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表題の｢量泉館｣の戈7字社､中山きみ子様の揮毫です

｢はやぶさ｣に想う

白％

施設長川原啓美

｢はやぶさ｣は､今日本でとても有名です｡皆さんの中の多くの方もよくご存知でしょう｡これは日
本の宇宙探査機で､2003年11月に打ち上げられ､地球から３億キロメートルも離れた小惑星｢イ
トカワ｣の砂を採取して､４年後に地球に持って帰るという､今までに人類のやったことのない大仕
事をする予定でした。
実際は､そううまくはいきませんでした。｢イトカワ｣に着陸したのですが､うまく砂が採取できたか
どうかわからず､その後も機械の故障で音信不通になり、宇宙の迷い子になってしまいました。し
かし日本の科学者たちがあきらめず､必死の努力を続けたおかげで､またかすかな反応が｢はや
ぶさ｣からあり制御できるようになって､２年以上遅れた今年､2010年６月に大気圏に突入、自ら
は燃え尽きてしまったのですが｢イトカワ｣の砂が入っているかも知れないカプセルは､無事オース
トラリアに着陸し回収されたのです。
以上がざっとした事実関係ですが､これが日本国内で大反響を呼び､各地で行われて来たカプ
セルの展示会には､多くの人がつめかけました｡そこへ行った人たちは、｢壮大な宇宙のロマンを
感じました｣とか、｢日本の科学のすばらしさに驚き､また感動しました｣と言っていました。
以下は想像を交えての話ですが､私の年代の者にはその他もう少しちがった想いがあります。
先ずネーミングですが、｢はやぶさ｣は第二次世界大戦中に､海軍のゼロ戦と共に大活躍した日
本陸軍の戦闘機｢隼｣を思い起こさせます｡そして｢イトカワ｣は､その設計者であった故糸川英夫
博士からとられているように思います｡戦後糸川博士は東大教授として､ペンシルロケットを開発し、
それが出発点になって､今日の日本の宇宙工学の花が開いたのだと思います。
また、隼は戦争末期に特攻機としても多く用いられたと聞いています。当時私より少し年長であ
った若者を乗せ､南の海に燃え尽きて行ったのです。
このような名前からも､この壮大なプロジェクトを企画し、実行した科学者たちは、日本人の空、
宇宙への想いをこの中にこめていた､と私は感じます。
宇宙､そしてその中の小さな点てある地球｡しかしその中で平和に､お互いの命を尊重して生き
ること、｢はやぶさ｣は私にこの夏､それらのことをもう一度新しく思わせてくれました。
ぺ

平成２２年度

社会奉仕体験活動研修レポート
日進市立赤池小学校

長谷川

この研修に参加する前は,大学の実習での介護体験時のことを思い出し不安に感じていました。
なぜなら,その施設の利用者はほとんどの時間ずっとテレビを見ていて,私が利用者に話しかけても
応答がないため,こちらも対応のしようがなく,私自身も自宅に帰るときには生気をなくしてしまっ
たからです。
ところが,愛泉館での研修では退屈することなど一度もありませんでした。壁に貼ってあった行
事予定表を見ると,毎日楽しそうな行事で埋まっていました。
研修を行った１８日には詩吟と８月の誕生日会があり,１９日には布草履作りと賛美歌を歌う行
事がありました。詩吟では,私にはどう音をとってよいかわからない楽譜を見ながら,生き生きと詠
んでいる利用者の姿を見ました。８月の誕生日会は,聖歌隊がきれいな歌声を披露するなど,とても
盛大でした。８月生まれの利用者に施設のスタッフからプレゼントされた色紙を見せてもらいまし
た。色紙には,スタッフ全員からのメッセージと心が和むような和紙の貼り絵が載せてありました。
メッセージの内容を見ると,いかにスタッフがその利用者のことをよく見て,きめ細かく接している
かが伝わってきました。利用者も大事そうに色紙を抱えていました。
１９日の布草履作りでは,手足が不自由な利用者も回数を重ねるごとにしっかりと布を締められ
るようになり,だんだんと手に力がつき自分で立ち上がれるようになったと聞きました。また,利用
者がふだんお世話になっている家族にプレゼントするため,布草履作りの時間をとても楽しみにし
ているようでした。買出しや準備ができない利用者にとっては,協力しているボランティアの方た
ちの力はとても有難く,重要だと思いました。
午後から私もピアノを弾かせてもらいました。とてももの静かだうた利用者がみえましたが,ピ
アノで演奏をするととてもきれいな声で歌ってくれて,たくさん話ができたため,とても嬉しく思い
ました。
講話では,利用者が多くのことを経験して昔備わった能力を思い出すこと,今ある能力を生かして
いくことで生きがいを見つけていくことを大切にしていること,そのためスタッフの方たちも利用
者と目線を合わせ,施設の都合に合わせず常に自己決定をしてもらうことに気をつけているとのお
話がありました。また閉鎖的にならないように,この施設では,ボランティアの方たちを積極的に招
いて,新鮮な意見・情報を入れて常に改善していこうとする姿勢が見られました。そして,利用者一
人一人の人生にふさわしいケアができるように,利用者が話した内容を本にしていました。本を見
れば,その利用者がどんな人生を歩んできたかがわかるので,私もたくさん話をすることができまし
た。
利用者の生き生きとしている姿を見て,私はたくさんの元気をもらいました。スタッフが,どうし
たら楽しく安心して過ごしていただけるのかを考え,思い遣る気持ちは,利用者にも伝わっているこ
とがわかりました。
私も教育の場で,子ども一人一人にふさわしいケアを行うこと,いろいろな経験をさせ,生きがい
を見つけさせること,授業,指導を改善する意欲を常に忘れてはいけないと思いました。
貴重な体験をさせていただいた,愛泉館の職員の方々,利用者の皆様に感謝しています。

２

蘭

ゲストの風景
〜森本輝子さん9o歳。ものがたり〜
幼い頃、父上の仕事の都合で上海・青島
で過ごされた森本さんは、京都女子専門学
校を卒業、敗戦後、結婚を機に和歌山市に
住まわれ、県立高校の家庭科の教員として
定年までお務めになったとのこと。
手芸は何でも得意で、さおり織りも熱心
に取り組まれました。
今まで製作された、刺し子布巾が沢山た
まったのでそれらを利用して、何かできな
いかとのご要望があり、パッチワーク指導
ボランティアの越山さんがそれに応え、
森本さんの刺し子布巾を取り入れたパッチ
ワークのベッドカバー製作が開始となった
のです。
毎週、金曜日の10時半からｎ時半まで
脇日もふらず、縫物に打ち込む輝子さんの
姿が見られました。そして１年が過ぎ、
ついに完成！！
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森本舞子さんとボランティアの皆さんの完成記念写真です。
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通所リハビリテーション情報ページ
担当
鈴木･小林
『8月

かき氷ウィーク』

８月８日に行われた愛泉館の夏祭りには、通所のゲストの方々もお孫さんなどを連
れて家族みんなで来てくださったり、またご夫婦で来てくださいました。出店のやき
そばを食べたり、踊りの輪に入ったり花火を観たりと、夏の夜のひと時を楽しまれた
方々もみえますが、残念ながら、参加できなかった方々が多いのが現実です。そこで
通所では８月23日〜８月２７日の約１週間少しでも夏を感じていただくため、夏の
風物詩であるかき氷を食べていただこうと、「かき氷ウィーク」を開催しました。
かき氷は平安時代からあるようですが、高価なものだったようで、金属製の器で平
安貴族に食べられていたようです。今では夏の食べ物の代表のひとつで、各家庭でも
手軽においしくロに入るようになりましたね。
今回用意したシロップは、レモン・イチゴ・メロン・抹茶・カルピスです。ゲスト
に尋ねたところ、かき氷と言えばイチゴを思い浮かべる方が多かったのですが、メロ
ンや抹茶を試された方も多かったです。カルピスは馴染みが薄かったようです。
ゲストの声
｢かき氷なんて何１０年ぶりだろう｣
｢大人になってからはかき氷を食べる機会は少ないなあ｣
｢おいしかったよー｣
｢小豆をのせてー｣
｢アイスがのってるー、おかわりあるの？｣など喜びの声が上がりました。
地域によりかき氷もさまざまで、氷とシロップの順番などについてもみなさんとおは
なしさせていただきました。
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『川柳ウィーク』
６月のウィークではゲストのみなさんに川柳を考えていただきました。投票により
選ばれた作品をいくつか載せさせていただきます。「難しいなぁ、私には無理」スタ
ッフに「代わりに書いて」「私にはわからない」などいろいろな思いの中みなさん頑
張って考えてくださいました。
｢行き帰り
楽しかりけり
愛泉館｣

｢味噌汁に

｢家族に
支えられ楽しい

｢年をとり

白き浮き身の
豆腐かな｣

｢いつまでも
元気で暮す
ありがたさ｣

初めて知った
生きる喜び｣

愛泉館｣
『手作りおやつ』

奇数月に栄養士さんの協力で、ゲストのみなさんとおやつを手作りしています。
７月には、どら焼きを作りました。ホットプレートを使って生地を焼いて、あんこ、
生クリーム、果物をはさみました。生地を焼き、冷ましている間に待ちきれず、生
地だけを食べてしまわれるゲストの方もみえました。みなさん楽しそうに、自分な
りのどら焼きを作られていました。これからも、季節感やゲストの嗜好に合わせた
おやつ作りをしていきたいと思います｡みなさんの意見や希望をお聞かせください。

愛泉館コーナー
゛＆i:¥訟,Ｑなぶふ‑･;t汐咄'iw･･咎
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愛知国際病院、中待合室に愛泉館
を紹介する壁面ボードかおり、ゲス
トの皆様の作品を展示しています。
病院に行かれましたら、一度ご見学
ください。また、ご意見等ございま
したら何なりとお申し付けくださ
い。（担当 佐賀）
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〜金木犀〜
｢笑顔行き｣
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夏祭りの先に見えたもの
介護職：加藤明日香

「夏祭り

愛泉館発

笑顔行き」今年度のテーマは、ゲストとご家族ボランティア

の方々が、この短い時間の中で楽しめるものや夢中になれるものを見つけ、たくさん
の笑顔あふれる時間を過ごしていただきたい、という想いを込めて考えました。そし
てそんな夏祭りをスタッフはじめ、ゲストも含めて全員で支えあい作りあげていきた
いと思い準備を進めてきました。３度目の夏祭り担当で２度日のリーダーを務めさせ
ていただくにあたって、協力してくださる全ての人たちに感謝の気持ちを持ち、ゲス
トやご家族にとって１度しかない夏の思い出となるようにしたいと常に考えていま
した。
時間をかけ少しずつ準備をしてきましたが、あっという間に夏祭り当日を迎えるこ
とになりました。今まで積み重ねてきたことを信じ、「楽しみにしてるから」と言っ
てくがさるゲストやご家族の期待に応えなければという緊張感が頭の中をかけめぐ
っていました。しかし、当日の会場作りには暑い中、多くのスタッフやボランティア
の方々が動いてくださり、今年の会場が出来上がっていく様子をみて緊張感よりも、
多くの人が携わっていてくださるという安心感に変わっていきました。
そして、開会の時間となり三好太鼓の演奏と共にゲストがご家族やボランティアの
方々と順に入場されてきました。この限られた時間の中でしたが、ゲストが盆踊りの
輪の中で楽しそうに手をたたいてみえる姿や､輪に入らなくとも踊る姿をみて手を動
かしてみえる姿、出店のメニューをおいしそうに召し上がってみえる姿など、ゲスト
の様々な表情を拝見できたとき、この年に１度の大きな行事のリーダーをやらせてい
ただいたことにたくさんの喜びと幸せを感じることができました。
夏祭りが終わってもゲストやご家族の方々から「楽しかったよ」「貴重な時間をあ
りがとうございました」というお言葉をいただき、本当に感謝しています。
そして、この夏祭りを迎えるまでには、もちろん担当者だけではなく、忙しい時間
を割いて花火や看板の作成、盆踊りの練習を担当したスタッフ１人１人の力、ポスタ
ー作りに協力してくださったゲストの方々や、たくさんのボランティアの方々の協力
と支えがありました。その感謝の気持ちをずっと忘れずこれからも、１年１年積み重
ね自身の成長にもつなげられるような夏祭りを目指して努力していきます。
愛泉館発

笑顔行きの先に見えたものは、やはり今年もF感謝」と「喜び」「ゲス

トの楽しそうな表情」だったのではないかと思います。
最後になりましたが夏祭りを楽しんでくださったゲストの皆様、参加してくださっ
たご家族やボランティアの方々にあつく御社申し上げます。
夏祭り担当：加藤（明）、大島、姫田、熊渾

６

日進市東部地域包括支援センター
こんにちは。地域包括支援センターです。今回は、地域包括支援センターの
働きを一部ご紹介いたします。
蓋介鐘線映め申酸をｔだが♪
介護保険の申請をしたいが、体調が悪くてでかけることもできないし、家族もいないの
でどうしたら良いか困っている。
★地域包括支援センターでは、介護保険の申請を代行します。手続きに出かけることが出
来ない場合は、ご自宅まで訪問させていただき介護保険サービスの説明や介護保険の申
請手続きを行います。
☆爽鋤漬吻一縦彬ﾐ命紀収侈λ都ﾉいJる;ﾘ
近所に住む高齢者が虐待を受けているようです。何とかしたいのですが・・・
★地域包括支援センターには高齢者の権利を守る働きがあります。通報者が膿であるかな
どの情報は守秘します。虐待の原因の一つに「介護者の心身の疲労」があります。先の
見えない介護は、家族だけで頑張っても限界があります。無理せず、困った時や悩んだ
時は地域包括支援センターにご相談ください。

☆介輝予防グて何?･
介護保険の認定結果が「要支援」でした。「介護予防をしましょう」と言われたけど何を
すればいいの？
★介護予防とは、「出来る限り介護が必要にならないようにする。介護が必要となってもそ
れ以上悪化させないようにする｡」ことです。例えば、Fヘルパーさんにやってもらえば楽
…」と安易にサービスを頼れば生活機能はどんどん低下していきます。今ある機能を維持
もしくは向上出来るようにサービスを利用することが必要です。
地域包括支援センターでは、自分らしく自立した生活を送ることができるようにその人
に合ったサービスを考えていくお手伝いをします。
その他、介護のことや高齢の方の様々な相談ごとなどは、一度地域包括支援センターに
ご相談ください。（Fﾖ進市東部地域包括支援センター

TEL0561−74−1300）

４，

７

｢居宅の窓から(指定居宅介護支援事業所愛泉館)｣
介護支援専門員

定森純江

【目標を持って】
秋の初風を朝夕感じるこのごろですが、日中はまだまだ猛暑が続いています。
夏の疲れが出る今頃は、真夏以上に体調管理が必要であり、熱中症対策にも気をつけたいもので
す。 ゲストの方々の体調を気遣いながら、今日もハーモニカやオルガンに合わせて昔の歌謡曲
や讃美歌の歌声が響いています。
さて、「人間は血管から老いる」と云われている。毎年職場での健診では、きまって脂質異常
の指導が入る私は、以前、はつらつと介護されていたお嫁さんの「毎日、夕方 家の周辺を３０
分程散歩している」「お金はかからないし、自分のペースで動けるから続くのよ」と話されてい
た言葉を思い出し、今年の４月からウォーキングを始めた。
仕事を終えてから１８時〜１９時にかけて、約１キロの池の外周を３〜４回ウォーキングす
るのが日課となり､季節ごとの景色の変化を楽しんでいる。 おかげさまで健診結果では､血圧、
コレステロール、動脈硬化とも正常範囲内となった。
さすがに真夏の猛暑日はお休みしたが、
９月に入り再開した。
ひとつ困ったことにここ最近の１８時過ぎになるとすでに薄暗く、女性ひとりで歩くのは、こ
の年になっても心細い。思いついたのが一人でウォーキングしている中年男性の３メートルぐ
らい後方に寄り添うように歩き、人目には夫婦に見られるように工夫したことである。 毎日相
手は変わるが、どんな男性か想像しながら歩くのも楽しいものである。

行事報告及び予定
実習・研修報告及び予定
2010年
９月 １日
８日
15日
10月

６日

20日

26日

誕生日会(コムジカコーラス)
下敷領先生書道塾
行事 敬老会
下敷領先生書道塾
誕生日会
(新大正琴演奏会−アンサンブルカナデ)
下敷領先生書道塾
下敷領先生書道塾
行事 全体遠足
ハロウィーン

おじやまっこ訪問

11月10日 誕生日会(ギターマンドリン
８日〜12日 文化祭
17日 下敷領先生書道塾
12月

愛知医科大学医学部
９月１日〜8日
愛知県立芸術大学美術･音楽学部
９月27日〜12月10日
日進市立日進東中学校職場体験
11月24日〜26日

ドルチエ)
9｀

扇頭3

１日

詩吟発表会(本多雪柳先生他)
下敷領先生書道塾

８日

誕生会(コムジカコーラス)

10日
15日

日進市立日進南小学校訪問
下敷領先生書道塾

16日

愛泉館クリスマス脱会

21日
22日

キヤロリング 聖マーガレット幼稚園
行事 紅白歌合戦

i圖
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‥一一
誕生日お祝い色紙
愛泉館では、毎月誕生日会を開き、皆でお祝いします。プレゼントは手作りのお祝い色紙です。
１ヶ月前に、ちぎり絵指導の日本画家、荒井美智様の指導の下、火曜日の手工芸ボランティアの
皆様で製作されます。完成後、スタッフに回覧され、施設長をはじめにそれぞれがお祝いメッセージを
書いています。
当日手渡されたゲストは食い入る様にメッセージを読んでみえます。そして、６枚たま・だ、
10枚たまったと自慢され、喜んでみえます。（右上の写真がお祝い色紙です）
‑
−８−

