第 80 号

2015 年 10 月

発 行 : 医療法人財団愛泉会 老人保健施設愛泉館
発行人 : 井 手
宏
〒 470-0111 日進市米野木町南山 987-44
TEL 0561-74-1711 FAX 0561-74-2971
E-mail rouken@aisenkan.net
表題の ｢愛泉館｣ の文字は､ 下敷領加代子様の揮亳です

デイケアへようこそ !

〜自宅で暮らすお手伝い〜
通所 看護師長
相談員

松

下

恵

美

愛泉館の正面玄関を入って左手にあるフロ

多くが、ボランティアさんに支えられている

アが通所リハビリテーション棟です。南側は

ということも愛泉館の大きな特徴です。今ま

一面大きな窓ガラスで、一年中太陽の光が射

で外出が億劫だった方が、ハーモニカ演奏を

し込むとても明るいお部屋です。愛泉館にこ

楽しみに毎週通ってくださったり、愛泉館で

の通所リハビリテーション棟が完成して早い

作った作品を「ご家族にプレゼントする !」

もので 10 年が経ちました。毎日、多くのゲ

と笑顔で持ち帰られたり、
「詩吟発表会」
や
「紅

ストの皆様にご利用いただき、改めて感謝申

白歌合戦」などの恒例行事できれいにおめか

し上げます。

しされて舞台に立たれたり…と私たちスタッ

「通所リハビリテーション」は「デイケア」

フだけではなく、多くの地域ボランティアさん

とも呼ばれ、日帰りで入浴やリハビリを受け

との関わりがあるからこそ、ゲストの皆様には、

ることできる介護保険サービスです。

より生き生きと愛泉館のデイケアを楽しんでい

デイケアの一日は、朝の送迎から始まり

ただくことができると思っています。
また、私たちデイケアスタッフは、
「入所」

ます。愛泉館では 4 台の送迎車で、日進市・
みよし市・東郷町の地域（※注）を回り、ご

「ショートスティ」といったお泊りのサービ

自宅の玄関先までスタッフがお迎えに伺って

スに比べて、朝夕の送迎時など、ご家族と直

います。送迎車の中では、車窓から見える四

接お話しする機会も大変多いです。朝、ご本

季折々の景色を眺めながらおしゃべりに花を

人と一緒に私たちの到着を待っていてくださ

咲かせます。

るご家族の様子が普段に比べて元気がなかっ

愛泉館に到着されてからは、リハビリに熱

たり、お見送りの声か暗かったりすると「お

心に取り組まれる方、お風呂でさっぱりされ

疲れなのかな…」と思い、お声をかけさせて

る方、プログラムに参加される方など様々で

いただきます。また、連絡帳などを通してご

すが、どなたにも住み慣れたご自宅での生活

自宅での様子を知り、そのことをケアマネや

がいつまでも続けられるように、ご本人の持

相談員など他のスタッフへ繋げることもでき

っている力を引き出すような支援をさせてい

ます。そのような間接的なケアも在宅生活を

ただいています。そのため、愛泉館では、ゲ

支援するうえで重要な役割だと思い、大切に

ストの方々のこれまでの趣味や特技を生かす

していることの一つです。

ことのできるプログラムを多数用意し、その
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デイケアのご相談やご見学にいらっしゃる

方の中には、初めて介護保険サービスを使う、

住み慣れた地域の中で、何十年と住まわれ

という方も多くいらっしゃいます。始めは、

た大切なご自宅での暮らしがいつまでも続け

利用されるご本人も送り出されるご家族も不

られるように…これまで過ごしてこられた年

安があると思いますが、安心してご利用いた

月を大切にしながら、尊厳をもって自分らし

だけるよう努めさせていただきますので、ご

く過ごすお手伝いをデイケアを通してできた

興味のある方はお気軽にお問合せください。

らとても嬉しく思います。

ご利用してくださる皆様のニーズに合わせて
体験利用や短時間（半日）デイケアも実施し

(注)みよし市・東郷町につきましては一部送迎対象
外の地域もあります。詳しくはお問合せ下さい。

ています。

デイケアの一日
△

布細工

朝

△

布ぞうり
作り
ご自宅までお迎え・愛泉館到着

昼食

スタッフがご自宅の玄関までお迎えにまいり
ます。運転手さんの運転する送迎バスで愛泉

食事前にはリハビリスタッフによる嚥下体操

館に到着したあとは、お茶を飲んでホッと一

を実施し、食事中は栄養士による栄養管理を

息。体温や血圧を測り体調チェックをします。

行っています。

午前

『嚥下（えんげ）』とは飲み込みのこと。
書道△
△

リハビリ

食べ物や飲み物を飲み込むのには、舌の
他に口の周りや首の筋肉を使って、のど
へと送り、それをさらに食道へと送りこ

いろいろやりタイム・入浴・リハビリ…とご

みます。嚥下体操とは、そのために必要

本人のご希望に沿ったプログラムへ参加をし

な筋肉の体操です。

ていただきます。
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夕方

午後

「今日も 1 日ありがとうございました !」

昼食後は要支援の方を対象に『介護予防運動
機能訓練』を実施しています。
木曜日にはボランティアさんによる『スマイル
喫茶』が開店し、煎れたての美味しいコーヒー

バスでご自宅までお送りします

を召し上がっていただくことができます。
合間の時間に、玉コロピクチャー作りに励ま
れ る 方 や、 お
しぼりたたみ

始めました !
音楽とリハビリの
コラボレーション

をお手伝いく

『○○しながら○○する』という 2 つ

ださる方もい

動作を同時に行うことが、物忘れの予防

らっしゃいま

にとても効果があると言われています。

す。

そこで愛泉館では、以前から行っていた
音楽療法士による回想療法（昔懐かしい

2 時になると午後のプログラムが始まります。

歌に触れることで、心身の活性化を図る
こと）
に、
リハビリ体操を組み合わせ、
『歌
を唄いながら、体を動かす』という取り
組みを始めました。体操の順番を記憶し、

△

ハンドベル

歌を唄いながら手足を動かす ! とても難
しいことですが、ゲストの皆さんは熱心
に楽しみながら取り組まれています。
△

手工芸

△

おやつ
づくり
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居宅の窓から
葛巻典子

「川原先生との出会い」

川原先生と初めてお会いしたのは 19 年前。そのとき私は夫がすい臓がんで余命半
年と宣告された一人の専業主婦でした。抗がん剤の治療を選択せず、夫の希望で大学
病院を急いで退院したものの、毎回の通院で体力を奪われていく夫を見ながら、これ
からどのようにしていったらよいのだろうかと途方にくれていました。そんな時に夫
の母ががんセンターで、日進市に愛知国際病院という病院があり、何やら良い病院で
あると聞いてきたのです。私たちは半年前に日進市に越してきたばかりで、愛知国際
病院という名前を聞くのも初めてです。
近所で親しくしている人も無く、病院の評判を聞くすべもありません。どうしよう
か 2 人で考えていたところ、子どもが通っている小学校で愛知国際病院の院長であ
る川原先生の講演会が開かれることを知りました。その講演を聞いて良いお話であっ
たなら、病院を移ることを考えようと夫と話し合い、私は藁（わら）にもすがるよう
な気持ちで小学校に出かけました。
そのときの川原先生のお話はご自分がネパールに医療協力に行かれたときに出会っ
た下腿に皮膚がんを患った女性のお話でした。先生は「私はクリスチャンとして、イ
エスは私たちのために命を捨てて下さいました。そのことによって私たちは愛を知り
ました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。（ヨハネの手紙

3 章 16

節）というみことばを知っていましたが、実際にそんなことができるだろうかと考え
ていました。しかしその女性は自分の家族のために自分の命は無くなっても仕方ない
と言ったのです。私はこの小さな国の何も力のないと思われる女性から大きな愛を教
わったのです」と言われました。
お話を聞いていた私は涙を止めることができず、それでもなぜか心が温かくなり、
すぐに家に帰って夫に「この先生の病院なら信頼できる」と伝えて、数日後 2 人で
病院の外来を訪ねることになりました。
愛泉館だよりをご覧になってくださるみなさんにも川原先生との忘れられない出会
いや思い出があると思います。私たち職員もひとりひとり先生と楽しく語らった場面
や、かけていただいた言葉を大切に心の中にしまっています。
これからも先生が大切にされたものを引き継ぎ、志を高く持って働いていきたいと
思います。
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愛泉館の夏
ハンドベルコンサート

愛泉館夏祭り

リリオンベルズのみなさん

～夏祭り 心豊かに

7 月誕生日会
7月8日

過ごす瞬間（とき）～

すいか割り

7 月 22 日

8月2日

ハーモニカコンサート
8 月 13 日

ハーモニカＦＵＦＵのみなさん

中高生夏休み喫茶
7 月 27 日・8 月 3 日
日進市社会福祉協議
会青少年ボランティ
アのみなさん

8月5日

ハーモニカコンサート

サマーコンサート

あきらとマドンナのみなさん

日進市教育委員会初任者研修

7 月 30 日～

31 日・8 月 5 日～ 6 日・8 月 17 日～ 18 日

祝・敬老

8 月 28 日

不破由美子ピアノ教室門下生のみなさん
ボランティアの皆様

♬

8 月誕生日会

♪

♫♩

ありがとうございました。

日進市内にお住まいの 100 歳以上の方に萩野
幸三市長より敬老金が贈呈されました。
左から
土屋威一郎様（明治 43 年 10 月 25 日生）
野島千代子様（大正元年 8 月 27 日生）
坂野あい子様（大正 5 年 11 月 22 日生）
おめでとうございます。
いつまでもお元気で…
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風景

ゲストの

土屋威一郎様
こ の 10 月 25 日
で 105 才を迎えます。

故郷の秋の景色がまざまざと思い出されまし
た。そして浮かんだ句です。

私は、明治 43 年 10
めづらしく

月 25 日、 長 野 県 宮

晴れたる秋の日和かも
庭いっぱいにもみ干せる家

越木嶋平村の小作農
の農家に生まれまし
た。両親と八人兄弟、

「新万葉集」という東京の短歌の本に投稿

という家でしたから

するとこれが採用になり初めて活字になりま

小作農ではとてもたりることはありません。

した。その歌が愛知新聞（現在の中日新聞）

長男だった私は

冬場だけ名古屋に出て魚市

の中日歌壇の選者をなさっていた斉藤史先生

場で働きましたが、後に 1 年中そこに住み

の目にとまり斉藤先生の「原型」という雑誌

込みで働くようになり、それは 15 年ほど続

に参加できるようになりました。この
「原型」

きました。戦争後は自転車でまわって魚を売

は

ることもしました。名古屋の車道（くるまみ

続きました。小学校しか出なかった私は、古

ち）に車道市場ができた時、そこで魚屋を開

語の文法などは習っておりません。ですから

きました。地下鉄が通ることになったのを機

古い言葉と現代の言葉をいかに組み合わせて

に、私は同じ千種区の振甫町に 30 坪の土地

いくかいつも考えております。夜寝るときも

を買って、そこで魚屋を開きました。妻と二

枕の下にノートを置き、思いついた言葉があ

人で仕事をしていましたが、2 年後、妻はパー

れば、すぐに書き留めるようにして言葉探し

キンソン病で倒れてしまいました。今と違い

をしています。

斉藤ふみ先生が亡くなった 2002 年まで

当時は不治の病とされ妻は日進に住む娘の所

現在は引退してのんびりしています。「原

で暮らすようになりました。私はその後、ひ

型」がなくなったあと「水星」という季刊の

とりでやっておりました。33 年間続けまし

同人誌に投稿するよう誘われました。今はこ

たが 88 才の折、沢山の魚を取り扱う事が負

こに投稿する歌をつくるのが楽しみです。

担になり、うなぎ一本にしぼり「正木屋」と

最近の歌です。

いう鰻屋を開きました。タレがうまいと評判
ねんげつにつづけてかわる日時にて

でたくさんお客さんもつきました。
短歌を始めたきっかけは

おのずからなる定めなりけり

友達が「波の穂」

という短歌の会に誘ってくれたことです。私
は大津の琵琶湖で主催される百人一首の大会

振り返ると、長い間、皆さんの助けでここ

に出たりしていましたから、短歌には親しみ

まで来ることができたように思います。11

があり、歌を作って楽しむようになりました。

月には「水星」に私の歌が載ります。私は、

昭和 10 年のある日のことです。仕事に行く

今までに句集を二冊出していますが、なんと

途中、熱田の維新中学の隣の農家を通りかか

かして三冊目を出したいと願っています。

りました。庭一面に干されたもみを見たとき
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こんにちは
日進市東部地域包括支援センターです !
消費者被害に遭わないために
悪質な訪問販売や住宅リフォーム、消費者金融などの被害が増えています。
地域包括支援センターではそういった消費者被害についても相談対応しています。
今回は被害に遭わないための注意点を事前におさえておきましょう。
★だまされたことに気づきにくい場合
「私はだまされたことがない」と思っていても高額な契約をさせられている可
能性があります。悪質業者は優しい言葉で近寄り、高齢者の話し相手になっ
てくれます。そのため親しくなった若い販売員を慕って契約してしまうこと
もあります。
⇒疑うことを知らない高齢者はまさか自分がだまされているとは思いません。
★被害に遭っても誰にも相談できない場合
たとえ被害に遭っているのではないかと自覚していても、
「誰にも相談しない」
「被害にあったことを恥ずかしく思い迷惑をかけたくない」
、
「だまされた自分
が悪いと自らを責める」など・・・
⇒悪質業者は巧みな言葉で不安をあおったり、
「誰にも言ってはいけない」と
口止めをする場合もあります。
★こんな場合は注意
①「無料でプレゼント」⇒実は勧誘である場合が多いのできっぱりと断る
②販売業者の社名や連絡先が分からない⇒しっかり確認する
③「魚は好きか」と聞かれて答えただけなのに、勝手に送りつけられる
⇒一方的に送りつけられた場合、受け取る必要はない
④「クーリングオフ」できないと言われる⇒電話で勧誘された場合はできる
⑤断っても勧誘される⇒地域包括支援センターや消費生活センターに相談する
困ったときは早めに地域包括支援センターにご相談ください。
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カナン

有料老人ホーム

施設長

三

村

隆

介

また、カナン 2 階の西側リビングは、と
ても見晴らしがよく、9 月 20 日に開催され
た「にっしん夢まつり」の打ち上げ花火を見
ることができました。当日は夕食後、2 階リ
ビングに集まり、それぞれの想いで過ぎ行く
10 月で有料老人ホームカナンが開所して
8 ヶ月が経ちました。おかげさまで 8 月に

夏を惜しみながら綺麗な打ち上げ花火を楽し
みました。

は 17 部屋が満室となり、生活感と活気が出

これからも毎日を楽しみながら、安心して

てきました。新しくボランティアの方々も

過ごしていただけるようにスタッフ一同努め

お迎えし、お話相手やハーモニカ、三味線、

てまいりたいと思います。

おはぎ作りなどのプログラムをサポートし
ていただいています。「今日はハーモニカが
ある日でしょ？」と朝から楽しみにされ喜
ばれています。
おはぎ作り

△敬老会壁飾り作り

△

△
△三味線コンサート

編集後記
今号『ゲストの風景』でご紹介した土屋威一郎様は、88 歳の時、鰻屋を始められました。
「人はいつからでも新しくなれる」という創設者川原啓美先生の言葉を思い出します。
学びの秋を迎え、愛泉館では連日、様々な学部で学ぶ若い学生達が実習しています。
愛泉館での学びが活かされ、彼らの今後が充実したものであるように願います。
（浅井真希）

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

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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