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多くの方々のご支援により、愛泉館は 23

私たちは、1981 年の病院開設以来、病気

回目の新しい年を皆様と共に迎えることが出

や何かしらの不自由さを持った方が地域で暮

来ました。心より感謝申し上げます。

らすことを応援してきました。それは、最近

今年は、私たち医療法人愛泉会にとって夢

良く耳にする「地域包括ケアシステム」その

の一つが叶う年となりました。長年待ち望ん

ものです。地域包括ケアシステムの柱は「住

でいた住宅型有料老人ホーム「カナン」をい

まい・医療・介護・予防・生活支援」の５つ

よいよ開設いたします。愛知国際病院、老人

です。今までの「自宅」で暮らすことが困難

保健施設愛泉館、愛知国際病院ホスピスに続

になってきた方に、新しい「自宅」を提供す

いて、四つ目の施設です。場所は、米野木駅

るという形で「住まい」という 5 つ目の柱

からほど近い住宅地の中です。西側は公園、

を得て、地域包括ケアシステムがまもなく完

北側は調整池に面しています。食堂ラウンジ

成いたします。病院、在宅介護支援を行う愛

からは、緑の木々や公園で遊ぶ子どもたちの

泉館、そして住まいとしてのカナン、と選択

姿が見えます。また、池には野鳥が飛来しま

肢が増えました。
愛知国際病院の医療、
愛泉館の高齢者介護、

す。そのさえずりに心が和みます。部屋は全
部で 17 室とこじんまりとしていますので、

そして 30 年以上にわたり自宅で暮らすこと

新しい自宅へ引っ越してきたように過ごして

を支えてきた訪問診療・看護の経験を生かし

いただけるでしょう。また、同時にデイサー

ていきます。愛泉館、愛知国際病院で馴染み

ビスとヘルパーステーションも開設いたしま

のあるスタッフもいます。

す。入居している方々が、毎日を安心して生

私たちは、医療や介護だけでなく、地域の

活していただけるように、必要に応じてサポ

方々が互いに支え合うことも大切にしていま

ートさせていただきます。

す。ご近所づきあいもあり、楽しみもあり、

ご利用いただくのは、介護が必要な要介護

切れ目のない医療・介護が行われ安心して暮

認定を受けられた方です。一人暮らしに不安を

らせる！

覚えられた時、自宅で介護を続けることが困

は、愛泉館で培われた経験を元にそんな家で

難になった時、病院から自宅へ帰ることが心

ありたいと考えます。

配な時などにご相談いただければと思います。
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住宅型有料老人ホーム「カナン」

風景

ゲストの

若松咲子さんのものがたり
父は役所に勤めていました。百姓をしなが
ら書道と俳句が得意で何度か展覧会にも入選
していました。厳しい人で、鍬（くわ）が飛
んだと聞いたことがあります。村の人たちは
何かあると相談に来ておられました。参考書
や辞書が置いてあって、読めない字を働いて
いる父に聞くと「何偏に旁は何だ」と言いま
す。こうして読み方を教えてもらいました。
肺を痛めて亡くなりました。
私は手伝いのため５月と 10 月の農繁期に
は１年に２ヵ月は学校を休んでいましたが勉
強は好きでした。雨が降ると喜んで学校へ行
きました。上の学校へも行きたいと思ってい
ました。卒業の一年前、先生が看護学校の受
験を勧めてくださいました。先生もどうして
も合格させたいからと土曜日に特別に教えて

付されました。その数は１日何百人というあ

いただきました。兄が看護学校の学費を出し

りさまでした。終戦になり、愛知時計は解散

てくれました。おかげで看護婦の免許と助産

しました。この体験は戦争が終わってからも

師の免許を取得できました。

３年くらいは思い出され、
眠れませんでした。

愛知時計の稲永工場の病院の内科に２年勤

戦後、今の藤田保健衛生大学病院の前身のば

めました。船方の病院にいた頃は１回に２千

んたね病院に勤め、結婚のため２年で辞めま

人もの徴用工員の身体検査をしました。一人

した。結婚後、肺炎にかかりましたが、舅や

一人座って診るなどできませんから数人ずつ

姑さんが私のことを
「我が家には大事な人だ」

立ったまま診て、要注意の人を呼び出して血

と言ってくださって、毎日牛乳や肉などを闇

沈などの検査をし、ひどい人 50 人くらい内

市で買って来て食べさせてくださいました。

海の旅館で看護婦と栄養士とで面倒を見まし

３年間気胸で固定して治しました。

た。愛知時計は夜空襲を受けました。朝になっ

子どもが中学生になった頃から可世木病院

て救護班として行くと運動場にけが人が並ん

で働き始め 14 年勤めました。先生たちも看

で寝かされていました。「靴がないから見て」

護婦もよく勉強しました。主任さん、婦長さ

と言われて脚を見ると足首からありませんで

んと呼ばれていました。瑞穂区から通うのは

した。何日も次々に亡くなりました。夜はろ

遠いからと 54 歳で辞めました

うそくで亡くなってはいないかを見て回り、

院から頼まれたけれど、
「遠いから通えない」

亡くなった人はトラックで運び出され荼毘に

と言うと、
「帰りは送るから」と言われて働
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神の倉の医

くことにしました。中学生の女の子を診たこ

写真入りで報道されました。生徒が書いてく

とがありました。その時彼女は「看護婦さん

れた感謝状と生徒一人一人の感想文を綴じて

になりたい」と思ったそうです。数年後、出

届けてくださいました。私にも良い思い出に

会った時「看護学校に通っています」と話し

なりました。

（神谷ひさよ傾聴）

てくれて嬉しく思いました。
日進市の南小学校から頼まれて、15 人く
らいの六年生に戦争体験を１時間お話しまし
た。看護婦は私一人だったせいか中日新聞に

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです！
「オレオレ詐欺」「屋根の点検商法」
「カニなどの送り付け商法」などの悪質商法の
被害にあってしまう高齢者が年々増加しています。そこで今回は、高齢者の消費者被
害についてお伝えしたいと思います。
①なぜ高齢者は狙われやすいのでしょうか？
・「お金」「健康」「孤独」の３つの大きな不安を持っている。
・悪質業者は言葉巧みに不安をあおり、親切にして信用させるため騙されやすい。
（情にもろくなり、優しい言葉で誘う悪質業者を信じてしまう）
・自宅にいることが多いため、悪質な勧誘にあいやすい。
②被害にあわないための６つのアドバイス
１．見知らぬ訪問者は家に入れない
２．知らない人に軽々しく個人情報を教えない
３．いらないものは「いりません」ときっぱり断る
４．その場で契約したり、お金を渡したりしない
５．契約前に契約書や説明書をよく読む
６．困ったら家族や友人に相談する
このような高齢者のトラブルを防ぐために地域包括支援センターでは消費者被害の
早期発見に努め、地域で発生した被害情報について地域や関係機関に発信し注意を呼
びかけています。
「変だな？」
「困ったな」と思ったら、
早めに地域包括支援センターへご相談ください。

｜3｜

讃美歌はいいですね！
サマリア会

榎本久美江

「サマリア会」という讃美歌によるボランティ

人を愛しなさい」と言われた人が「隣人とは誰

アグループの名前は、聖書の中でイエス様が話

ですか」と聞き返した時に話された譬（たとえ）

された譬話（たとえばなし）からきています。
「隣

で、それは当時評価されていなかったサマリア
人が、
実は本当の隣人になったというお話です。
私たちが愛泉館にうかがい始めたのは 1993 年
秋からで、最初は月１～２回、数名でした。そ
のきっかけは、活動を始めた 1990 年 7 月か
ら毎週練習していた会場が使えなくなった時で
した。メンバーの N 姉から「讃美歌を歌いた
い思いが満たされる」と、
当時としては先進「ボ
ランティアコーディネーター」のいる「愛泉館」
を紹介されたのです。今は練習会場が与えられ

手話讃美

愛泉館はメインの奉仕場所です。
はじめは、すでにもたれていた「讃美歌を歌
う会」に参加することでしたが、担当の方が来
られなくなってからはサマリア会がそれを引

♬♪
♪
♩
♫♩♪♯♬♪♫
歌い継がれる
愛泉館の讃美歌集会では十数曲の讃美歌を
ずっと歌い続けています。「ずっと」と一言に
申しましても、その月日は実に 20 年。ゲスト
の方は、自然とその歌詞やメロディを、心や体
で覚えられ、元気に大きな声で歌われたり…歌
詞の意味をかみしめながら小さな声で口ずさま
れたり…と、思い思いに参加されています。
そんな愛唱讃美歌集の中に、特別な想いで歌
われる讃美歌があります。
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き継ぎました。現在

讃美歌集会をやめた方が…と思われる時もあり

は毎週木曜日 2 時

ました。

～3時に5名～7

歌う讃美歌はほとんど同じ曲にしています。

名で奉仕をしていま

そうすることで、歌詞が見えなくても覚えて

す。初めての行事は

歌ってくださる方がみえるのです。曲を聴く

1994 年のクリスマ

と自然に手話をされる方、
「讃美歌はいいです

ス集会でした。

ね！」と言って歌ってくださる方。ゲストと共

20 年間に様々な

に、感謝と喜びの時が与えられています。

変化がありました。
セラピー犬アシュリー

手話・メロディーベ
ル・腹話術・トーン

チャイム・セラピー犬・ハンドベルをとりいれ
ました。BGM として、おやつが配られる間も
ゲストと共に讃美歌を歌っています。メンバー
はゲストの皆さまも私たちもかわりましたが、
不思議に次のメンバーが与えられています。介
護保険法が始まったときには「愛泉館ではキリ
スト教を強いられる」との
風評から、

♪
♬
♪♯

♫♩

♬
♯
♪

腹話術人形けんちゃん

る大切な讃美歌たち
きっとその方の人生において大切な 1 曲だっ
たのでしょう、ご利用者の方からのリクエスト
でいつの日からか歌われるようになった讃美歌
が何曲かあるのです。
今は、きっと天で一緒に歌ってくださってい
ると思います。それでも毎週木曜日に変わらず
歌い継がれるその讃美歌を聴きながら、私たち
の心にも在りし日のお姿が生き続けているので
す。
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11/22

（土）
講演相談会
「私たちのまちの医療と介護」を開催しました

～住み慣れたこのまちで安心して暮らすために～
近年、医療・介護の分野では進む高齢化社
会に対応するために、様々な状況が年々変化

たらいいのか…？と漠然とした不安を抱えて
みえる方も多いのではないでしょうか。
そこで、愛泉館では、地域の皆さまに現在

をしています。
普段、テレビや新聞などで見聞きしていて

の医療や介護の現状を知っていただき、これ

も実際に療養や介護が必要になったときに、

からの自身の心構えや地域作りに役立ててい

生活はどうなっていくのか…？家族はどうし

ただくため、講演会を開催いたしました。
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10/

ボランティアの

22

合唱団「ララ・ソアーベ」の皆さん

11/

10/

11

29

サックス「バンドスマイル」の皆さん

合唱団「ポエム」の皆さん

インドネシア民族楽器「ブンガ」の皆さん
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ご参加いただいた皆さま、ありがとうござ

当日は定員を上回る 75 名の方々にご来場
いただき、井手施設長の講演に続き、各部門

いました。

のスタッフが参加者の方々の質問にお答えす
る相談会を行いました。
講演相談会を終えて参加者の方からは、
「もっと詳しく知りたい」「また開催してくだ
さい」と、次回への期待の声も多くいただき、
改めて地域の皆さまへ常に新しい情報を発信
していくことの使命を感じました。今後も安
心して暮らせる地域作りの一助となれるよう
努めてまいりたいと思います。
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/19

みなさま
11/

12

三好丘聖マーガレット幼稚園

石川宏子さん

11/

14

11/

21

ムードコーラスグループ「絆タマリバーズ」の皆さん

シーグフリード・ティッパーさん
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居宅の窓から
宝木百代

居宅介護支援事業所愛泉館ケアマネジャーの宝木
です。普段、愛泉館の中ではいつもパソコンと向き
合い電話対応も多く、なかなかゲストの方とお話す

る機会が少ないですが、私の仕事の大半は、ご利用者様のご自宅に訪問し、その方の
現状に合わせてご自宅で安心して過ごす為に必要なことを一緒に考えています。ケア
マネジャーの仕事をさせていただきこの 4 年の間に沢山の方と出会いました。充実
感で一杯になることもあれば後悔が残る出来事もありました。様々な経験を通して今
感じることはケアマネという仕事は、出会った全ての人との経験が次出会う人への架
け橋になるということです。亡くなった方や
そのご家族の言葉を何度も思い出しては、今
のご利用者様に活かしながら、日々仕事がで
きる事が本当に有り難く、辛い思いさえも力
に変わると感じています。また、私のご利用
者様の中には病気と向かい合いながら前向き
に過ごす方が多く、いつも私はその明るさや
強さに支えられています。相談に乗るはずの
自分が逆に励まされ、元気をいただき、この
仕事を続けることができています。これから
も居宅スタッフ 6 名が結束し支え合って、ご
利用者様ご家族様に感謝の気持ちを忘れずに
仕事をしていきたいです。

編集後記
新年明けましておめでとうございます。羊年がスタートしました。愛泉館のシンボルマークには
羊があしらわれています。このシンボルマークに込められたように、日々、お一人おひとりを大
切にケアさせていただくことができるよう、今年もスタッフ一同がご利用者様のために歩んでい
きたいと思っています。
住宅型有料老人ホーム「カナン」がオープンします。
「施設で暮らす安心感」と「住み慣れた自
宅で暮らす自由とやすらぎ」を併せ持ったホームになるように、スタッフが入居の皆さまをお迎
えいたします。
2015 年が皆さまにとって心穏やかな良き一年となりますよう、そして本年も愛泉館をどうぞよ
ろしくお願いいたします。

（浅井真希）

若い人の栄えはその力、

老人保健施設

老人の美しさはその白髪である。

居宅介護支援事業所愛泉館
TEL 0561-74-1341
日進市東部地域包括支援センター TEL 0561-74-1300

旧約聖書

箴言

２０章２９節
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愛泉館

TEL 0561-74-1711

