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『インドヘの旅行』

施設長川原啓美

去る2月16日朝、私は付添いの娘と孫娘と共にセントレア中部空港で極寒の日本を後にし、
インドに向かいました｡途中バンコックで乗り換え､合計8時間ほどの飛行の後に、南インド最大
の都市チェンナイ(旧名マドラス)に着きました｡深夜にもかかわらず空港はたくさんの人で賑わ
い、出迎えの車のエンジンやクラクションの音で騒然としていました。9年前に来た時と全く同じ
でありました。
夜が明けて私たちは出迎えの大型のバンに乗り、150キロほど西のデーナバンドウ村(貧しい
者の友の村、の意)へ急ぎました。経済復興をしたインドの都市では高層建築が目立ち、道路
は以前よりもずっとよく整備されているのがわかりました。車はビュンビュン飛ばして私たちは肝
を冷やしましたが､無事に目的地へ着きました。
今回は､25年前から続けていたＡＨＩとインドの共同研修コースに参加した､元研修生たちの
同窓会でした｡私が来ることも知らされていたためか､ＡＨＩに来たことのある元研修生が11名も
いました。中には1986年に参加してくれたラジュ君もいて､私は20年以上も貧しい人びとのた
めに働きつづけている彼らの愛と熱意に､深く心を打たれました。
それから2日間、元研修生たちは自分の働きについて報告しました｡それは保健分野だけで
なく、教育･経済など生活のすべてにわたっていました｡ラジュ君はマイクロ･クレジットと言われ
る､貧しい女性たちが10人以上も集まって力を合わせ､小さい企業を作ってお互いの生活を守
るという働きを支援していました。
摂氏30度内外の暖かいインドに留まり、また旧友たちの友情に包まれているうちに､私は次
第に元気になりました｡そして愛泉館のゲストの皆さんが、寒さのために元気を奪われている現
実もよく理解できました。
その後私たちはタイのバンコックで2日間を過ごし､無事日本に帰って来ました｡しかし覚悟し
ていた寒さではなく、あたたかい太陽が迎えてくれたのです。
この短い旅行は私にあらためて私の原点を思い起こさせ､残りの人生への新しいエネルギー
を与えてくれました。
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家族会〜デイケアオープンハウス〜＞

響耐

去る、２月２７日（土）１１：００〜１５：００ 第２４回家族会が行われました。
今回は新たな試みとして、ご家族の皆様に愛泉館の雰囲気を実際に体感していた
だくデイケアオープンハウスを企画しました。
日頃の愛泉館では､一体､どんな様子でゲストとスタッフが関わっているの？ 愛
来館の食事はどんなメニュー？ ゲストは何をして過ごしているの？など、来て見
て一緒に体験していただく事でより愛泉館の特色を知っていただきたいという願い
が込められた企画でした。
オープンハウス当日、さわやかな晴天の中、たくさんのご家族が愛泉館に足を運
んでくださいました。
まずは、受付を済ませ、通所棟での音楽療法体験です。この日は、「早春賦」「ど
こかで春が」「春が来た」など春らしい曲がたくさん歌われていました。懐かしい歌
を歌うことでゲストの皆様の心は、知らぬ間に活気に満ち溢れていきます。一緒に
参加してくださったご家族の皆様の歌声とともに館内に暖かい歌声が響きわたりま
した。
ひきつづき昼食前に行われる体操を体験していただきました。 リハビリスタッフ
が、日頃、愛泉館が目指しているリハビリについて説明し、１５分ほどの軽い運動
を一緒に行いました。 リハビリスタッフの話や体操の内容など、熱心にメモをとら
れる参加者の姿に、リハビリとは、ご家族の方にとって、とても関心のある内容な
のだ！とあらためて実感させられました。（愛泉館が目指すリハビリについて、詳し
くは別ページをご覧ください。）
その後は、昼食タイムです。参加者の皆様も一緒に普段の愛泉館のメニューを囲
みながらお食事していただきました。自然とご家族同士の交りのなかで、それぞれ
の介護のご苦労について語られ共感されるお姿を見て、こういう揚が家族会の趣旨
なのだと思いました。アンケートの際には食事の件で貴重なご意見をいただき、今
後の改善に活かしていきたいと思います。
午後からは、ご家族の皆様に愛泉館でのプログラムを体験していただきました。
布ぞうり製作、押し花製作、さをり織り製作、折り紙製作、喫茶など、どれも普
段ゲストの方が楽しみにされているプログラムばかりです。この日のためにボラン
ティアさんも大集結！ あるボランティアさんは「ご家族の生の声が聞けて良かっ
たわ！今後の手工芸に活かせるいい意見がたくさん聞けた！」と喜ばれていました。
まさにご家族とボランティアさんがっながった瞬間です。今までも愛泉館は、ゲス
トだけではなく足を運んでいただいたすべての人が、自分らしい居がいをみつけ輝
き出す場所でした。これからも、地域の中で、皆様とともに歩んでいける施設であ
りたいと思っています。
最後に、川原啓美施設長を囲んでの団巣がありました。 日頃、施設長とのふれあ
いが少ないご家族の皆様にとって、施設長が話す愛泉館誕生の秘話や、愛泉館への
想いをお聞きになることで、愛泉館の理念を感じていただける良い機会になったの
ではないでしょうか？

２

こういったご家族参加型のオープンハウスは、今回が初めてだったため、不届き
な点も多数あったかと思いますが、皆様から、あたたかいお言葉をいただき、今回
の企画は今後の愛泉館にとって、大変、大きな学びとなりました。これを活かし、
次回、家族会の企画に役立てていきたいと思います。
関わってくださった、すべての皆様、本当にありがとうございました。
「百聞は一見に如かず」次回も又、家族会への皆様のお越しを心よりお待ちしてい
ます。

布ぞうり作りの達成感を感じていただきました。
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﹃回り一ぽ
ゲスト製作看板

折り紙

＜通所

押し花

布ぞうり

さをり織り

体験

ご利用者と同じ食事体験

体験

体験

歓談コーナー

新しいスタッフの紹介＞
介護福祉士 山田 明子
私は、介復職について５年目ですが、私の気持ちとぴっ
たり合っだ暖かい介護 の出来る職場、愛泉館にたどり
着けました。職員の方のゲストに対する優しさ、仕事に対
してのチームワーク、仕事の紬かい所まで取り組む所が、
とてもやりがいがあります。ゲストの方、ご家族と早く心
が打ち解け､信頼していただけるよう頑張りたいと思いま
す。今後もご指導の程、よろしくお願いします。
３

ボランティア紹介

(手工芸)

布ぞうり
毎週木曜日に、世界で一足しかない色とりどりの布ぞうり作りを、ゲストの皆様と楽しんでい
ます。１回で作り上げる方や、２〜３回で出来上がる方とそれぞれマイペースですが、どれもこ
れも心の込ったぞうりが出来上がります｡おしやれもアクセサリーや組み合わせしだいのように、
布ぞうりも鼻緒しだいで華やかにも、粋にも可愛くもなります。ご自分用や、お嫁さん、息子さ
ん、娘さん、孫さん、親戚等等、相手の顔を思い浮かべて、サイズもこれ位で良いか、もう少し
大きい方が良いかとか、相談しながら編み上げられます。出来上がるとみんなで、拍手で完成を
祝い、参加者も口々に「いい色だね」「上手に出来たね」と褒められ、当人も自画自賛で満面の
笑顔を見せられます。
差し上げた人にもとても喜ばれ、私にも僕にもと注文がくるそうです。ずーと先の先まで、思
い巡らせて、あの人にはこの色、この人には何色が良いかと、考えながら手を動かされていま
す。その、にこやかな顔を見ると幸せを感じます。
加齢と共に出来る事が限られていく中で、何かをしてあげたり、お礼が出来る喜びが自信や、
遣り甲斐になるのなら、私達も嬉しいです。
私が最初にこの布ぞうりに出会った時､何て美しい私も作りたいと思い、押しかけ生徒で教え
ていただいたのが、今このような形で生かされ感謝です。
「ありがとう」と言われるのが少なくなる中で、参加者から「ありがとう」「ありがとう」との
言葉を、数えきれない程掛けられ、こちらこそ「ありがとう」です。時には芸大の学生さんの、
本格的な歌声が聞こえたり、訪問者の［ワーきれい］の声や、ゲストの見学と、楽しく賑やかな
中での製作です。
これからも愛泉館の気持ちの良い雰囲気の中で、熱心な仲間のボランテアに支えられながら、
なが〜く続けていけたら、いいな〜と願っています。
毎週木曜日にロビーで､材料も道具も揃えて､教室を開いていますので､どうぞご参加ください。
お待ちしています。
布ぞうりボランテア
光平波子 清水礼子 松岡春子
梅本静子 片山公子 幸田孝子
折り紙
折り紙のボランティアでお世話になってもうｎ年が過ぎました。初めは小さな紙の作業です
ので心配していましたが、皆さん喜んで参加してくださりほっとしています。今では、来月は何
にしようかなあーと考えるのも楽しみの一つです。
「持って帰ると、嫁がいつも玄関に飾ってくれています｡」とか「妻が、今日は何を作ってくる
のかと楽しみに待っているんでねー」とか「おばあちゃん、１枚の紙でこんなステキなものが折
れるなんてスゴイ」などなど、うれしい言葉に私も元気をもらっています。これからも、ずっと
続けられるようがんばりたいと思っています。

折り紙ボランティア
金井美奈子 渡部久子
高木富貴子 秋田一枝

野田和子
服部美江

押し花
毎月第４火曜日にゲス 卜の皆様と押し花の作品作りを楽しんでいます。苗から花を育て、そし
て摘み取り、美しいままの姿に残す楽しみと喜びを感じ押し花作りをしています。その花々をゲ
ストの皆様が一枚一枚ピンセットで摘み､それぞれの僣欧豊かな作品に仕上げてくださっていま
す。家族会のオープンハウスではご家族の方々にも取り組んでいただく中で、今後の作品作りの
ご提案をいただき感謝です。
押し花ボランティア
秋田一枝 渡部久子 金井美奈子
４

「リハビリテーション」？「リ･ハビリテーション」？

･紅皐お

作業療法士

安ず

日比野

智

「病気になったからリハビリしてもらわないといかん」、「腰が痛いからリハ
ビリしないといかん」こんな言葉をよく耳にします。人にはそれぞれ物事の捉
え方があり、考え方があります｡今回は、「リ・ハビリテーションバ以下にリ・
ハビリと記す」について話をすすめていきたいと思います。正確には「Re・
habilitation」と言います。この単語を直訳すると「再・獲得」という言葉にな
ります。もう少し詳しく説明しますと、病気や怪我によって、心身に障害が起
こると、ごく自然に行なわれていた家庭的・社会的生活が制約されてしまいま
す。そこで、その方の残された能力を最大限に生かし、また新たな能力を獲得
し自主性、自立性、意欲を向上させ、日常生活への復帰を実現するための一連
の働きかけをリ・ハビリテーションといいます。
上記に「自主性、自立性、意欲を向上させ・・・」と記しました。この部分
がリ・ハビリテーションでは一番重要になってくることだと思います｡極端な
話ですが、ある方の顔にセロハンテープを貼り付け、その方が「何、貼ってん
の」と言い手でテープを剥がす。貼り付けたテープを剥がしたその動作・行動
こそが、その方の自主性、意欲であり、自分の意思で身体を動かした結果であ
り、これがリ・ハビリテーションの基本と考えます
さて、リ・ハビリテーションについてイメージしていただけたでしょうか。
ここからは愛泉館でのリ･ハビリについて話をすすめていきます｡病院でのリ・
ハビリは、積極的なリ・ハビリで、愛泉館で行なわれるリ・ハビリは「生活リ・
ハビリ」と位置付けています。病院では、関節の動かせる範囲を拡大し、歩行
の獲得等を考え身体の状態を整えていきます｡愛泉館では､生活に基づいたリ・
ハビリをゲストの方と一緒になって創り出しています。

トレーニングジムのよ

うなマシンは使用せず、生活の中にあるものが主体となります。ゲストとスタ
ッフ、ボランティアの方々が輪になって話をしたり歌を唄ったりする。送迎バ
スに乗り込むために手すりをつかんで、脚に力をいれる。送迎バスの中で身体
が倒れないように知らず知らずのうちに身体に力をいれる。浴室、トイレまで
歩く等、愛泉館を利用していただけることが、身体機能の回復、維持、向上で
あり、その方の生活やそのひとらしさを取り戻していく「生活リ・ハビリ」で
あると考えています。
ゲストの方々と

リ･ハビリをご一緒させていただく中でいつも感じています。

運動を行った後、内容をメモ書き依頼される方、肩に疲れがあるにも関わらず
懸命に作品を造り上げてくださる方、自主的に運動した内容を報告してくださ
る方、眠いにもかかわらず朝の運動に参加してくださる皆様方にはいつも感謝
しています。

リ・ハビリテーションは提供されるばかりではなく、人とひとが

一緒になって創り上げていくものだと考えています。
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『こんにちは、東部地域包括支援センターです

以前より、愛知国際病院や近隣施設において、病院の医師による「他家セミナー」が行
われていましたが、一昨年からは当支援センターと連携することとなり、地域の老人ク
ラブやいきいきサロンに呼んでいただくようになりました。平成21年度は特にたくさん
の方々がセミナーを聴きに来てくださいました。
地域に出向いて講座を行うことで。
「みなさまの日常生活の様子がよく
わかり、外来で診察する際にもイメ
ージしやすくなった｡」というのが医
師たちの感想です。
これからも、病院をとびだし、地域
のみなさまのお近くでセミナーを開
催していきたいと考えていますの
で、お気軽に当センターまでご依頼
ください。

『居宅の窓から(指定居宅介護支援事業所)』
カレンダー
宮渾

まち子

体調をくずして昨年の１１月に入院をされた方がおりました。
年が明けても入院されていたので、お見舞いに行きました。すると、暮れからお正月
にかけて外泊で自宅に帰られたとのこと、お餅をいただいたことなどを楽しそうに話し
てくださいました。
その方は、20センチ×15センチ程のカレンダーに簡単なメモを書き込んでいました。メ
モは、だいたいが毎日の排便のこと、後はお会いした家族や面会者の氏名です。
このカレンダーは机の上に立てることができるので、台紙がしっかりしていて、ペッド
回りに置いていても、１年間使用していても、あまりいたまないのです。
１年間の毎日の記録がつまった重みのあるカレンダーの他に､新しい今年のカレンダーも
あって、布団の問から出して見せてくださいました。
１ ２／３ １
１／１
１／２

イエデネク
イエデネタ

ウレシカッタ

イエデネク

ウレシカッタ

外泊でのメモは、お正月にお会いした方々の名前が書かれていて、枠からあふれていま
した。

６

〜金木犀〜

Part

2
入所棟情報ページ
広報担当 毛利･加藤(都)・姫田

三寒四温の季節を迎え、まだまだ寒さの残る中ではありますが、所々から春の息吹がただよう
今日この頃となりました。愛泉館の入所棟でも２００９年に入職したスタッフが両手一杯に葉
を広げ、既になくてはならない存在としてその彩りに加わっております。今回はそんな新人ス
タッフを２００９年度の振り返りと併せて紹介させていただきます。
ＱＩ
Ｑ２
Ｑ３
Ｑ４
藤＃
Ａ１．
Ａ２．
Ａ３．
Ａ４．

加藤
ＡＩ．
Ａ２．
Ａ３．

Ａ４．

入職して愛泉館の印象は？
愛泉館に人職してからの１番の思い出は？
今後、心掛けていきたい・目指していきたい事は？
ゲストの皆様に一言！

い喩S

孵
。
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昌和（２月２１日人様一介復職）
温かい施設
ゲストの皆様の普段見られない表情を見られた遠足
ゲストの皆様が安心して任せることのできるスタッフ
「まだ皆様に多々ご迷惑をお掛けしていると思いますが、温かく見守ってください｡」
淳子（３月２１日人様一介復職）
言葉遣い・心遣いの丁寧な温かい施設
大好きなゲストの方と一緒に練習し、歌い、泣き笑いした紅白歌合戦
ゲストの皆様の一人ひとりの気持ちに寄り添えるようなプロフェッショナルな介護を目
指す
「いつもご迷惑をお掛けしております。この１年間で皆様からたくさんのモノ（経験・気
持ちなど）をいただき、本当に感謝しております。まだまだ未熟者ではありますが、宜
しくお願いします｡」

田口 千絵（３月２１目入獄一介復職）
Ａ１．心遣いが丁寧な温かい施設
Ａ２．紅白歌合戦でゲストの方の歌う姿・スタッフの歌で涙を見せるゲスト方の姿
Ａ３．ゲストの皆様の心に寄り添った介護・音楽療法
Ａ４．にれからもいろいろなご指摘・ご指導を宜しくお願いします｡」
奈川 真美（６月２１目入獄一介護職）
Ａ１．とても明るく、笑い声が絶えなく、穏やかな気特ちになれる施設。
Ａ２、初めてのレクリエーションプログラムをいろいろ考え、緊張の中で無事に終えた時の「楽
しかったよ」というゲストの皆様のホッと心温まる言葉。
Ａ３．笑顔を絶やさず、ゲストの皆様全員と１日１回はお話ができ、気軽に声を掛けていただ
けるスタッフ。
Ａ４．「早いもので１年が経とうとしております。皆様と信頼関係をしっかり築いて、これから
も楽しく笑い声の絶えない愛泉館ライフを過ごしていただけるよう、一生懸命頑張って
いきたいと思います。気軽に声を掛けてください｡」
これからもより良い介護を目指し、ゲストの皆様、また、ご家族の皆様より多くの温かな陽
射しのような笑顔に触れ、どのような花を咲かせていけるのか・・・・ ・。今後とも紹介させ
ていただいたスタッフを含めた入所棟スタッフヘのご指導の程宜しくお願い致します。

７

行事予定

2009年〜2010年
12月22日 キャロリング(聖マーガレット籾種園)
23日 コムジカ演奏会

2010年
3J1 17目
18日
25日
26日
４月 ７目
８日
21日
５月12日
19日
６月 ２日
23目

１月

６日
20日
21日
27日
28日
30日

２月

２日
３目
10口
27日

３月

３目

行事餅つき
書き初め会(下敷領先生書道塾)
誕生日会(琴演奏会)
夕べの集い
下敷領先生書道塾
声の飛行船
認知症サポーター養成講座
行事節分
下敷領先生書道塾
誕生日会(ギターマンドリン･ドルチエ様)
第24回家族会(デイケアオープンハウス)
雛まつり

浬八奔

行事報告

誕生日会
唄(石川様)
声の飛行船
オカリナ演奏会(鈴木かおり様他)
行事花見(琴演奏＆茶会)一光田様他
イースター脱会(岩本牧師)
誕生日会
行市運動会
誕生日会
誕生日会
スタッフ演奏会

叫

｢家族会(オープンハウス)に参加されたご家族の感想から｣
先日の家族会では楽しませていただきありがとうございました。母の様子が良くわかり、お
友達と仲良くしていただいて安心致しました。川原先生のお話も勉強になりました。今後とも
宜しくお願い致します。

家族会ありがとうございました。
ので見学したいと思っていました。

一日愛泉館でどのように過ごしているか、わからなかった
明るく楽しいので安心致しました。有難うございました。

オープンハウス楽しかったです。又、企画してください。ちぎり絵や墨彩画など・
母はお友達にお会いできたことも喜んでいました。

先週土曜日のオープンハウスでは充実した半日を過ごさせていただきました。母の日頃の生
活(愛泉館での)が良くわかり以前にも増して安心致しました。無口な母が他のゲストの方とお
話もせず、どのように過ごしているのか、少し心配しておりましたが、それ以上に楽しいスケ
ジュールのあることがわかり、今回の企画に本当に感謝です。母からの断片的な情報ではわか
らなかったことも百聞は一見にしかずでした。

27目の家族会の一日本当に楽しく過ごさせていただきました事、御礼申し上げます。
一夜明けた今日もほんわかした気持ちで過ごさせていただいております。ランチタイムも初め
ての方々でしたが、おいしい料理と共に話に花が咲きました。初めての作った布ぞうりも先生
方のご指導の元、ステキな作品になりました。益々、愛泉館が大好きになり、私も通いたいく
らいうらやましくなりました。有難うございました。

第24回家族会（オープンハウス）を終えて
1992年４月に愛泉館が開設されました。そのうち御家族の方から横のつながりを求める声
も聞かれ、1995年４月１日に第１回家族会が持たれました。そして愛泉館、ゲストとその介
護者や御家族が連携し話し合い、在宅介護を支える１つの柱として発展してきました。
今回の第24回家族会が若いスタッフの提案によりオープンハウス形式となり、ボランティ
アの皆さんはじめ愛泉館に関わりのある人たちで形成される「愛泉館ファミリー」の成長を実
感した一日となりました。感謝です。
８

