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夕暮れになっても光がある
入所看護師長

志

村

満

子

桜のつぼみがふくらむと「春がいよいよ来

愛情のこもった言葉や手助けであり、クリス

たなあ」と明るい気持ちになります。私は毎

チャンの私にとってはイエス・キリストの愛

日電車通勤をしており、名鉄黒笹駅から愛泉

です。そして人生の終わりにおけるその人の

館までは愛知牧場の中を通らせていただいて

生きざま、輝いている姿とも考えられます。

います。夏の暑さの中を歩くことも大変です

愛泉館でゲストの皆様が毎日リハビリに

が、冬の寒くて暗い道を歩くのが一番つらく

励み、唱歌や讃美歌を歌い、手工芸をされて

感じられます。しかし一方で、自然の中を歩

いる姿を見るとき、これこそ「夕暮れになっ

くと四季の移り変わりを肌で感じることがで

ても光がある」姿だと思います。人生の締め

きて、うれしく思うことも少なくありません。

くくりに向かって一生懸命前向きに生きて

冬至を越えると日一日と日が長くなり、朝日

いらっしゃる姿に感動を覚えます。そのよう

の暖かさや夕日の美しさから待ち遠しい春が

なゲストやご家族からいただいた感動を胸

近づいていると感じられ、気持ちも自然とう

に、私は牧場の中を歩いて翌日またゲストに

きうきとしてきます。そんな通勤の時間は私

お会いするのを楽しみに帰路につくのです。

にとって大切な時間です。時には仕事やゲス
トのことをあれこれと考え、失敗してしまっ

私たち職員はまだまだ至らないことが多

た時などは、「ああすれば良かった。こうす

いと思いますが、ゲストやご家族が毎日の生

れば良かった。」と反省しながら帰ることも

活を安心して楽しく過ごしてい

あります。またある時は、自分の家族や友人

ただけるよう、お役に立ちた

のことなどに思いを巡らせます。しかしそれ

いと思っています。

以上に大切な時間だと感じるのは、讃美歌を
歌ったり神様に祈ったりする時です。
「夕暮れになっても光がある」これは聖書
にある一節ですが、歩いて帰る道すがら、よ
くこの言葉を思い出します。日が暮れて暗く
なっていく前のすばらしい夕焼け空や凍てつ
く夜空に輝く月の光、なんと明るく暖かく感
じられるでしょう。それはまた、人が苦しみ
のあまり絶望の淵にいるときの友人や家族の
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風景

ゲストの

伊神千代子様のものがたり
大正９年、江南市で三人姉弟の二番目に生

りました。十

まれました。学校に行っているときから職業

分なお金も用

を持ちたいという思いがあり、予備知識もな

意できないま

いまま看護学校の試験を受けましたが落ちて

ま新京を立ち

しまいました。その後、三年ほど和裁を習い、

ましたが、そ

留袖や振袖を作れるようになりました。そし

こでも退去命令が出て

て蚕の雌雄を見分ける鑑別師の資格も取り、

もわからない電車にみんなで乗ることになり

若いころは蚕を飼う農家へ友人と泊まり込み

ました。駅まで行くのに川があり、私は一歳

で行ったりしました。

の息子を背負い、
おなかに子供がいましたが、

言われるままに行先

２０歳のころ、満洲で苦学しながら官吏の

腰まで水に浸かって川を渡りました。ところ

仕事をしている方がお嫁さん探しをしておら

が信じられないことに電車は夫のいる奉天に

れるのを聞き、努力家の人柄にひかれ嫁ぐこ

着いたのです。そこで家に残してあった着物

とを決め、主人となる人の顔も知らないま

と布団で、ねんねこを作り、それを売ってお

ま、その方のお父様と船に乗って見たことも

金にしました。そして、現地の人の服装で酒

ない大連に行きました。初めての満洲の生活

を仕入れて軍人のご家族と分けあって売って

に慣れるまでは日本に手紙すら書かずにいる

しのいでいました。

ほど毎日に必死でした。１０か月ほどしてか

そのうち、
引き揚げになり、
ぼろぼろになっ

ら初めて大連の神社で結婚式をあげることが

て日本にたどりつきましたが、何よりも家族

でき、夫と新京で暮らすようになりました。

が無事だったことが幸せでした。私の実家で

しばらくは落ち着いた生活でしたが戦争の

消息の知れなかった父と再会し、それから主

敗色が濃くなり、疎開しなければならなくな

人はそろばん塾を開きました。生徒さんが増
え、手伝ってくれる生徒さんが育ち、主人は

傾聴ボランティア 市川真弓さん
昨年 8 月から新しく傾聴ボランティ
アとして加わってくださいました。

税務署に勤めながら塾を続けました。わたし
も和裁を役立てて振袖などを仕立て、三人の
子どもを育てました。退職後、税理事務所を

ライフレビュー史作成に取り組ま

主人が開いたときは、事務所を手伝いがてら

れ、完成したライ

畑で野菜つくりをして楽しみました。５７歳

フレビュー史

の時に、車の免許も取り９０歳まで無事故、

は、 ご 本 人・

無違反で運転していました。子育て後は主人

ご家族からも

とよく旅行をしました。歌を習い NHK の
「の

喜びの声をい

ど自慢」にでたこともあります。今は長男家

ただいています。

族と一緒に静かに暮らしています。
（市川真弓
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傾聴）

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです！
2006 年に地域包括支援センターが愛泉館内に設置され 9 年が経ちました。
地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域でその人らしい生活を送ることがで
きるよう相談・支援をする総合相談機関です。保健師または看護師・社会福祉士・主
任介護支援専門員がチームを組んで、それぞれの専門性を活かしながら業務にあたっ
ています。
地域包括支援センターの主な業務は
① 介護予防をはじめとする高齢者の総合相談支援
② 地域のサービス機関や関係団体、民生委員、ボランティア等と連携し地域のネッ
トワークを作り、住みやすい地域の構築に向けての支援
③ 消費者被害、虐待事例、困難な事例への対応
④ ケアマネジャーの支援
⑤ 日進市の高齢者福祉サービスの調整

などです。

日進市には 3 ヶ所の地域包括支援センターがあり、東中学校区を担当しているのが
東部地域包括支援センターです。

職 員 紹介

よこやま

主任介護支援専門員 横山

えいじ

英治（写真左上）

優しく親身に相談に対応します。小学 2 年
生と中学 1 年生の男の子の父親です。
のじま

主任介護支援専門員 能島

まさえ

正江（左下）

経験豊富で頼りになる年長者です。
かとう

看護師 加藤

あやこ

理子（右上）

身体と声は大きいが、気は小さく動きは速いです。
かとう

社会福祉士 加藤

あ す か

明日香（右下）

真面目で物事に真剣に取り組むマラソン大好きスポーツウーマンです。
以上 4 人のメンバーで相談対応させていただきます。チームワークは抜群だと自負し
ております。困ったときは、ご相談ください。
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カナン開所にあたって

有料老人ホームカナ

医療法人財団愛泉会会長

米野木駅近くの静かな住宅街に、

老人保健施設愛泉館名誉施設長

川

原

啓

住宅型有料老人ホームカナ

美

愛泉会の理念のもと、愛知

先般開かれた有料老人ホームカナンの開

愛泉館の高齢者介護

所式に出席し、私の心は喜びに満ちており

心のこもった温か

ました。愛泉会の発足は 1981 年 3 月です
から、およそ 35 年の年月が過ぎ、多くの方々

施設で暮らす安心感と自

のお支えにより、今ここにまたひとつ新た

同時に感じていただける

な歩みを始めることができました。
私たちの精神は「神癒し我ら仕える」であ

どうぞよろしくお

り、理念の中に「地域と共に、地域に支え
られて」という言葉があります。今回、発
足に至ったカナンは、まさにその理念を受

わさり、神様からの豊かな恵みを受けて、

け継いだものであり、これまでの私たちの

カナンという新しい革袋の中で、他には見る

働きから大きく前進したものであります。

ことができない温かな住まいになることを

と言いますのは、これまでは、病院や施

願っております。

設という場で、地域の皆様に、医療や介護
でお仕えしてまいりましたが、今回開所し

これからも愛泉会の歩みをお支えくださ
いますようお願い申し上げます。

たカナンは、地域に踏み出し、皆様の「住
まい」として、必要なサービスを整え、生
活をお助けするものです。
聖書に「新しい葡萄酒は新しい革袋（か
わぶくろ）に入れなさい」（新約聖書マタイ
による福音書 9 章 17 節）というイエス・
キリストのみことばがあります。このみこ
とばから、私は、カナンが愛泉館をはじめ
とする既にある施設の中や、隣地ではなく、
少し離れた新しい場所に建てられたことに
大きな意味があると考えます。
カナンで働くスタッフは、今まで愛泉会の
中で長く共に働いてきた者と共に、新進気
鋭のスタッフも重要な働き手として加わっ
ています。私はその両方の働きがうまく合
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ナンを開所しました

、安心して暮らすことのできる

ナンがオープンしました。

知国際病院の在宅医療と

護の経験を活かした

かいサービスで、

自宅で過ごすやすらぎを

笑みかけてくださるゲストの存在はとても

るホームを目指します。

大きく、生活支援をさせていただく立場であ
りながら、気がつけば、いつも自分の方がゲ

お願いいたします。

ストから元気をいただいていました。
「
“してあげる”ではなく“させていただ
く”
」という先輩の言葉が、
今も強く心に残っ

ごあいさつ

ています。5 年間、愛泉館でケアをさせてい
ただいた中で、ふと気がつくと、本来、下か
ら支える立場である私たちが、いつの間にか

有料老人ホームカナン
施設長

三

村

隆

介

ゲストの皆様より上に立っているのではな
いか…と反省するときがありました。

この度、老人保健施設愛泉館から有料老

“させていただく”という言葉を忘れず、

人ホームカナンへ異動し、施設長を務める

人生の大先輩である入居者の皆様の心の温

ことになりました。2010 年 4 月に愛泉館に

かさ、強さを感じ、生活の中で多くのことを

入職してから早いもので 5 年が経ちました。

学ばせていただき、自分自身の成長にもつな

愛泉館は大学を出たばかりの私にとって、初

げていきたいです。

めての働きの場であり、毎日とても緊張し

カナンは、お一人暮らしや在宅での介護に

ていたことを今でも思い出します。右も左

不安や困難が出てきた方にとっての新たな

もわからず無我夢中で仕事を覚えようとす

生活の場になっていきます。様々な環境が

る中で、いつも優しい言葉で語りかけ、微

整っているとはいっても、長年生活された住
み慣れた場所を離れることは、大きな不安や

住宅型有料老人ホームカナン

決断が必要だと思います。医療や介護で切れ

詳しくはホームページをご覧ください。
ご見学・お問い合わせは随時お受けしております。
お気軽にご連絡ください。
カナン０５６１－７４－８２６０

目のないサービスをさせていただくことは
もちろんですが、充実した関わりを持ち、精
神的にも安定し、安心した生活を送っていた
だけるように努めていきたいと思っています。
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カナンでは初めて経験することがたくさん
ありますが、地域の方々のお力をお借りしな

スタッフ一同で力を合わせ頑張ってまいりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

がら、地域に欠かせない施設となれるように、

居宅の窓から
大木多恵子

昨 年 12 月 に 居 宅
介護支援事業所愛泉館
に入職させていただき

ました大木多恵子と申します。ケアマネジャーとして
の仕事は、初めての経験です。分からないことばかり
で、その日その日を過ごすことに一生懸命の毎日です
が、これからどうぞよろしくお願い致します。
私の福祉の原点は、私の育った環境にあります。幼
い頃、家には祖父母がおり、何をするも祖父が一番、
次に祖母でした。そんな家の中で、母はいつも一生懸命働いていました。ある日、祖
母が入院し介護が必要になり、さまざまな人間関係が交錯し、まるで修羅場と化して
いったのです。介護に対してさほど情報も無く、認知症の理解も乏しいあの時代、嫁
である母の苦悩は想像を絶するものがありました。すべてを背負い疲れ果てている母
の姿に当時中学生だった私も気持ちが落ち込んだことを覚えています。それでも、母
は、自分の限界を超えるほど祖父母に時間を費やしていました。7 年近く介護を必要
とする生活が続き、祖父母亡き後も親戚からは言われもないことを言われ、本当に大
変な時を母は乗り越えたと思います。
そんな母の今でも忘れられない姿があります。祖父に続き祖母が亡くなり、ふと一
息ついた頃でしょうか。ある朝、母がひとりで泣いているのです。そして、私を見る
やいなや、声を出して泣きだしました。葬儀の間中、気丈に振る舞っていた母のその
涙の理由は、
「祖母に朝食の準備をしないこと」への寂しさでした。あの日、母と声
を出して泣いたことは、私の大切な思い出です。
現在母は、85 歳になります。その母に言われました。
「あの時代に今のようなサー
ビスがあったら、もう少しおばあちゃんに優しくなれたかな？」
私が福祉の仕事に就くことになったのは、偶然ではない気がしています。母の思いを
心で温めながら、この仕事に取り組んでいきたいと思っています。
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県立芸術大学声楽科の皆様

フラダンス「ラブ・オハナ」の皆様

2012 年度の実習生有志によるコンサートです。

1 月と 3 月、2 回に渡りフラダンスを披露してくだ

声楽家 8 名による素晴らしい歌声に魅了されました。

さいました。ゲストの皆様も首にレイをかけ、フ
ラの衣装をまとい、ハワイの気分を楽しみました。

マンドリン「ドルチェ」の皆様

ム
ラ
グ
ロ
プ
紹介

いつもゲストの皆様に親しみのあるプログラムで
コンサートを開いてくださいます。やさしいマン
ドリンの音色はゲストの皆様にも人気です。

絵手紙
愛泉館に絵手紙プログラムがスタートして 1 年が
過ぎました。季節を感じる毎月の作品はどれも力
作です。

日東保育園年中組
男の子は元気いっぱいに「にっしん体操」、女の子
はかわいらしく「うれしいひな祭り」を見せてく
れました。
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書き初め

ゲストの皆様の堂々たる筆使いに感動します。
今年も素晴らしい掛軸が完成しました。

おやつ作り
この日は「串カステ
ラ」を作りました。卵

にっしん体操
いつまでも元気で！と願いを込めて、にっしん
体操。

と小麦粉の甘い香りに包ま
れて、おいしく出来上がりました。

編集後記
長期間に渡って実施してまいりました施設内外の修繕工事が、3 月末をもって、無事完了いた
しました。工事期間中、ご利用者の皆様には、大変なご不便・ご迷惑をおかけしましたことをお
詫び申し上げますとともに、ご協力に心より感謝いたします。
愛泉館は 24 年目の春を迎えました。改修工事を経て、少し若返った愛泉館で、ゲストの皆様が、
さらに気持ちよく、楽しく、毎日を過ごしていただけるように、温かいケアを心がけていきたい
と思います。
2015 年度も愛泉館をよろしくお願いいたします。

若い人の栄えはその力、
老人の美しさはその白髪である。
旧約聖書

箴言

２０章２９節

老人保健施設愛泉館
居宅介護支援事業所愛泉館

（浅井真希）

TEL 0561-74-1711
TEL 0561-74-1341

日進市東部地域包括支援センター TEL 0561-74-1300
有料老人ホームカナン
TEL 0561-74-8260
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