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介護は生前供養―そして徘徊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

謹  賀  新  年 
―公益性を見据えて新たな一歩を踏み出す年に― 

 
 昨年、社会福祉法が改正され、社会福祉法人は『公益性と透明性』の強化を図りま

す。元来は行政が直接行っていた福祉事業を、行政の委託を受けて行う『公益法人』

として社会福祉法人は出発しました。介護保険制度が創設されて以降、株式会社やＮ

ＰＯ法人も介護を初め障害・保育への事業参入が増え、法人格によって課税・非課税

の違いが生じる「不自然さ」を是正する為に今、非課税法人の『公益性』が強く求め

られています。公益法人は、様々な要件を満たす事で寄附控除を受ける事が可能にな

り、「ふるさと納税」と同じ様に、税の一部が『公益法人を受け皿』として社会に還

元する途が、大きく開かれました。今まで以上に『公益性』を発揮する事業展開が求

められます。 
 動物の中で人間だけが、老いて衰弱した老人や障害を持って生れる子供を集団に受

容れ、介護して、共に暮らす社会を創りました。自然界では多様な『変化』に柔軟に

適応し得る個体・集団のみが、永く生延びる事が出来るのであり、老いの途を歩む高

齢者や先天的な障害児達は、人間社会の『多様性と柔軟性』を『象徴』する存在です。

彼らの存在を受容れる『社会性』を持ち合せるからこそ人は、思想や宗教を生み、科

学や芸術を育んで、『柔軟に変化し発展する社会』を創り上げたのです。『適者生存』

の自然界で『人は正に適者』です。 
しかし人は、『自然の摂理』を超える存在には成り得ず、一人ひとりの命には必ず

『限り』があります。限りある命と命が繫がって、社会が繋がり発展する為には、子

を産み遺伝子を伝える『種の保存本能』と同時に、『社会性を引継ぎ発展させる』為

の『本能と仕組み』を持ち合せている筈です。人間以外の動物は、死期を悟ると群を

離れますが、人間は死期を予感すると、「集団の中で」仲間に身を任せて最期を委ね

ます。『老いと死の過程』を家族や仲間に任せる事で、『社会性』 
を引継いで来た、と考えるのが最も妥当だと思えます。『自然の 
摂理』として『老い』を受容れ『死』を予感する『本能』が、遺 
伝子では引継げない思想や宗教の『原点』であり、柔軟に変化し 

           （次ページへつづく） 
  
  



（前ページのつづき） 
多様に発展する『人間社会の基礎』を創って来たのだと確信します。 

親や先輩達の『老いの変化』と『死に逝く姿』に触れて人は、様々な『価値判断』に迫

られます。苦悩し葛藤しながらも、自らの感性と感覚を活かし、経験則に照らして『判断』

を繰返します。その中で感性や感覚が鋭く、且つ豊かになり、物差しが多様になり、思想

や人間性・社会性が柔軟に変化し発展して、ＱＯＬを考え、視野が拡がり、生きる世界が

広く大きくなります。介護は人の心を豊かにし、思想や人間性を発展させるのです。要介

護になり認知症になって死を迎える『老いの変化』に触れて人は、命の限界を知り、命の

質を問い、命より大切なものに気付き、バトンタッチを『覚悟』して準備します。人は老

いて、『健康を損ね寿命が尽きる』過程で次世代へのバトンタッチを完了して、柔軟な『社

会性』を引継ぎ、多様に変化・発展する人間社会の『基礎』を創って来たのです。『寿命が

尽きる姿』が幼児の心に『三つ子の魂』として宿り、本能を引継ぎ、末永く最期まで、豊

かにその暮らしを支えます。 
子供には日々が新たな出逢い、毎日が冒険です。様々な経験を積み重ねて成長し、生き

る力を蓄えます。一方で老いは、蓄えた力を徐々に失い、『最期への途』を子らに委ねます。

刀が錆びて素の鉄に戻るが如くに、人は老いて素の『無垢な姿』に戻り、子供達が蓄える

力の『基礎』と成り、死後にも続く関係性の中でその基礎をより強く固めます。『老衰』や

『病気』、『認知症』も『徘徊』も、その基礎と成る『多様な存在』を示す『老いに因る営

み・本能』です。そして『自然の確率』で生まれる障害児達に『多様な途』を用意し、柔

軟に変化し得る社会の基礎と成って『使命』を果たし、世を去ります。 
今の日本は年金・医療・介護等、社会保障に年間１１０兆円以上を費やしながらも国民

の幸福度は低く、『予防重視』『認知症予防』『重い障害を持つ人は匿名報道』『ダウン症の

子は９４％が中絶』等の『常識』が拡がり、自然の摂理に因り生じる『多様な障害を持つ

人』の存在に『否定的』です。『健康寿命』『介護予防』『アンチ・エイジング』『ピンピン・

コロリ』と願望優先で、自然の摂理に添う老いの『本質や使命』、或いは『バトンタッチ』

や『ＱＯＬ』への考慮も浅く、要介護老人に対して画一的に『保護と管理』による『安全

確保』を求めます。介護を迷惑と受取る『世間の常識』が拡がり、懸命に介護する家族が

疲労し、時には虐待や殺人にまで至ります。認知症老人や重度障害者の社会的な『存在価

値』を認めず、体よく世間から遠ざけ、閉じ込め、彼らの姿が視えない社会を目指します。

彼らを『人間社会の基礎』と認めずして今の子供達が、幸福度の高い持続可能な社会を、

本当に築けるのだろうか？と疑問を抱きます。   
超少子の今こそ自然の摂理と老いの本質を忘れず、『老衰の身と最期』を子らに委ね、適

者としての『柔軟な社会性』を伝えて『多様な生きる途』を子供達に示し、その心に宿る

『魂』となって、リスクに向き合い対処する『本能』を護りたいと願い、『日々の生活の中』

でバトンタッチを終えたい、と念じます。 
 法人改革に際して今、高齢者介護・障害者福祉・幼児保育・児童養護等の各事業分野が

連携し、法人の合併や事業の統合・吸収も視野に入れ、協働する事業空間を拡げる努力が

『公益性』を高める様に思えます。社会福祉法人の中で連携・協働の途を探り、同じく社

会福祉法人である『社会福祉協議会』を核に、地域社会に多様な途を柔軟に張り巡らせて

『福祉基盤』を強固にし、『多様で柔軟な持続可能な社会』への途を開きたい、固めたい、

と切に願います。 
 せいりょう園   渋 谷 哲  



 

介護についてみんなで語ろう会（１２月１６日） 

小規模多機能 介護主任 川崎 賢一 

 

今月は、在宅での看取りと言うことで、平成２８年の８月にサービス付き高齢者住宅自愛

の家さくらで逝去された、竹内キミノ氏の看取りの事例発表を行いました。当日は、竹内氏

の長女さんと長男のお嫁さんに来園いただき、実際に家族の思いを聞くことが出来ました。 

 さくらに入居する事にあたり御家族は、今まで老人保健施設で２４時間誰かがそばに居る

環境から、一日のほとんどを一人で過ごすと言う環境に変わり、「自由が有り過ぎて不安だっ

た。」と話されていました。 

竹内氏が入居して間もない頃、御家族の希望で日中デイルームのベッドで過ごして頂くこ

とになっていました。しかし御家族が面会に行くと居室で休まれて、本人に話を聞くと「窓

が小さくて上の方にあるし、外も見えへんし、自分の部屋に居る方が気が休まるから変えて

もらった。」と話され、小規模多機能の介護職員が本人の意見を速やかに聞き入れ、尊重して

いると感じていただき、少しずつ安心感が芽生えていったそうです。 

看取りに関しては、長女さんは最期を立ち会うことが出来ましたが、長男夫婦は立ち会う

ことが出来なかったそうです、しかし長男のお嫁さんからは、ここでお世話になった時から

看取りをしていたと思っており後悔はなく、日々竹内氏が御家族に伝えていた言葉があり、

それが遺言だと思っている、と話されていました。また、今回竹内氏の看取りを思い起こし、

この場で話せたことは、自分自身の中で竹内氏の事を整理する良い機会だった、と話されて

いました。 

参加者の方から自身の夫が亡くなる際に、それまで励ましの言葉をずっと掛けていたが、

亡くなる直前に、「お父さんの思うように生きて」と伝えたら「ありがとう」と微かに言葉を

感じられたが、その後最期に立ち会うことが出来なくて後悔していると話がありました。死

に目に会うことは、確かに重要なことかもしれませんが、病院に入院してから最期を迎える

まで必死で支えた時間が重要であり、旦那さんが楽になる言葉を最期にかけられたことが何

より、よかったのだと思いました。 

今回初めて御本人が亡くなってから御家族の思いを聞くことが出来て、今まで知ることが

出来なかった一面も含めて、貴重なお話を聞くことが出来て光栄に思いました。 

小規模は、施設ケアとは違い、ポイントポイントでの訪問とデイケアを融合したサービス

の中で、御本人の能力を見極め、御本人と御家族との信頼関係を築きながら、在宅での生活

を支援していく必要があります。御家族も不安と言われていた、２４時間常に誰かが居る生

活ではなく、そこで起きることは、全て自身のリスクとして受け入れる必要があります。そ

んな生活の中で、入居されている方は、常にベストを尽くし懸命に生活されています。 

御本人の思いを尊重してケアにあたることが出来て、結果として御本人にも御家族にも評

価して頂き、誇りに思います。今後も、御家族と連携して、御利用者に安心して身を任せて

頂けるようなケアを行っていきたいと思います。 

 

※ 御家族より了承を得て、名前を記載させて頂きました。 

 



Ｎさんの看取りについて 

地域密着型特養 介護職員 登口 学  
 
 昨年の７月２７日、Ｎさんの家人（息子夫婦）との荷物整理に立ち会い、せいりょう園で

の生活などについてお話を聞かせて頂きました。 
 最初に家人より、母は元々お話が好きな方で場を和ませることが得意な人であったと聞き

ました。又、人に対して気遣いが出来る方であり、息子夫婦も人に気遣うことを、お母さん

から学ばれたそうです。 
 思い返せば職員が介護を行った際、退室する時には「ありがとう」と言って笑顔を見せ、

私が天気の事やＮさんの出身地について話している時に一生懸命うなずきながら話を聞いて

下さいました。御本人の状態が悪くなり、食事の量も減り、身体が痩せ細っていかれました

が、これまで通りに話を聞いて下さるＮさんは、とても優しい方だったのだと家人の話を聞

いて改めて感じました。 
 Ｎさんが、ロングショートステイを利用する頃、胃ろうを繋いだままか、外して口から食

事を摂るのかを決める機会があったという話を聞きました。 
 家人は胃ろうをつないだまま長生きするのか、食事を摂れるようにしたいのか、Ｎさん本

人に決めてもらったと聞きました。結果、Ｎさんは胃ろうを外し、食事を摂ることを選ばれ

たそうです。私はその話を聞き、Ｎさんの食事を楽しむんだという意志の強さ、家人のＮさ

んのことを本当に思うが故の胃ろうを外す覚悟と、Ｎさんの決定を尊重する姿勢に、とても

驚きました。 
 息子夫婦は園での生活について、「本当によくしてもらいました。」と笑顔で話して下さい

ました。家で過ごしていた時のＮさんは、どうしても寝ていることが多かったそうですが、

せいりょう園での生活では職員や他の利用者など色々な人が話しかけ、本来話すことが好き

なＮさんにとって生活に刺激があり、良かったのではないかと話して下さいました。 
 私は、Ｎさんの家人より貴重な話を聞かせて頂きました。利用者の気持ちを勝手に決めつ

けないで、胃ろうを外すことを決断したＮさんと、その気持ちを尊重した家人のように、利

用者の気持ちを尊重してケアしていくことが大事と改めて感じました。これから仕事してい

く際、意識していかなければいけないと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【せいりょう園空き情報 平成２９年 １月１８日現在】  
 
・サービス付き高齢者向け住宅「自愛の家さくら」： 

  Ａ(19.07 ㎡) ８室、Ｃ(24.67 ㎡) ４室、Ｄ(25.16 ㎡) ２室、Ｅ(25.80 ㎡) ２室 

・サービス付き高齢者向け住宅「リバティかこがわ」：Ａ(33 ㎡) ５室、Ｃ(39 ㎡) １室 

・ケアハウス：空きなし（バス・トイレ・キッチン付 24 ㎡） 

・グループホーム：１室   ・グループホームまどか：空きなし 

 

［問合先］ せいりょう園 ℡(079)421-7156／(079)424-3433      



ユニット型特養より 

「気づき」 

介護主任 曽我部 成生  

 今回ユニット型特養のクリスマス会で私の心に深く響いた気づきを伝えたいと思います。 

 毎年、１２月２４日のクリスマス会までに職員は、利用者へのクリスマスカード作成や、

当日のプログラムの構成企画等、様々な下準備を行っています。約 5 年前に入居され、その

半年後に永眠された利用者の家族(長男)より、「父がお世話になった場所で、今後少しでも貢

献できたら・・・」との言葉をかけてもらい、今も夏祭りの準備やクリスマスの飾りつけの

ボランティアとして交流を持たせて頂いています。一緒に飾りつけを行った際に、その方よ

り「家族の中には、きっと協力したい、手伝ってみたい、など色んな想いがあると思います

よ。でも職員の邪魔にならないか、迷惑にならないか、どこまで協力していいのか、声を出

したくても出せない家族もいるのではないですか？」と言われました。この話を聞き、私は

本人と家族の繋がりを大切にしようと心掛けているにも関わらず、もしかしたら奪ってしま

っているのではないのかという事に改めて気づきました。 

 この話をきっかけに、利用者家族の皆さんにクリスマス会の協力依頼をさせて頂くと、あ

る方が、クリスマス用の可愛い人形を沢山持って来られました。(右上写真参照)「出来る事が

あれば、これからも協力します。声をかけてもらえると逆に有難いです。」との言葉を頂きま

した。 

 クリスマス当日、今までは職員が『サンタ役』を行っていましたが、ある利用者に相談す

ると快く『サンタ役』を引き受けて下さいました。ユニット型特養で共に暮らす隣人からの

プレゼントに、受け取った利用者達は自然に笑いながら「ありがとう」と受け取られていま

した。それは職員に見せる笑顔とは違っていたように私は感じました。 

 今までは職員が主導で行うクリスマス会になっていましたが、今回は入居者・御家族・ボ

ランティアの方々も共に参加できたクリスマス会に少しでも近づけたのではないかと思いま

す。今後のイベント行事も共に何が出来るのかを考えていきたいです。 

 ユニット利用者より「綺麗な花を見るのが楽しみ！！」との声が上がっています。園芸を

利用者・家族・ボランティアの皆さんと共に行いたいと思っています。また様々な年中行事

（花見・夏祭り・クリスマス等々）にも参加していただき、利用者の生活の幅を広げたいと

考えています。 

  

   

サンタクロースからのプレゼント 

 

 



 
年末から年始にかけて、 

せいりょう園に沢山のボランティアの方々が 
来て下さいました。 

紹介させていただきます。 
 

平成２８年１２月１７日（土） 弦楽四重奏 

 

 

平成２８年１２月２１日（水） 東加古川教会 

 
 

 

平成２８年１２月２２日（木） クリスマス会 

 
 

２年半前に演奏に来て頂いた阿曽沼飛
ひ

昴
だ か

氏とのご縁で、ご友

人達とのカルテットを披露して下さいました。バイオリン・ビオラ・チ

ェロで奏でるクラシック、クリスマスソング、懐かしい流行歌を聴き

ながら「口ずさむ人」「手拍子する人」「ウトウトする人」など其々に

楽しんでおられました。演奏中、働いている職員も時折手を止め

て聴く姿も何度か見られ、心に栄養を与えて貰えた『贅沢な時

間』が流れていたようにも感じました。 （ケアハウス 入江 良行） 

サンタクロースやトナカイに扮したボランティアの方々より、ク

リスマスプレゼントが配られ、大事そうに抱えられる方や隣の人

と見せ合う方など喜び方も様々でした。 

歌い終えた曲を、もう一度口ずさむ方、廊下を通る人に「あ

なたもおいで」と声をかけられる方、「この歌知ってる」と嬉しそう

に笑う方など、参加された方々の数だけ、違った笑顔が見られ

ました。冬の寒さを感じないような温かな雰囲気に包まれていま

した。                （ユニット型特養 中瀬 憲幸） 

毎年、クリスマス時期に様々な催し物をして頂く、福祉会館

の大学院ＯＢのクラスメイトの皆さんによる「クリスマス会」が行

われました。マジックや花笠音頭、特に男性ボランティアの「ひょ

っとこ音頭」では、滑稽な姿と踊りを参加者の目の前で披露し

て、かなりの笑いを誘って下さいました。最後は皆で「ジングル

ベル」「きよしこの夜」「たき火」「お正月」を大きな声で合唱。握

手を交わしてお開きとなりました。  （ケアハウス 入江 良行） 

 



 

平成２８年１２月２３日（金） 音楽レクリエーション（クリスマス version） 

 
 

 

平成２８年１２月２６日（月） おもちつき 

 

 

平成２９年１月１２日（木） 初詣 （浜宮天神社） 

 

 今季一番の寒さと言われた中で、入居者２６名、職員１２名、家族３名、ボランティア２名と総勢４３名で参拝

しました。入居者の方が、お賽銭を入れる時、付き添っていた職員が独身であることを知ると「この人に良縁があり

ます様に・・・」と直ぐに他の人の幸せを願う姿が印象的でした。また人としての大きさも感じました。 

 ２０１７年も、皆様にとって良い年であります様に・・・。              （地域密着型特養 伊藤 勇介） 

 

今回は盛り沢山の内容でした。利用者・職員で時節がら赤穂

浪士「忠臣蔵」の格好をして劇に参加。女性職員がチャイナドレ

ス姿になり蘇州夜曲に合わせて舞を披露。ラストは、ＰＰＡＰの

ピコ太郎の曲に合わせて扮装して踊りまくり、参加者が楽しめる

演目になっていました。イルミネーションで飾られた舞台の下、ク

リスマスムードに包まれた雰囲気で全員が主役となることが出

来ました。次回は節分時期に開催予定です。   

（デイサービス 西川 由美子） 

 

 加古川社協ボランティアセンターと松風会の皆様に来て頂き、

おもちつきを行いました。見ているうちに若き日を思い出し、居ても

立っても居られなくなった２名の利用者が参加して、ボランティア

さんに負けじと大きな杵の音を響かせました。観覧している利用者

は昔を懐かしみ「来てよかった。」と話し、つきたての美味しいおも

ちに顔をほころばせました。おもちは好評で中には「もっと食べた

い」と催促する声も聞かれました。 （ケアハウス 山田 麻由美） 

今回、宮司様に「式次」について、聞かせてもらいました。 

・開式の辞 

・修祓（しゅばつ）…参列者へのお祓い。 

・献饌（けんせん）…神にお供え。 

・祝詞奏上（のりとそうじょう）…神に感謝の心を申し上げる。 

・玉串奉奠（たまぐしほうてん）…自身の心を神に捧げる。 

・撤饌（てっせん）…神へのお供え物を下げる。 

・閉式の辞 



 

 

  厨房だより    管理栄養士 田村 愛弓 

新年明けましておめでとうございます。皆様どのようなお正月を過ごされたでしょうか。せいりょう園では、

恒例の手作りおせちとお雑煮を提供させていただきました。また、元旦には食堂に大きな焼鯛を飾って

お正月の雰囲気を演出しました。利用者の皆様に大きな鯛を見ていただくと、皆一様に目を大きく見張

って「大きな立派な鯛やなぁ」「食べたいなぁ」とおっしゃっていました。表情が輝いて笑顔を浮かべる様を

見て、こちらまで温かい嬉しい気持ちになりました。 

毎日の生活に彩りを与える「食事」を担う者として、今年も利用者の皆様に喜んでいただけるお食事

を提供できるように頑張っていこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアハウス・サービス付高齢者住宅 提供    特養（多床型・ユニット型）・ショートステイ 提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆男性介護者の為の料理教室のお知らせ☆ 

 

曜日；毎週金曜日 時間；１３：３０～１５：００  

参加費；１回３００円 

 場所；小規模多機能「輝きの家ながすな」デイルーム  

 

２月の献立予定          【担当】 藤本 あや（調理師・栄養士） 

 ３日：節分巻き寿司       １０日：ファミリー・バレンタイン 

１７日：山形の郷土料理「いも煮」 ２４日：春を先取り!! 春野菜を使って… 

 

※年齢・性別は問いません。お気軽に、のぞいてみて下さい。 

  


