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普遍的介護保険制度への転換を目指して 

 
 今年は政権交代が起こり、変革に向けた本当の節目の年になりそうな気配があり、

来年度に向けて大きな期待を抱きます。 
 最近加古川市で、知的障害の４１歳の娘と無理心中を図り、６４歳の母親が殺人罪

で逮捕されました。神奈川県の相模原市では、進行性の難病（ＡＬＳ）で『死にたい』

と訴える４０歳の息子の人口呼吸器の電源を抜いて殺人罪の判決を受け、５年の執行

猶予が満了した母親（６５歳）が『死にたい』と訴えて夫（６６歳）が刺殺した事件

が報道されました。 
障害を持つ子供の母親が他者と社会を信頼できず、明日の命が知れない難病の人と

その両親が、今生きている事の喜びを感じ取れず、昔も今も、家族同士がお互いの命

を絶つ事で解決を図ります。そして高齢者介護に関しても、家族による虐待が増加し、

心中や殺人事件が続発しています。何十年にも亘る介護の経験が、介護者と要介護者

の双方を支える思想にも信頼感にも結び付いていない現状が見えてきます。  
 先天的に障害を持つ人が直面する生活課題や、事故や難病の為に人生の途上で直面

する障害や死は、今までにも常に存在し、それは少数者の抱える特殊な生活課題とし

て、従来は保護や救済の対象として解決が図られてきました。 
 社会が高齢化するに伴い、高齢者の殆どが何時かは障害者となり、必ず死に直面する

時が訪れる事に気づき、ノーマライゼーションの理念が普及しました。高齢者が直面す

る生活課題は、先天的な障害者にも、事故や難病の人にも共通する普遍的な課題であ

り、『自立支援』を基本理念として高齢者の生活を支援する施策を施行してきました。 
老いて障害を有する状態になっても、老いて死を覚悟する状況になっても、自立し

た生活の主体者として生きる事を目指して、その為の準備を重要視します。その準備

の過程で、障害や死という共通する課題についての苦悩や葛藤を 
共有し、共通する価値を学び、共通する喜びを知り、老いと死に 
向き合う思想を確立して、高齢者は自らの人生を締め括ります。 
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 しかし予防重視型の介護保険制度は、高齢者に『要介護にならないように』『重度化

しないように』との努力を求めて課題の発生を防止しようとする結果、多くの高齢者が

要介護になり重度化した場合への準備を疎かにしています。 
今行われている介護予防の取組は、元気老人がより長く元気でいたい、という願望を

追い求めるのみであり、老いが抱える現実には目を瞑っています。その当然の結果とし

て、高齢者の多くは自らが障害を持つ身になる事を想定せず、障害者や難病の人とその

抱える生活課題を共有せずに、彼らと共感する価値や喜びも持ち合わせていません。 
先天的に障害を持つ人に対して予防を呼び掛けるとき、その出生や存在を否定する意

味合いを持つ危険性があります。難病で死が避けられない状況の中で生きている人に対

して、死を避ける努力を最善とする取組は、彼の生きる力と生きる喜びを支える役目は

果たせません。 
予防重視型の介護保険制度が、現実の生活課題に向き合う為の思想を基礎にしていな

いが故に、長年介護に携わるご家族の思想を支える事ができず、心中や殺人で解決を図

る事件が後を絶たずに起こっているように思います。 
 高齢者の介護保険制度が、全ての人に必ず訪れる老いと死に向けての準備を促す『準

備型システム』に転換して運用されるとき、多くの高齢者が老いに伴う障害や死に向け

て準備する過程で、先天的に障害を持つ人とも、事故や難病で死に直面している人とも

共通する普遍的な課題に向き合う事となります。 
 準備の過程で高齢者のみならずご家族や介護者も含めて、老いに連れて徐々に力が低

下していく事を認識し、力が尽き果てる生命への想いが巡ります。幾多の苦悩や葛藤を

経験して思想や信仰心に目覚め、自然の摂理に添った生命の営みに気付いて今を生きて

いる事を感謝し、他者への信頼を学びます。 
 介護の現場では今、人間のみが持つ営みとして、長く生きて力が尽き完結しようとす

る生命に対する敬意の表し方が、ご家族や介護職に鋭く問われています。 
生命そのものの存続を願って延命の為の処置を最優先する人達と、自然の摂理に添っ

たご本人の寿命を大切にしたい、と願う人達と、大きくは２つに分かれています。 
世界的に多くの人達が、生命そのものよりも、生命の質＝ＱＯＬを尊重する事を願い、

寿命が尽きる過程を地域社会の一員として暮らす事が、社会人として最後の役割である

と考え、医療処置に身を委ねるのではなく、コミュニティケアとケアマネジメントに生

活の支援を求めています。 
 日本でも今、地域包括ケアの取組を創め、高齢者が地域で生活する中で人生を締め括

り、次の世代への引継ぎを図ろうとしています。それには介護保険制度を、予防重視型

ではなく、いつかは必ず生じる老いと死に向けて準備する仕組みとし、障害者や難病の

人とも共通する普遍的な課題に向き合う『普遍的介護保険制度』として再編する事が必

要です。 
政権交代に伴い様々な施策の抜本的な変革が検討されている中で、介護保険制度につ

いても根本的な変革を期待し、長年介護してきた人が信頼するに足る社会を目指して、

現場からの意見を是非届けたい、と心より願います。 
せいりょう園  渋 谷  哲 

 



 
機能訓練指導員 鍼灸マッサージ師  橋本圭弘 

 独り暮らしをしている人に、「今の生活ぶりはいかがですか。楽しいですか。充実していま

すか。」と尋ねた場合、「ハイ」と素直に速答される人は一体どれくらいおられるでしょうか。

今現在、独居なさっておられる方はどんな思いで過ごしておられるのかなと、独居予備軍の一

員は気になって仕方がないのである。 

 完全な独居生活とはいえないかもしれないが、老人ホームの個室、あるいはケアハウスに住

まいする方に、「毎日どんな思いで暮らしておられますか」と問うたところ、「別に何も考えて

おらへん」とか、「何か面白いことあらへんかなと思っている」とか、「退屈で、退屈で仕方な

いわ」とか、「健康つくりのためのリハビリ体操で日が暮れてしまうわ」などなど、表面上は

のんびりと気楽に過ごしているように言われる方が多い。しかし、中には自分の生涯の仕事あ

るいは趣味を継続してこつこつとこなしておられるお方もあるようだが、こんな方は稀である。

このような方は独居生活には何の苦労も感じないのではあるまいか。   

 誰でもそうであろうが、こんな時には将来を思い浮かべ、自分なりの考えの元に人生の目標

を作ろうとするのではないか。私とて心の奥底では、これまでに生きてきた過程とか経験に基

づいて、現在、そして未来をも思い浮かべ、その思いに従って生活設計を立てるだろうと思う。 

 しかし、それはどれくらいの期間その思いが続くかと想像すれば、朝令暮改ではないが、す

ぐに別の思いが出て来て変わってしまうように思えてならない。お釈迦様が見つけた輪廻転生

の真理のように何年も、何百年も変わりなく同じ思いでいることはまず不可能であろう。 

 独居生活というのは誰にも邪魔されることなく、まことに気楽で心地よいものだと思う反面、

寂しくて寂しくて、誰かが来てくれないかなと思うときもあろうし、何の因果でこんなことを

しなければならないのかと思う時もあろう。要するに、この先どうして、どんな思いで生きて

いけば良いのかと思い迷いつつ、一生に区切りをつける覚悟を決める期間であるともいえるの

である。   

 日本の老人は長い日本の伝統に従って大家族制度の中で生活を営んできた経験から、独居の

体験は少ない。これに対して欧米の老人たちは、早くから子供たちが巣立ち、空の巣生活が長

く、当然のことながら独居生活は慣れているように思われる。ところが、このような環境下に

ある欧米の老人でさえ、最近は長い独居生活には慣れきれないのか、寂しさを口にするような

のである。そして古い日本の知識しか頭にない者は、「日本の老人がうらやましい。彼等は大

勢の家族と同居していて寂しさは感じないだろうな。」とピント外れの感想をのたまうのだそ

うである。 

 こんな話を聞いてどうおもわれますか。やはり日本人も欧米人も同じように独居はさびしい

というのは同じであり、洋の東西をとはず、人のぬくもりを感じて生きて居たいというのが人

間本来の姿なのではなかろうか。 

 

 
 
 
 
 
 
 

独居予備群談義五 

○入所判定済み者 ３１９名 

グループの内訳 

Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ…１１３名／Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ…１３６名／Ⅲｸﾞﾙｰﾌﾟ…６６名 

○入所判定済み者の現在状況 

在宅１２１名／特別養護老人ホーム入所中９名／医療機関入院中８７名 
老人保健施設入所中７６名／ケアハウス入居中５名／グループホーム入居中１２名／不明５名 

辞退その他 
他施設入所２名／辞退１名／死去１名 

 せ い り ょ う 園 待 機 者 状 況      ＜平成２１年 １２月８日現在＞   



ＲＥＨＡ  ＣＡＲＥ (ドイツにて)   No.1 

福祉機器展と福祉用具を廻るリハケアの流れを視察 

 

介護士   近藤 衛彦 

 平成２１年 1０月１２日から、１０月１８日にドイツの

ミュンヘンとデュッセルドルフの方へ海外研修に

行ってきました。内容は、福祉機器展と福祉用具を

廻るリハケアの流れを視察ということでした。自分自身、

初めての海外ということで、期待と不安でいっぱい

でしたが、なんとか無事に研修を終え、帰ってくる

ことができました。１９名のグループで行ってきたの

ですが、そのメンバーは、理学・作業療法士・病院の

理事長、ホームセンターの社長、大学の教授と毎年な

のですが、偉い方ばかりで、気が引けるところもあ

りましたが、一つの物事に対して、様々な視点から見て、色々な意見をかわすことができ、充

実した研修になりました。 

ミュンヘンからバスに乗り、美しい景色を景観していくと、カリタス高齢者総合施設に到着

しました。農村地区の集落の中にあり、外観は老人ホームとは思えないような、日本でいえば

別荘地にある大きな邸宅かペンションのようでもあり、歴史を感じさせる施設でした。自然に

囲まれた庭もあり整備が行き届いていました。 

 施設を案内してくれたのが、元施設長のアイゼン・シンク氏で、わざわざ施設の説明の為、

来てくださいました。そして、シスター・ポルケさん（看護師）も施設を案内してくれました。

施設内は、決して新しい施設ではなかったですが、改装された内部と古い建物が混在していて

一体感がありました。この施設は、カトリック系の施設で老人ホーム(特養)、高齢者住宅、

デイケアセンターからなっている高齢者複合施設です。 

 カトリック系ということなのですが、ドイツの８０００万人の人口中、５０００万人以上が

カトリック・プロテスタント、のどちらかのキリスト教を信仰しています。カトリックとプロ

テスタントの違いは、カトリックは、伝統的や儀式といった形式を重んじるのに対して、プロ

テスタントは、聖書に基づいたことしか信じません。カトリックは、偶像崇拝が行われますが、

プロテスタントでは行いません。その為、このカトリック系のカリタスの老人ホームには、

十字架につけられたキリスト像やマリア像が多くおかれています。又、お祈りなど宗教的な

行事ごとが多くあると説明を受けました。 

 この施設でも、せいりょう園と同じようにターミナルケアを行っていました。どの国であれ、

だれもが住み慣れた所で最期を迎えたいという希望はあります。日本では、８割と多くの方が

病院で亡くなっているのに対し、ドイツのミュンヘンでは、５０％が病院でなくなり、２１％

が老人施設で、２９％が自宅で亡くなっています。それは、一つはドイツという国の社会的な

部分もありますが、死は終わりではなく、神に召されるなど、宗教的な価値観の違いや、信仰

心の強さなど、宗教があることで死や老いを受け入れやすくなっている点。又もう一つは、都

市を少し離れると、広大な草原が広がっていて、今回訪れたカリタス老人ホームも農村地区の

集落の中にあります。日本では、核家族化が進み、面倒を見てくれる家族のいない高齢者



が増えていますが、ドイツでは比較的、家族と一緒に住んでいるケースが多い点です。カリタ

ス老人ホームを利用している利用者は、施設の周りの農家の方ばかりでその家族も施設の周り

に住んでいると説明を受けました。この宗教的な違いや、核家族の問題も大きく死をどこで迎

えているかという数字に影響していると思いました。 

 施設内の廊下はとても広く、行事ごとの写真がたくさん飾られていました。廊下には、何台

かリフトがおいてあり、このリフトは、廊下に座り込まれた方に立ってもらったり、移乗の際

に使用すると、シスター・ポルケさんが実演して教えてくださいました。外国では、移乗の際

など、介護職の負担を減らす為、機械を多く使用するみたいですが、この施設では、施設側は

体のことも考え、介護職に機械をできるだけ使用するよう言っているのですが、介護職側が、

時間がかかる、手間だという点で使いたがらないそうです。 

 ここで使用されていたベッドは、せいりょう園の特養で使用されている４本柵のベッドとは

違い、ベッド柵は頭側から、足側まで繋がった２本柵になっていました。日本では、ベッド柵

を４本にすることや抑制着を着用してもらうなど拘束の行為は、ある程度限定されています。

やむを得ず、拘束行為を行う際は、切迫性・非代替性・一時性の３つ条件がみたされることや、

職員が勝手に判断して行うことは出来ず、施設全体としてのルールを決めておくこと、同時に

家族に対して説明し理解を得る必要があり、身体拘束の記録が義務づけられています。ドイツ

では、身体拘束について建物等に柵や鍵をつける場合は、裁判所の許可が必要でその都度、裁

判にかけています。夜間拘束の必要がある場合、例えば骨折していて離床を禁じられている場

合や、何週間も徘徊して休ませる必要がある場合も事前に裁判所の許可をもらわないといけま

せん。直接の拘束行為については、簡易裁判所の監査を受ける必要があります。部屋に鍵をか

けることも後見人の許可が必要になります。身体拘束が必要になったと判断される場合は、施

設側から裁判所に対して神経科医の診断書と拘束の必要性について、書類を提出しなければな

らないなど、身体拘束に対しての手続きが難しく、身体拘束に対する意識の強さを感じること

が出来ました。 

 利用者の方の部屋は、特養は、１部屋に２人の

方が使用されていて、洗面台・シャワー・トイレ

は付いていなかったですが、利用者の方の写真や、

キリストの小さい像など、各個人が、好きなよう

に使っているというように見受けられました。又、

車椅子を使用しているということもあり、部屋の

中は無駄なものを置いておらず、すっきりとした

感じがしました。高齢者住宅では、１人に対して

２部屋とシャワー・トイレが付いており、自身の好きな家具や、カーテン、じゅうたんを取り

入れ、各個人の部屋に特徴があり、どこからみても各個人の家の様で暖かさを感じることがで

きました。 

 この施設は廊下のあちこちに広い空間が設けられていて、そこにはソファーやテレビなど 、

利用者の方がくつろげるスペースがたくさんありました。施設全体としてとても広いと感じま

した。コール対応のシステムなのですが、利用者の方がコールボタンを押すと廊下の部屋番号

が書いてあるランプと職員の部屋においてあるランプが光るのみでした。特に夜間は１７０人

の利用者の方を、３人、４人体制の状態で見ているということでした。 

 

<No.２へ続く> 



  介護者の集い－認知症サポーター養成講座－ 
テーマ「感染症について」 

 
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 

今年の 5 月には新型インフルエンザの国内で初めての感染が加古川市内で確認されました。当初は、

県から市内すべての通所サービスには中止するように要請がありました。事前に新型インフルエンザは

弱毒性であるということが伝っており、季節性のインフルエンザと同じく生活の中に起こり得るリスク

であると考え、日常で行っている手指の消毒や、隣の方と間隔を少しあけて座っていただくなどの配慮

をさせていただくことで、せいりょう園介護者の集いも開催し、たくさんの方に参加していただきまし

た。 

せいりょう園の通所サービスについても生活上の必要性により、ご家族の利用希望がある場合には、

感染のリスクも含めて相談・検討させて頂き、必要と判断すれば飛沫感染への対策を徹底し、マスク・

手洗いの励行などをお互いに心がけながら、利用を受け入れました。 

今回の介護者の集いでは、介護の基本的な視点である生活上のリスクをいかに考え、いかに対応する

かについて感染症をもとに話しました。 
 

○グループワーク 

「皆さんの普段している予防とは？」 

・外出して帰ってきたら必ず手洗いやうがいをしている 

・自宅で親を介護しているので、まずは自分自身の健康管理に気をつけ風邪を持ち込まないようにし

ている 

・普段からなるべく歩くようにして体力作りをしている 

・包丁やまな板などを薄めたハイターで消毒している 

・カキが悪い訳ではないが、食べないようにしている 

・栄養バランスを考えた食事を摂っている 
 

「もし、インフルエンザでサービス利用を断られてしまったら？」 

・熱が出た時にデイサービスの利用を断られたことがあり、自分の用事をキャンセルして家族が介護

したことがあった。デイサービスは自宅での介護を支える為のサービスだと思っていたが、いざと

なれば利用が出来ないのはおかしいと思った 

・もしかしたら別の病気の可能性もあるので、家族が対応出来るのならしたほうが良いのではないか 

・別の施設を利用していた時に、体中に湿疹が出来たことがあったが何の説明もなく隔離されたこと

があり、なぜそのような処置をとったのか説明もなにもなかった 

○手洗いチェッカーで手洗いチェック 

手洗いチェッカーとは、ブラックライトに反応する専用のクリームを手に塗っていただき、普段して

いるように手を洗った後、洗い残しがあるかどうかチェックするものです。実際に参加者の方に手洗い

が出来ているかチェックをしていただきました。 

「手洗いチェッカーの感想」 

・自分自身では洗っているつもりだったが、普段いかに手が洗えていないか分かった 

・爪の間や指のしわ、関節に洗い残しがあるのがよく分かった 

・普段、このようにチェックする機会がないので、毎年チェックしてもらえると気をつけることがで

きる良い機会になると思う 



感想 

 皆さんが普段している予防についてお話を聞いたところ、ほとんどの方が手洗いやうがいを気をつけ

てしている、と話されていました。しかし「手洗いチェッカー」を使うことで、普段、気をつけて手洗

いをしていても、出来ているようで出来ていないことを体験していただくことができました。いかに洗

えていないかということが分かり、皆さんの反応も大きかったです。 

私たちは、自分自身を感染症から手洗い、うがいなどによって予防をすることが出来ます。しかし、

認知症の方や介護が必要な方は、自分で自分を守ることが出来ない方が多いです。そういった方の生活

を支えるにはどうすれば良いかを皆さんで考えていかなければならないと思っています。 

5 月の新型インフルエンザ発症の際には通所サービスの営業中止という要請がありましたが、流行し

ているからといって、サービスを断ることが利用者を守る最善の方法かどうか、もっと考える必要があ

るのだと思いました。介護は、生活の中に連続してありますので、学校などのように一時的に学級閉鎖

をすれば感染の拡大が治まるという訳ではないように思いますし、本人のサービスを利用しながら自分

らしく生活することの妨げになってしまうように思います。介護保険のサービスは本来は自宅での生活

を支援するサービスですが、はたして、このような状況で看取りまでの生活を支えていくことが出来る

のだろうか、信頼のおけるサービスを行えているのだろうか、と疑問に思いました。 
 
 次回の介護者の集いは？ 

１２月の介護者の集い   テーマ「住み慣れた場所で過ごす為には」 

１月の介護者の集い   テーマ「権利と責任について」 
 

 

１月 １日(金) 元旦 

１月 ７日(木) 七草（七草粥） 

１月 ８日(金) 初詣 

１月 ９日(土) 園長との懇談 

１月１１日(月) 成人の日 

鏡開き（ぜんざい） 

１月２０日(水) 昼食会(お好み焼き) 

１月２２日(金) 介護者の集い 

          ～権利と責任について～ 

１月２５日(月) 理容の日 

１月２７日(水) 郷土料理(ほうとう) 
      

せいりょう園 １月の行事予定 

ケアハウス等空き情報 ＜平成２１年 １２月１４日現在＞ 
≪ケアハウス≫ 

・シスナブ御津  ：1 人部屋２室   ・あさなぎ    ：２人部屋１室 

・青山苑     ：１人部屋２室 

・ｹｱﾊｳｽｱｾﾞﾘｱ   ：１人部屋３室   ・香楽園     ：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    

 

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 

      陶芸教室 
 

第 2火曜日     折り紙教室 

第１・３火曜日   書道教室 

第２・４金曜日   ひより手芸教室 

せいりょう園 毎週の行事 



 
 
 

本年最後の講話は野口町長砂にある浄土真宗本願寺派宣能寺(センノウジ)の岩本ご住職に来て頂いた。

冒頭の自己紹介によると当寺２０代目のご住職で当年４７歳。２３歳で僧侶になられ今は長男、長女

二児の父親、母上も奥様も僧侶をされておられるとのことである。「本日は時間の許す限り、浄土真宗に

ついて出来るだけわかりやすくお話ししたいです。」と柔和な表情で話を始められた。 

“仏教とは先祖を弔うものと思われがちですが、そうではありません。人の世にはたくさんの苦しみが

あります。この苦しみがあるからこそ仏教の教えが必要となるのです。この世に苦しみがなければ

仏教は必要ないのではないでしょうか。苦しみが多いこの世の中を強く生きていくために仏教があるの

です。親鸞聖人は自らの著「正像末和讃」(しょうぞうまつわさん )の中で、『弥陀の本願信ずべし』と

述べられています。これは、すべて我々はすでに阿弥陀様の救いの手のなかにあり、阿弥陀様に見守られ

て生きているのです、命が絶えても阿弥陀様の御心によってお浄土で生まれ変わることができるのです、

と説いておられます。この浄土とは永遠の命の世界であり、この上ない喜びの世界であり、ご先祖と再会

できる世界なのです。とは言え、世の中には苦しみがたくさんありますね。” 

ここから苦しみについて話は進む。“現在通常的に使われている「四苦八苦」はどこからきているので

しょう？実はお釈迦さまから出てきた言葉なのです。インドの釈迦族の皇子として裕福な境遇に育った

お釈迦さまにも幾多の苦しみがありました。その中でも自分の力ではどうしようもない 苦しみとして

とらえたのが、先ず「生老病死」（しょうろうびょうし）の四苦。(生まれてくる、または生きていく

苦しみ。老いていく苦しみ。病む苦しみ。そして死に対する苦しみ。)誰も逃れられない苦しみです。更に、 

『愛別離苦』：あいべつりく；愛する人と別れなければならない苦しみ。 

『怨憎会苦』：おんぞうえく；怨み憎む人と出会う苦しみ 

『求不得苦』：ぐふとっく：求めるものが得られない苦しみ 

『五陰盛苦』：ごうんじょうく：あらゆる精神的な苦しみ  

お釈迦さまが悩み苦しみぬいた揚句、絶対に避けられない苦しみとされたのが『生老病死』でした。

結婚し子供も設けていたお釈迦さまでしたが２９歳の時、とうとう城を出て行かれます。その後、難行、

苦行を重ねられますが心の苦しみは一向に取り除かれません。そして３５歳になられたある時「キッパ

ラ樹」の下で、瞑想されていると心の中にはいつものようにいろんな葛藤が起こりましたが、今回は

そのすべてが消えていったのです。ついにお釈迦様は成道（じょうどう）されたのです。即ち、成仏

得度（じょうぶつとくど）：仏の悟りを完成されたのです。成道する、成仏する、悟りを開く。これら

すべて同意語で、『目覚める』ことを意味します。 

お釈迦様は早速、このことを周りの人に話されます。しかし、だれも理解できません。それからは

いろんな例えを用いて説いていかれます。そのうち少しずつ人に理解されるようになっていきます 。

このたくさんの例えが「教え」となり、その中のひとつとして『施身聞偈』(せしんもんげ)というお経

があります。 

この物語は帝釈天が雪仙童子（せっせんどうし）を試すために羅刹（らせつ：鬼）の姿になって仏様

の教えを意味する偈を唱えます。雪仙童子が自分の身を施しても残りの半偈を聞こうとします。すべて

を聞いた雪仙童子は我が身を施そうとしますが、帝釈天はもとの姿に戻り雪仙童子を助けます。雪仙童

子の一途な姿に答えられたのです。“ 

予定の時間をかなり過ごされても「も少し時間がほしいです」と熱く語って下さいました。最後に「み

なさん、必ず浄土で会いましょう！」と、合掌されました。有難うございました。 

１月の仏教講話はお休みです。皆様、よいお年を！ 

 
仏教講話より 

    講師 浄土真宗本願寺派宣能寺岩本ご住職 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  谷澤 高明 


