

7

日

13

日

ギクーマンドリン演奏今
(ドルチエ)
声の飛行船 下敷頭先生書道塾
菅さん歌のコンサート
行事 花見
下飯頭先生書道塾
下敷頭先生書道塾
誕生日今 琴の演奏今(伊佐治様)
ハーギニカ演奏会(山川様)
イースター祝意
回想法(昔の文化研究会)
声の飛行船
ハーモニカ演奏今(山川様夫妻)
詩吟
遠足(ドライブ)
誕生目今(コムジカ演奏今)
下敷頭先生書道塾

20目

誕生目今

18目

行事予定

27目
29目
14目
６月

２目
３目
７目
14目
17目
24目

７月

１目
３目
８目
９目
15目

実習・研修予定

2009年
７月22日〜24目 全国老人保健施設新潟犬合
22日〜26目 筧本会社中展
24日 山川フーフーハーモニカ演奏合
８月 ５日 コムジカ演奏合
９日 行事 夏祭り
19日 誕生日合 カナデ(新大正琴演奏)
９月 ２日 誕生日合
９日 行事 敬老会(ペクニア幼稚園来館)
17日 ぶどうの合研修会(川原理事長講演)
10月７日 誕生日合(県芸生演奏合)
13日ぶどうの合研修会(ＡＨＩ研修生との交流会)

愛知医科大学看護学部 ７月21目〜30目 ９月17日〜30目
南山大学人文学部心理人開学部 ９月30日〜12月16日(毎水)
柳城短期大学
11月16目〜12月ｎ目
名古屋医師会看護専門学校 12月８口〜18日
県立芸術大学 ９月24目〜12月４目
愛知医大医学部 ８月31目〜9月９目
目進市教育委員会教員１年目10半日研修 ８月４目〜27目

∧]軟ji14
ﾑj?r

‥ ･‥‥｀'jiごごﾄﾞ

゜"'｀
ii"'

、ﾉ

‑､‑l･･.
･.'

Jヽ
'

･『

「愛泉館ホームページ！」

愛泉館のホームベージを開設しています。併設事業所も併せて紹介していま
す。愛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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今年の夏祭りは「胸おどる

わたし色の

夏祭り」

−一−
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摺鯖−顎

今年の夏祭りは
８月９目（目）17:45〜20:00（於 愛泉館）開催予定です。
予どもたちの工作コーナーや水ヨーヨー、焼きそげ、みたらしなどご家
族で楽しんでいただけます。ニの機会にご家族でご参加ください。
̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．̲．．」
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