
 
  
 ［発行］社会福祉法人はりま福祉会 特別養護老人ホームせいりょう園 
    〒675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂 95-20 TEL 079-421-7156 FAX 079-421-6422 
          平成２１年 ９月 第１０３号   年間購読料１，０００円（１部１００円） 

ﾒｰﾙ seiryoen＠bb.banban.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seiryoen.or.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
政治の激動期は施策変革の大チャンス 

 

 自由民主党３００から１１９へ、民主党１１５から３０８へ、８月３０日に行われた

衆議院議員選挙で、大変動が起こりました。２大政党による政権交代の可能な政治体制が

実現したのです。 
 国会での議論を通して、施策を決定する過程が透明になり、国民がその議論に参加する

機会が生じ、政党側もその意見を無視し得なくなる状況がやっと実現しそうです。 
 数十年間、政権交代の可能性が極めて低い政治状況の中で、国民側からは与党や行政府に

対して、要望や陳情といった形で意見や希望を伝え、圧力団体を構成してその実現を図る

力を競ってきました。 
 審議会や協議会等、施策を決定する過程での議論は極めて形式的で、内容的には殆どが

行政官僚組織の中での議論と結果が追認されています。官僚内閣制とまで言われている

体制の中で、国・県・市町を通じて、施策の決定から施行の細部に至るまで、議論を殆ど

必要としない体制が出来上がっています。 
 この激動の結果、２大政党による議論が国会で成立し、施策が決定されていく過程が我々

国民の目に見えるようになり、その議論に対して一般国民からも、地方行政からも、意見を

伝えることが可能になる道筋を期待しています。 
 その中で地方分権の名の通りに、県の段階においても、市町の段階においても、協議会や

委員会での活発な議論が成立し、施策を施行する段階での修正が可能になる事を願います。 
 現在の介護現場は、本当に疲弊しています。予防重視型の介護保険制度の中で、要支援の

人から看取りの人までの介護に従事し、その中に存在する矛盾を解決できずに混乱し、

職員の離職が相次いでいます。 
介護の底に流れる思想や理念の希薄さと、介護に喜びを感じ取れない 

現場業務に対して、多くの職員が魅力を見い出せずに、早々と職場に 
見切りを付けているように思います。 

≪次ページに続く≫ 

              せいりょう園 渋 谷  哲  
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 ２万円や４万円といった金額の給与改善も然ることながら、それ以上に介護を支える

思想や理念を確立し、介護業務に喜びがあり、職業として魅力を感じる現場にする事が

急務です。 
 高齢期を生きる人にとっては、目指すは人生のゴールです。ゴールする姿は人生で最後の

自己実現であり、後世を託す人への最後で最高の贈り物でもあります。そのゴールするまで

を伴走するのが介護です。 
 高齢者には、如何なる姿で人生のゴールテープを切るのかを考え、その準備を整えなければ

なりません。その準備のお手伝いが、伴走者としての介護者の役割です。其処が介護の出発

点であり、人生のゴールとしての死と向き合う思想と理念が介護を支える原点となります。 
 高齢期の生活を支える高齢者医療と高齢者介護には、出発点を異にしながら、多くの連携と

協働が求められます。 
 高齢期に入った人の病気は、根本的には治らないものが多く、例え病気が治療できても、

必ず最期が訪れます。其処では、最期の迎え方を考える中で、治療の是非や程度を考慮して

いきます。如何なる状態になっても、死を避ける努力を最善として治療を優先する姿勢も

あれば、より良きゴールに向けて治療をしない選択肢もあり得ます。 
そのような中で高齢者医療では、治療よりも予防が重視されています。生活習慣病を予防

して、生活力や生命力をバランスよく維持する事が、より良きゴールインに繋がるのです。 
 一方で高齢者介護は、人間らしい姿と設えの中で、自然に安らかにゴールインする姿を思

い描き、その為の準備のお手伝いをしながら伴走し、ゴール後にも旅立ちの装いを施します。

そして、映画『おくりびと』に描かれた儀式の世界に引継ぎます。 
 現状の高齢者医療と高齢者介護の世界では、介護が予防の役割を担い、介護保険制度の中

でも予防の効果を求められています。一方で医療は、最期を先延ばしする治療を優先し、

最期を迎える人の８割が病院で亡くなっています。 
人生のゴールを目前にして、ゴールの地点が定まらずに、右往左往している高齢者の様子が

明らかに見えます。医療と介護の連携と協働の仕方が、鋭く問われていると思います。  
 間もなく、後期高齢者医療制度や介護職員の報酬改善についての議論が国会で始まります。

目先の報酬額や負担軽減等に惑わされずに、人生のゴールを目指して生きている高齢者の

生活を支える制度として、制度の根幹を流れる思想や理念を問い、生活感覚に根ざした

疑問を投げかけ、深く広く議論して戴きたい、と願っています。 
 政治の世界が大きく変動している今、政治の世界に身を置く方々には、国・県・市町それ

ぞれの立場で議論をする姿勢を貫き、国の決定した施策であっても、運営の段階では地方で

修正する力を持って欲しい、と願います。 
現場の我々も、絶えず現場の実情を訴え、改善に向けた発信力を持ちたい、と願います。 

 政治の激動する今こそ、政治の場に向けて声を上げ、議論をし、施策を変革する大きな

チャンスです。 
 



２市２町地域ケア協議会総会に参加して 

 
せいりょう園   渋谷 哲 

８月１８日加古川市総合福祉会館で行われた、２市２町地域ケア協議会の総会に参加し、鶴林

寺の幹栄盛ご住職の記念講演『生と死を考える』を聴き、高齢者介護に係わる者として、考えさ

せられる事柄が沢山ありました。 
老いの過程を生きる高齢者にとって、死は宿命であり、長く生きた生命の完結する姿であり、

人生を締め括る姿です。避けるべき最大のリスクであると同時に、充分に準備を整えて迎える

べき、永い人生のゴールでもあります。 
宿命として必ず迎えるゴールへの準備を怠り、生命維持を図る努力のみを最善とする社会は、

けっして豊かな社会ではない、と思います。 
今の社会は、産まれる子供の数が減り続け、自殺者が１１年連続して３万人を超えています。

生物として最も基本的な本能が希薄になり、生きる事に魅力がない社会になってしまったように

映ります。 
幹先生のお話を伺う中で、高齢者には『好い顔をして』人生を締め括る事が、子供たちへの

最高の贈り物である事を実感し、社会を構成して生きる本能を持つ人間には、長く生きた生命の

完結と、新たな生命の誕生は、表裏一体の相関関係があるように感じた次第です。 
次の世代に社会を引継ぎ、逞しく生きる意欲と覚悟を伝えるのが、老いて完結する生命の最も

重要な役割であると思います。 
 超高齢化と超少子化が同時進行する現在の社会で、同じ地域の隣り合う暮らしの中で、老いて

ゴールを迎える生命と、新たに誕生する生命とが交錯する、相互の関係性を創りだし、次の

世代に社会を引継いでいく大きな役割を担うのが、地域ケアだと思います。 
 現在のような政治も経済も混沌とする状況の中でも、人は生と死を連続して生きていきます。

老いた日々の暮らしと介護も続いて行きます。その暮らしの中で生と死について考え、ゴールへ

の準備を整え、人として質の高い生活を実現し、次の世代を育む

役割を果たして人生を終えたい、と願います。 
介護に携わる者として、地域ケアの重要な役割を自覚し、人生の

ゴールを目指す方々のより良き伴走者であり続けたい、との願いを

新たにした一日でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○入所判定済み者 ３０４名 グループの内訳 
Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ…１０８名／Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ…１２６名／Ⅲｸﾞﾙｰﾌﾟ…６５名 

 
 ○入所判定済み者の現在状況 

在宅１１７名／特別養護老人ホーム入所中９名／医療機関入院中８２名 
老人保健施設入所中７８名／ケアハウス入居中３名 
グループホーム入居中１０名 
 

辞退その他：せいりょう園入所２名／死亡３名 
                                       

 せ い り ょ う 園 待 機 者 状 況      ＜平成２１年 ９月８日現在＞  

鶴林寺 幹栄盛ご住職 



 
 

今回は加古川市尾上町長田の浄土宗長田寺(チョウデンジ)の藤井ご住職に来て頂いた。8 月は

お休みの為、2 ヶ月ぶりの講話となる。しかしこの 2 ヶ月はいろんな面で激しいというか、

シビアな時であった。気候も不順で梅雨らしくない梅雨が長々と続き、かと思えばとんでもない

激しい集中豪雨(ゲリラ豪雨)に各地で災害が起きる。兵庫県でもひまわり園で有名な佐用町が

豪雨に見舞われ花も大被害を受けた。その 1 週間ほど前に私はパソコン倶楽部の仲間と当地を

訪れ観賞し、お土産にもらって来たひまわりの種を園の花壇に蒔いて今かなり育ってきている。

災害を思うとき、しっかりと育ててあげたい、育ってほしいと願う。社会の大きな変化も予想

される。これまで考えもしなかった政権交代が実現した。結果、社会はどのようになって行くのか

確たる予測も出来ないが自分はこの時を経験できたことは意義のあることだと思っている。経験

したことも無い、予想もしなかったといえば『裁判員裁判制度』もそうだ。おりしもこの日から

神戸で４件目の裁判員裁判が始まった。父親を殺害しようとした殺人未遂罪に問われた被告に

対する審理。ご住職がこのことを意識されたのか否か定かではないが、今回は『子育て』が

テーマであった。 

講話の冒頭、長田寺(チョウデンジ)の由来について話される。古くから尾上町のあたりには

田が沢山あって、景行(けいこう)天皇の御世、かの地を訪れた天皇が多くの田をご覧になり地区

ごとにその特徴から、長田、養田、池田、安田と名づけられたとか。長田地区には最初｢長田城｣

があったが滅びその跡地に寺が創設され長田寺：呼び名がチョウデンジとされた 。次に本題に

入って行く。お釈迦様がおられた 2500 年前から今も続く悩み事、煩わしいことは何ですか？

世の中でもっとも煩わしいのは『子育て』です。インドの古い言葉で子供のことを『ラゴラ(邪魔

者)』と言います。それくらい子育てとは大変なことなのです。親子ともに真剣になれない、なか

なか本気で向かい合えないものです。子は親に甘え、得られぬものを求め、満たされぬおもいが

絶えず心にあるのです。不平、不満が積もり積もっていて、それを爆発させるか爆発させないかは

親子がいつかの時点で真剣に向き合ったか否かで決まるのです。親の｢～してやりたいが、今は

これが精一杯だ。我慢してくれ｣と言う気持ちが子供にまともに伝わっているかどうか？そういう

気持ちが通じれば子は育ち、成長し危機を脱せられる。通じなければ子はグレル。反抗する。

日本でも子供のことを『砂利(ジャリ)』と呼ぶことがあります。『子供はジャリのごとく育てなさい』

と言われます。ジャリの上を歩くとザクザクと荒っぽい音と感触を感じます。しかし一方

それだけにしっかりとバランスをとって注意深く対応します。それが大切なんです。半分

荒っぽく、半分丁寧に！ 

ここから説法が始まる。釈迦の一番信者は当時の国王でした。国王(ビンバサーラ)は、美しい

王妃、沢山の子供たち、豪勢な竹林の館(竹製：インドでは極上のもの)、平穏な社会、潤沢な

財産。ところが満足しきったところから崩れが始まる。国王は後継者選びに『獅子の子落とし』

的育成法を採った。子供を崖の下に突き落とし、生き残ったものを王子とした。しかし王子には、

そのとき負った手傷が残った。いきさつを知っていた部下の一人が王子に讒言的にその事を

知らせる。王子は激怒し国王を投獄し、食を与えず放置する。しかし一向に国王は絶命しない。

よくよく調べると王妃(王子の母)がせっせと国王に食事を運んでいた。これを知った王子は母を

も投獄してしまう。運命を恨み嘆き苦しんでいる所へお釈迦様が現れ諭される。 

｢お二人がそのような王子に育てられたのです。ちょっとした甘言、讒言に惑わされそれを

易々と信じきってしまうそのような 人間に育ててしまったのです。｣ 

 
仏教講話より 谷澤 高明 



国王と王妃は子供や部下を恨んだ自分たちのいたらなさを恥じ猛省し、心を入れ替え生き方を

変え、生き生きと生活を始めます。不審に感じた王子の前にもお釈迦様が現れ、同じように説か

れ王子も改心しました。とかく子供は甘え、良からぬことは全て人の所為にする。親は自分の

育て方を棚に上げて子供に過分な期待をする。親子は肝心なときに一度は真剣に向かい合う

べきです。親は親としてガツンとやるときはやるんです 。子供は親の真剣さは感じとるもので

す。親だけではなく誰しも大人として大人らしく、時には一言アドバイスを言ってやりましょ

う。 

終始よどみない語りと興味深い内容に引き込まれていく充実のひと時でした。ありがとうござ

いました。 

私は藤井御住職の講話を聞きながら、先日購入した本の一説を思い出していた。 

：相田みつを いのちのことば、『育てたように子は育つ』 

：書家、詩人相田みつを(1924～1991)の残した作品の中から２０編が編集。 

：著者は佐々木正美。小学館。 

 
 
 

 
 
 

M さんの看取りについて 

ユニット 介護士  北辰 力 

 

 Ｍさんとは従来型の特養に入所された当初から関わらせてもらい、お茶や水分に対してとて

も執着のある方だと思っていました。それは職員の方を見ると「お茶くれ～な」「ご飯くれ～な」

と訴えの多い方だったからです。 

 私のユニット型特養異動と同時に一緒に移られたのですが、担当ユニットが違った為、朝出勤

してきた時や早出や遅出・夜勤の時と関わる時間は持てなかったのですが、Ｍさんと関わろうと

時間を見つけてはＭさんの所に行きコミュニケーションを図るように努めました。ホールで過ご

されている際職員と好きな歌をよく歌われていたのがとても印象に残っています。 

 休みの後出勤すると状態が悪化して寝たきりの状態になられていました。Ｍさんは食事・水分

が好きな方で勢いよく食されむせ込みが多くみられていた方だったので、寝たきりになられてか

らはご本人の嚥下状態をチェックしながら出来る限りご本人の嗜好の物を摂取してもらおうと

対応していきました。寝たきりになられてからも家人の面会が少なかったのが気がかりで、もう

少し面会に来てもらえるようにお願いが出来たら良かったと思いました。 

 Ｍさんが亡くなられた日は早出で休憩中に日勤者よりＭさんの様子がおかしいと言われ見に

行くと顔色が悪く、自分がパニックになってしまって対応をどうしようとなってしまい、上手く

対応出来ずに先輩職員に助けてもらいました。自分自身落ち着かなければいけないのにパニック

になり何も出来なかった事に悔いが残っています。これから後輩にも教えていかないといけない

立場なのでまずは自分が落ち着き、冷静に対応する事の大切さを学びました。 

 この経験を忘れることなく次に活かせるように努力していきたいと思います。 

～かけがえのない一刻
ひととき

を 介護現場発信情報 



  介護者の集い－認知症サポーター養成講座－ 
テーマ「せいりょう園のくらし」 

 
せいりょう園老人介護支援センター  

社会福祉士  吉田 知一 
 

 ８月の介護者の集いでは「せいりょう園のくらし」を納めたビデオを鑑賞していただきま

した。 

以前に開催した６月の介護者の集いのテーマは「利用者の外出について」でした。せいり

ょう園では、利用者を私たちと同じ人間であることを尊重しているため、すべての施設の玄

関にはカギを閉めていないというお話をさせていただきました。そこで皆さんから出た意見

として、「認知症という病気になってしまったら、思うことも考えることも出来なくなるの

で、カギの閉まった安全な場所で生活してもらったほうがいい」という意見が多くありまし

た。おそらく、一般的な認知症という病気についてのイメージも、このように考えている方

が多いのではないかと思います。しかし、実際に日々、認知症の方と接している私たちが思

うに、認知症の方が何らかの思いを巡らせ生活されていることを肌で感じることが出来ます。

それを言葉で伝えることが出来れば一番良いことなのですが、上手くお伝えできなかったよ

うに思います。百聞は一見にしかず。今回は、利用者の方がどのような場所で、どのように

生活をしているのか、「せいりょう園のくらし」を納めたビデオを鑑賞していただこうと思

ったのです。 
 
○ビデオ撮影について 

撮影場所＝ユニット型特別養護老人ホーム、グループホームせいりょう園、憩の家 

撮影時間＝約１７分 

撮影内容 

・普段の日常について、ユニット型特養、グループホームのフロアとお部屋 

・利用者が実際に外に出て行き、職員が後ろからついていくところを撮影 

・認知症の方が思いを巡らせている場面（徘徊、読書など） 

・自分の出来ることはしていただいているところ（食器の片付けなど） 
 
○ビデオ鑑賞のポイント 

・せいりょう園のユニット、グループホームに入所されている方の日常、お部屋を観ていた

だくことで、どのような状態になったとしても一人の人間として生活を尊重して介護をし

ているということを知っていただきたい。 

・認知症の方でも私たちと同じように思いを巡らせて生活し、私たち以上に精一杯生活され

ているということを知っていただきたい。 
 
○上映後、グループワークで出た意見 

・１２年前に、母がある施設に入所していたが、その頃とは全然違う。そこでは徘徊の

ひどい人は薬で落ち着かせたり、紐で縛ったりして動けなくしていた。 

・選挙はどうしているのか？理解していない人の投票はどうなっているのか？ 

・老人ホームとグループホームの違いがよく分からなかった。似ているように思った。 

・見張られているのは嫌。気にかけられているのがいい。（利用者の方） 

・好奇心で話し掛けてくるのは嫌よね。（利用者の方） 



・ご主人を介護して姑も介護して、昔は我慢した時代だった。（利用者の方） 

・生きがいを持つということは、自分にも責任を持つということなのかな。 

・ドアが閉まっていて自分の空間があるから                      

こそ、自分らしい生活があるのではないか。 

・カギがかかっていない施設はあまりない  

のでびっくりした。その分職員に負担が 

かかりそうだ。 

・同時に何人も利用者が外出した場合はど 

うなるのか？ 

・認知症を患っていても私たちと同じように、  

物事を考え、何かしらを思い生活して 

いるのだということが分かった。 

  

感 想 

 ビデオを観ていただいた後、いつものようにグループワークを行いました。ビデオを観た

感想について話し合っていただきました。その中で、「認知症を患っていても私たちと同じ

ように、物事を考え、何かを思って生活しているのだということが分かった」という意見が

ありました。つまり、認知症の方に対する視点が変わったということだと思います。 

私たちが手をさしのべるのではなく、できるだけ自分自身の力を使っていただく。一人の

人間として尊重し、自由と責任のある生活を過ごしている利用者の姿を観ていただくことで、

今までとの価値観とは違った視点もあるということを知っていただけたのではないかと思

います。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次回の介護者の集いは？ 

９月の介護者の集い   テーマ「看取りと緩和ケア」 

１０月の介護者の集い   テーマ「施設入所にいたるまで」 
 

 
 

１０月 １日(木) 開園記念日 

１０月 ３日(土) 園長との懇談 

１０月 ５日(月) 仏教講話 

１０月１４日(水) 昼食会        
１０月２３日(金) 郷土料理 

介護者の集い 

～施設入所にいたるまで～ 
      

運動会  日時未定 

          

せいりょう園 １０月の行事予定 
 

月曜日  のびのびルーム（自彊術） 

火曜日  のびのびルーム（映画会） 

水曜日  のびのびルーム（カラオケ） 

      音楽療法 

      自彊術療法 

      お話グループ・福寿草の会 

木曜日  のびのびルーム（自彊術） 

金曜日  ピアノ教室 

 

せいりょう園 毎週の行事 

 

 



 
 

            機能訓練指導員 鍼灸マッサージ師 橋本 圭弘 
 
 先に、今の世の中、みんないずれ独り暮らしになることを覚悟しておくべきだと書いた。子供

との関係において、今のお年寄りはまだ子供とのつながりがかなり深いように思われるが、これ

からのお年寄りは、子供とのかかわりが薄く、子供も親の世話をしようとする者はさらに少なく

なるように思う。そうなると、子供が居るとしても、最後は結局独り暮らしになることを覚悟し

ておかなければならない。もはや、独り暮らしの老後は他人事ではないのだ。 

さてここで、年をとってから独り暮らしができるかといえば、女性の大半はこれまでの実績か

らしてまず問題はないように思うが、年をとった男性、特に戦前生まれとか、団塊の世代以前に

生まれた者は、多くの者が夫婦分業というか、男は仕事一筋、女は家事育児専門の形式で過ごし

てきているので、台所に入ったことのない男性の多くは、一部の例外を除き、自活困難な者が多

いのではなかろうか。そうなると、お手伝いさんにきてもらうか、施設に入所させてもらうしか

方法はないように思う。そのためには資金が必要であることはいうまでもなく、それがためにこ

れまでせっせせっせと働いて老後資金を蓄えてきたのではなかったか。老後資金というのはこん

なときにこそ使うべきお金なのだ。 

このように、これからのお年寄りは女性も男性も連れ合いよりも後に残ったものはみんなやが

て独り暮らしにならざるを得ないのであるから、他人同士でもお互いが助け合って生きなければ

ならない。子供があろうがなかろうが近くの友人こそが頼りになるのだ。その意味において、近

い将来を予見し、普段から友達づくりをしておくことが大切なのだ。そうなると、会社勤めをし

ている男性や勤めを持つシングルの女性などは、普段の近所づきあいが少ないので、近隣の友達

も多くはないのが普通だろう。私の場合でも、今の住所に移ってもう２５年にもなるが、同じ隣

保の人とでも、朝夕の挨拶を含めても、まだ口を利いたことのない人が何人もいる。外へ出る機

会が少ないとこんな具合なのだ。友達あるいは仲間というのは、再々出会ってこそその関係が深

くなってくるものだ。 

 かつての親しかった友達も、「去る者は日々に疎し」で、ご無沙汰が過ぎると、自然疎遠にな

り、友達とはいい難い関係になってしまう。それ故にこまめに電話をしたり、メールを送ったり、

手紙を書いたりすることを途絶えさせないようにすることが大切なのだ。なにもないのに突然連

絡することはいささかしにくいことではあるが、友情を保つには必要なことではなかろうか。 

 
 
 
 
 
 

独居予備群談義 （３）
 

ケアハウス等空き情報 ＜平成２１年 ９月１５日現在＞  

≪ケアハウス≫ 
・恵泉      ：若干       ・第二ケアハウス ：若干 

・シスナブ御津  ：1 人部屋２室   ・ｳｪﾙﾋﾞﾝｸﾞはりま ：１人部屋１室 

・香楽園     ：２人部屋１室   ・むれさき苑   ：１人部屋２室 

・青山苑     ：１人部屋１室   ・ｹｱﾊｳｽｱｾﾞﾘｱ   ：１人部屋２室 

         ：2 人部屋 1 室            ：2 人部屋 1 室 
   
 

[問合先]せいりょう園介護相談室   ℡(079)421-7156/(079)424-3433   


