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川原啓美先生を偲んで
名古屋中村教会 牧師
愛泉館聖書集会

岩
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則

「たとえば家に一人で帰り、玄関のドアの
鍵を開け、家の中に入ろうとするとき、すぐ
傍らの電柱にとまっているカラスがカアと鳴
くと、私は「あれは暁子（さとこ）だな」と
思ったりしました。暁子が亡くなってからの
数日間は、自分も一日も早く死にたいと思い
ました。まだ彼女はそんなに遠くに入ってい
ないはずだから、今なら追いかければまだ追
いつけると。
」

『年若き友人たちへ』より

2006 年 2 月、川原啓美先生は、愛する暁

愛泉館の診察室にて（2003 年）

子先生を先に天に送られました。その直後の
ご自身の心境を綴られた文章です。先生は暁

出会いへの感謝の思いを新たにしつつ、神様

子先生のことを、しばしば「同志」という言

への賛美と祈りを捧げました。

葉で紹介されていました。半世紀以上の時代
暁子先生の存在が啓美先生にとってそうで

を共にし、その間にＡＨＩ、愛知国際病院、
そして愛泉館と、いくつかの豊かな出会いと

あったように、暁子先生亡き後、啓美先生は

分かち合いの場所を共に築いて来られた先生

愛泉館につながる私たち一人一人にとって、

にとって、「同志」暁子先生との別れは、ご

とりわけ、かけがえのない存在でした。もし

自分の心を引き裂かれるような経験であった

も「追いかける」ことができるなら、
もう一度、

ことでしょう。

先生のあの優しい笑顔、温かい話し声、真っ

そして、去る 5 月 22 日、啓美先生は暁子

直ぐに背筋の伸びた先生の後ろ姿をどこまで

先生の待つ神様のみもとへと旅立たれました。

も追いかけて行きたい、それが私たちの切な

先生は今、天にあって、「同志」暁子先生と

る願いです。電信柱の下で、ふと電線のカラ

の懐かしい再会を遂げ、地上にあって数々の

スを見上げてしまうように、今度は私たちが

夢を共にされた多くの方々と一緒に、収穫の

ポツンと地上に残されることになりました。
でも、そんな私たちのために、先生は先の

喜びを分かち合っておられることと信じます。
先生の葬儀には 500 名を超える多くの参列

文章を次のように結んでいてくれます。

者の方々が集い、悲しみのうちにも先生との
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「私は次第に季節の移り変わりと、それに
伴う自然の変化、花や動物たちにも深く目を
向け、心が動くようになってきました。死に
ついても、以前にあった底知れぬ恐れは消え
去り、神の深い愛の中に生きている、周りの
人たちに配慮してもらっている、という感謝
が強くなり、死は暁子につながる道、当然来
るべきものである、という想いに変わってき
ました。」
ここに先生は、
「死」とは、先に召された

節分の行事で赤鬼に扮して（2000 年）

愛する者と私たちとをつなぐ「道」と記して
います。「死」は新しい出会いの始まりであ

「彼女と共に分かち合った 51 年間の人生を

り、啓美先生、暁子先生は、私たちそれぞれ

神に深く感謝するとともに、これから私に与

の人生のゴールで私たちとつながり、神様と

えられる余生も、私を助けてくれる多くの

共に私たちの帰りを待っていてくださる。頼

人々と共に、精いっぱい生きようという想い

もしい人生の先駆者としての先生ご夫妻の姿

に満たされていました。人は一人では生きて

を、いつまでもこの言葉から、私たちは仰ぎ

はいけない、と多くの人が述べています。人

続けていくことができます。そしてさらに、

生は正に出会いと分かち合いそのものである、

その再会の日まで、私たちには果たすべき大

としみじみ思いました。
」

切な務めがありま

『分かち合いの人生』より

す。
暁子先生の追悼

愛する暁子先生を失った寂しさ、悲しさを

一 周 年 に 際 し て、

むしろ糧として、先生は再び、さらに豊かな

啓美先生の伝えた

出会いと分かち合いの場所へと導かれていき

新たな決意の言葉

ました。一度限りの命の尊さに仕え、一期一

をご紹介します。

会の出会いと分かち合いの喜びが息づく場所
である愛泉館には、これからもずっと啓美先
生、暁子先生の温かいまなざしが天から注が

誕生日会でのお祝

れています。今こそ私たち一人一人の涙を糧

いのメッセージ

として、さらに愛泉館の働きが祝福されるこ

（2014 年）

とを祈ってやみません。

川原啓美先生は 1981 年愛知国際病院を創

も歳を重ねていかれる中で、季節の移ろいを

設、院長を 18 年間務められたのち、1999

立ち止まって見つめることを知り、ゲストの

年より老人保健施設愛泉館施設長、2013 年

心に寄り添い、その胸のうちを察し、お一人

からは名誉施設長として愛泉館に勤務してお

おひとりに心のこもった温かな言葉をかけて

られました。愛泉館での川原先生は、ご自身

おられました。ゲストのみなさまにとっては、
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お誕生日に川原先生からお祝いの色紙を手渡

前に自分が思い描いた通りのものになった。
」

されることが、一年また一年と新しい歳を生

と言われたことがあります。そして、「大切

きる希望になっていたようにも思います。

なのは私たちではなく、私たちの周りにいる

愛泉館だより前号に「有料老人ホームカナ

人々。つまりゲストやご家族、そしてボラン

ン開所にあたって」と題し寄せてくださった

ティアさんである。その方たちにどれだけ寄

原稿が先生の生前最後の文章となりました。

り添っていけるかを常に求め続けなければな

その執筆にあたり、先生が最も大切にされ、

らない。
」と話されました。
私たちはこの教えを胸に刻み、ゲストやご

繰り返し言われたことは「地域と共に、地域

家族はもちろんのこと、忙しい中にあっても

に支えられて」ということでした。
1981 年愛泉会がこの地に誕生した時、川

変わらず愛泉館につながり支えてくださるボ

原先生が掲げたこの理念は、愛泉館において

ランティアのみなさまに感謝を忘れず、これ

も開設以来大切にされ、多くの地域ボランテ

からの愛泉館を共に創っていきたいと思いま

ィアのみなさまと共に歩みを続けてまいりま

す。
今後とも変わらぬご支援をどうぞよろしく

した。ボランティアの方々が愛泉館を「自分
の場所」として考え、生き生きと活動してく

お願いいたします。

ださる今日の姿を見て、川原先生は「34 年

（ボランティアコーディネーター 浅井真希）

こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです！
地域包括支援センターでは、地域のコミュニティサロンへ出向き、出張相談やミニ
講話を行っています。コミュニティサロンとは、地域の福祉会館などで介護認定を受
けていない高齢者の方々が、心身機能の維持・向上を目的として作品作りや健康体操
などを楽しみながら行う集まりのことです。その参加者の方から「ここ最近病院の入
院期間が短くなっているので、退院してからの生活が心配。
」
「これから福祉がどう変わ
っていくのか教えて欲しい」など、医療や福祉、生活に関わる相談を毎回多数受けます。
そのような心配事や気になることが安心につながるよう、主任ケアマネジャーは、地
域の医療機関や福祉の関係機関と連携し、一緒になって地域を支えていけるようパイ
プ役も担っています。これからも地域のみなさまが、住み慣れた地域で安心して生活
していただけるよう多くの機関と協力してまいります。いつでもお気軽に地域包括支
援センターへご相談ください。
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「在宅ときどき施設」
老健におけるリハビリテーションの展望
作業療法士

日比野

智

全国に老人保健施設（以下老健）が作られ

実」
「何をしてどんなふうに過していきたい

始めたころの老健の役割と言えば、病院と自

か」というニーズを汲み取り、生活と社会参

宅との中間施設という位置づけでした。現在

加に役立つようなリハビリを提供していかな

は、その目的に加え、地域で在宅生活を送る

くてはなりません。そして、ゲストのみなさ

高齢者を支えるための様々な機能に対する期

まの地域での生活を支えるために、施設内で

待が強くなってきています。

行うリハビリだけではなく、私たちリハビリ

平成 27 年度介護保険制度の改正では、地

スタッフが実際の生活の場である自宅へ赴

域の高齢者を支える「地域包括ケアシステム」

き、日常生活場面に沿ったリハビリを実施す

の構築が大きな柱となっています。地域包括

ること、それに加え、ゲストや家族の方々の

ケアシステムとは、地域で暮らす高齢者が住

「してみたい事」
「してほしい事」に焦点を当

み慣れた地域で最後まで尊厳をもって自分ら

て、その方の生活をコーディネートしながら

しい生活が送れるよう「住まい」「医療」
「介

一緒にリハビリに取り組んでいくことが大切

護」「予防」「生活支援」の５つのサービスを

だと思います。

一体的に提供する仕組みです。

老健は、安心して在宅生活を送っていただ

今回の改正で、老健においては、在宅復帰

くための重要な支援の場であり、資源の場で

機能の更なる強化を図るとともに、その反面

もあります。施設に入ったからといって在宅

で看取りに対する役割の強化も求められてい

への道が絶たれるわけではありません。在宅

ます。つまり、中間施設として在宅復帰を支

生活を選んだら絶対に施設を使わないという

援し、在宅復帰後の日常の生活、そして更に

わけでもありません。施設と在宅が一体と

は人生の最期までをも支援していくことが必

なって、ゲストやご家族の方々を支えていく

要であると考えます。

ことこそが老健の役割であり地域貢献だと考

高齢者の在宅生活を支えるため、老健での

えます。

リハビリテーション（以下リハビリ）は、急

『在宅ときどき施設』という考え方があり

性期医療で行われるようなリハビリとは違

ます。これからも、愛泉館をご利用いただく

い、生活の目的に合わせたリハビリが必要で

ゲストのみなさまが、この地域で自分らしく

す。それを実践するには、身体機能の回復は

過していただけるように支援させていただき

もとより、ゲスト一人ひとりの「生活の充

たいと思います。
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カナン

有料老人ホーム

2 月にオープンしましたカナンでは現在 15 名の入居者の
みなさまとご一緒に、アットホームな温かい雰囲気
を大切にして毎日を過ごしています。
春には近くを流れる天白川まで車で出かけ、満
開の桜を楽しんだり、隣接する荒池公園のベン
チでゆっくりくつろいだりしました。
最近ではご入居のみなさまも、カナンでの新しい生活
に慣れられたご様子で、思い思いに生活を楽しんでい
らっしゃいます。

週末にみなさん
揃って「風船ゲー
ム」で盛り上が
りました！
デイサービスカナンで魚釣りゲームに

カナンでの
ひとコマ

使う魚を作っています。

初めてのお誕生日
会。お誕生日を迎
えられた方を囲
み、ケーキと歌で
お祝いしました。
荒池公園で積
んだ野草を生
けられました。

有料老人ホームカナンへのご入居は要介護

せて、介護保険での様々な在宅サービスを組

認定を受けられた方が対象です。お一人暮ら

み合わせることで、お一人おひとりのご意向

しに不安を抱えておられる方や、ご自宅での

に沿った生活プランがご用意できるのもカナ

生活を続けていくことがご心配な方などをサ

ンの特徴です。

ポートさせていただきます。

ご相談・ご見学は随時お受けいたします。

愛知国際病院の医師が定期的にお部屋まで

お気軽にお問合せください。

訪問診察いたしますので、医療面に不安があ
る方でも安心して過ごしていただくことがで
きます。また、その方のニーズや体調に合わ
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有料老人ホームカナン
詳しくはホームページをご覧ください

居宅の窓から
藤井都子

愛泉館に入職して今
年で 10 年目を迎えまし

た。思い返してみるとここまでの道のりはあっという
間だったと思う気持ちと、長かったと思う気持ちと半々
ぐらいのような気がします。私は子どもの頃から愛知
国際病院の患者でもあったため愛泉館の存在は以前か
ら知っていました。愛泉館との最初の関わりは大学生
の頃で、ボランティアの体験を行ったことと、社会福
祉士の実習でお世話になったことです。
『小さい施設だからこそできる個別ケアがある』当時、学生だった私にとって愛泉
館が掲げているこの言葉はとても印象的で、短い期間でのボランティア体験や実習で
はありましたが、その言葉通り、愛泉館の温かさを色々な場面で感じられる良き学び
の場となりました。そして、私も愛泉館で働く先輩スタッフのようなケアができるよ
うになりたいと感じました。
大学を卒業後、愛泉館に就職し、入所棟で介護職として 5 年間勤め、その後、日
進市東部地域包括支援センターの職員を経て、現在は居宅介護支援事業所愛泉館でケ
アマネジャーとして働かせていただいています。人生経験もケアマネージャーとして
の経験もまだまだ浅く、ご利用者やご家族にとって十分なお手伝いができているのか
自信はありませんが、ご自宅へ訪問し、ご利用者のお元気な様子を拝見すると、安心
するのと同時に、私の方が元気をいただいて帰ってくることができます。
10 年間で多くのご利用者やご家族に出会うことができ、たくさんのことを学ばせ
ていただきました。部署が異動になることで、その都度、新しいことを身に付けてい
かなければならず、大変なことも多かったのですが、介護の現場からスタートし、色々
な経験を積み重ねてきたことが、今のケアマネジャーの仕事にも繋がり、活かされて
いると思っています。
高齢者の方々の長い人生の中のひとときに関わらせていただける仕事に就けている
ことへの感謝を忘れず、これからも一歩一歩成長していけるように頑張りたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。
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5 月 13 日

5 月誕生日会

フラ「オヒアレフア」の皆さん

5 月 26 日

合唱「ポエム」の皆さん

プログラム
紹 介
5 月 27 日
ベタニヤ幼稚園年少組

6 月 17 日

6 月誕生日会

バンドスマイルの皆さん

6月3日
スタッフ演奏会
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花の日訪問

愛泉館夏祭りのご案内
日に日に暑さが増し、今年も夏祭りの季節が
近づいてきました！
今年の愛泉館夏祭りのテーマは「夏祭り
豊かに

心

すごす瞬間 ( とき )」です。

2015 年８月２日（日）
17:30 〜 19:30
愛泉館駐車場にて
の創作花火の打ち上げがあります。
三好太鼓の音が響き渡り、豊味澄会の皆様を

ゲストの方々やご家族、地域の皆様が、共に

中心に踊りの輪が広がります。今年も出店に

夏祭りを楽しみ、夜空に上がる花火のように

は新メニューが登場し、フィナーレには恒例

たくさんの笑顔が輝きますように。
一緒に見て・聞いて・食べて、１年に１度の
夏祭りを楽しんでいただけたらと思います。

夏祭りボランティア募集
提灯やテントの設営、ゲスト
の付き添い・出店販売などをしていただけ
るボランティアさんを
募集しています。
初めての方も大歓迎です。

編集後記
あっという間に今年も半分が終わってしまいました。知らず知らずのうちに月日は過ぎて
いくようにも思えますが、それでも愛泉館の周辺の田んぼでは、ゴールデンウィークの頃に
植えられた早苗が、夏を前にぐんぐんと育ち、今では広い田を一面鮮やかな緑で埋めつくし
ています。そんな稲の成長を毎日目にしているだけでも、時は確実に流れていることを教え
られます。日々の時間の流れの中で、たくさんの出会いと別れがありますが、そのひとつひ
とつを大切に覚えていようと思っています。

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
｜8｜

