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介護は生前供養―そして徘徊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『センス・オブ・ワンダー』 
―介護職が備えるべき『職業的資質』として― 

 
 ６月２９日（木）朝日新聞朝刊のコラム『○木  福岡伸一の動的平衡 命の美しさ 
感じる心こそ』に、卓越した先見性をもって環境問題に警鐘を鳴らした生物学者レイ 
チェル・カーソンの言葉『センス・オブ・ワンダー』が紹介されています。『自然の

精妙さ、繊細さ、あるいはうつくしさに対する、驚きを感じる心』と訳しています。

『子供の育ちにとってもっとも大切なものはなんだろう。それは早々と九九が言えた

り、英語がしゃべれたりすることではないはずだ。知ることよりもまず感じること。』 
 『コンクリートに囲まれ、空調の中に住み、電脳世界に支配される私たちにとって、

もっとも身近な自然とは、自分自身の生命にほかならない。私たちはふいに生れ、い

つか必ず死ぬ。病を得れば伏し、切れば血を流す。これこそが自然だ。そして私の生

命はいつもまわりの自然と直接的につながっている。』 
 『心臓の鼓動がセミしぐれの声に、吐いた白い息が冷たい空気の中に、あふれた涙

がにじんだ夕日に溶けていくことを感じる心がセンス・オブ・ワンダーである。それ

は大人になってもその人を支えつづける。』 
 高齢者介護の世界に身を置いていると、『老いて病に伏す人』『認知症状が進行して

死が予期される老人』と共に暮らし、必ずその『生命の終焉』に遭遇します。自然の

一員として遠からず自らの生命活動が終息することを予期しながらも、今を懸命に生

きるご老人に寄り添う介護職にとって、『感じる心の大切さ』を身に沁みて覚える毎

日です。 
周りに在る自然の精妙さ、繊細さ、うつくしさに驚きを感じる心は、自分自身の生

命・心身の微妙な変化を鋭く察知し、『社会』を構成して長く生きてきた『大人』の

最も重要な使命である『次世代への引継の時期』を誤らぬ為に、 
『吾身の終焉が近づいた兆し』を敏感に感知します。そして 
『吾身の発する声』に従い穏やかに、その『覚悟の身』を我 
々に委ねます。 
知性も理性も体力も徐々に失いながら、そして吾身の死を 

（次ページへつづく）   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑のカーテンで、暑い夏を快適に！ 

      
グループホームⅡの玄関前       ユニット型特養の玄関前 

 

まだまだ暑い日が続きます。そんな時期に緑のカーテンを作りました。 

強く照りつく日差しを遮り、見た目も涼しげで癒されるような気がします。 

（前ページのつづき） 
予期しながら、懸命にベストを尽くす『生命の営み』に寄り添い介護する時、その

『心臓の鼓動や終焉への覚悟』を感じ取る『感性・感覚』の重要性を痛感します。 
介護現場で『生命の終焉』に寄り添い支える『介護専門職』としては、吾身が備

える『センス・オブ・ワンダー』こそが『職業的資質』の最も重要な要素であるこ

とを強く自覚したい、と念じます。そしてその資質が、間違いなく介護者自身の生

活を、その終焉まで支えてくれるのです。 
                     せいりょう園   渋 谷 哲 

【せいりょう園 特養申込待機者アンケート結果について】 

 平成２９年７月７日付で、現況についてのアンケートを実施しました。 

８月４日現在で、１４２名中６９名の方々より返信を頂き、結果は以下の通り

となりました。 

 

① 特養入所申し込みを継続されますか。 ・はい…６０名 ・いいえ…９名 

② 「はい」とお答えいただいた方々で入所の希望時期について 

・今すぐ入所を希望。空きがあれば連絡欲しい・・・１１名 

・当面は入所しなくてもいいが、必要な時を待つ・・３２名 

・継続を希望する・・・・・・・・・・・・・・・・１７名 

③ 「はい」とお答えいただいた方々の、お住まい 

・自宅 ２９名  ・病院 １０名  ・施設 ２１名 

 

アンケートへのご協力ありがとうございました。 

今後も現状に変化のあった時、お困りの時は遠慮なくご相談ください。 
 



デイサービスより             介護福祉士 大坪 梓 

 

私は以前、定員１０名の一軒家を使用した小規模のデイサービスで約５年介護士として働

いていました。介護の仕事をすることになったきっかけは、以前の職場の理事長に「働きに

来ないか？」と声をかけていただいたことでした。 

 専業主婦として、２歳の子供を育児中だった私は悩みましたが、働くことに決めました。

５年の間に次女が産まれ、介護福祉士の資格を取得しました。介護の仕事がいつの間にかと

ても好きになり、忙しくも充実した毎日を過ごしていましたが、子供の成長や周りの環境の

変化に伴い、だんだん仕事を苦痛に思うようになりました。そして、私は退職することを決

め、もう少し子供が大きくなるまでは仕事はしない、と思っていました。 

そんな時、ある方に 「 せいりょう園ならきっと、あなたのペースで働けるんじゃないか

な。せっかく子育て中に頑張って取った資格も活かせる。学ぶこともたくさんあるばず。い

いところだよ。」と声をかけてもらいました。私は悩みましたが、自分に無理のない範囲で

と短時間のパートとして、デイサービスで働くことになりました。 

せいりょう園に来てみると、そこは私にとって何もかもが初めての体験ばかりでした。介

護福祉士の資格を持っているが、以前の職場では車椅子を使用する利用者さんも少なく、車

椅子の扱い方もよくわかりませんでした。そこで私は、ここで働くなら何もかも一からだと

思って働かないといけないと感じ、介護の基本から学びなおすきっかけになりました。 

せいりょう園で働き始めて感じた事は、先輩職員の皆さんは知識が豊富で介護職として高

い意識をもって仕事をしている、ということでした。わからないことを質問すると教えて貰

え、常に声をかけて助けてくれました。利用者さんの事を一番に考え、丁寧な声かけをされ

ている事もすごく印象的でした。 

私が仕事をするうえで、一番気にかかっていた事は子供の体調が悪くなり、急に休んで迷

惑をかけてしまうことが本当に気がかりでした。そんな時でも、主任をはじめ、先輩職員は

嫌な顔ひとつしないで、「小さなお子さんがいたら病気は仕方ない。みんなで協力するから

休んで子供さんを見てあげてね。」と優しく声をかけてもらい、病気が治って出勤すると、

必ず「子供さん、大丈夫だった？」と気にかけてくれることを本当に嬉しく思います。 

働いてもうすぐ２年になりますが、こうして仕事を続けられるのは、子育て中でも働きや

すい環境であること、周りの方々に恵まれていることがすごく大きいです。人としても介護

士としても、まだまだ未熟な私にとって、ここで働く日々は学ぶことが沢山あります。 

せいりょう園に行くことを勧めて下さった方、私に介護士になるきっかけを下さった以前

の職場の理事長、そして私を受け入れてくれた職場の皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいで

す。これからも感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思います。 

 

 
 
 
 
 
 

 

【せいりょう園空き情報 平成２９年 ８月１６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 ㎡) ３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 ㎡) ４室、Ｃ(39 ㎡) ２室 

・ケアハウス：２室（バス・トイレ・キッチン付 24 ㎡） 

・グループホーム：空きなし   ・グループホームまどか：１室 

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



グループホームまどか ご家族より 

♫ ♬ 歌って！仲間って！すばらしい ♫ ♬ 

山崎 美知代  

 現在９４歳。母がまどかに入居させていただいて１年が過ぎました。１週間に１度訪れるようにしていま

すが、言葉の表現の悪い母のあいさつは、 

「あんた、何しに来たんよ。」 

顔色は良く、にこにことしています。 

照れもあるこの言葉が元気のバロメーターです。 

 私は、毎日、みなさんと仲良くおしゃべりして穏やかに過ごしてくれたら良いなぁと日々の様子をたずね

ています。 

 ある日、 

「最近、みなさんと一緒に歌っていらっしゃいますよ。」 

「６月２０日、『マジックショー』と『みんなで歌いまショー』があるので来られませんか。」 

と、お誘いを受け参加させていただきました。 

 当日、フロアーもマジックショーの雰囲気いっぱいで、みなさんがワクワク楽しみにされている様子がよく

わかりました。 

 さて、母は？ 最前列中央に座って、今か今かと始まりを待ち構えていました。私が横にそっと座るとす

ごくビックリした目で「何で知ってるん？」と大声を発しました。でも、この後の母の眼は、マジックショーの

魅力に惹かれ、ひとつも見逃さないぞと必死で楽しんでいました。ショーが盛り上がり、次は、ハーモニカ

演奏による童謡の始まりです。季節に合わせて、月の砂漠・ふるさと・夏は来ぬ・茶摘・・・母が低い、太

い声でしっかり歌っているのです。 ビックリ！！ 母の鼻歌は小さい頃聞いた記憶は残っていますが、歌

詞カードを見て歌う姿を見たり聴いたりするのは、初めてです。 新発見です。 

「すごい。音程もしっかりしている！！ 歌っているわ。」 

小さい頃から信仰心が厚く、朝晩のお経は欠かしたことはありません。身についている習慣でもありま

す。カラオケは大嫌い。ビックリするやら、嬉しいやら、本当に感動しました。 

 歌を楽しんでいる母の横顔は、本当の明るく聡明な母にもどっていた様な気がしました。その後、楽しい

マジックが続き、笑いの絶えない一時（ひととき）が過ぎました。マジックを披露して下さった、あずみの学園

大学の方々と入居者との軽妙なかけ合いも大いに会を盛りあげ、本当に楽しかったです。母はもちろん、

入居者の方々も、職員さん達も、笑顔いっぱい 満足！満足！ 

 このような楽しい時間を母と共有できたことは幸せな１日でした。これからも嬉しい思い出がひとつでも

増えればと願っています。 

 次は、どんな姿を母は見せてくれるでしょうか。今からワクワク、ドキドキ、楽しみです。 

 



 

介護についてみんなで語ろう会（７月２８日） 

「死について自由に語り合おう」 

 

７月の語ろう会では、地域の方々、入居者、職員が参加して、死について語り合いました。

最初に、ＤＶＤ「人口呼吸器を外すとき～医療現場 新たな選択～」（ＮＨＫクローズアップ

現代+ ２０１７年６月５日放映）を視聴しました。 

救急の医療現場では、つい１０年ほど前、医師が人工呼吸器を外すことは殺人罪に問われ

ていました。その後、終末期に関する議論を重ね、２０１７年４月の救急隊員新ガイドライ

ンでは、「本人と、かかりつけ医の意思が確認できれば『蘇生行為』を中止する選択も認めら

れる」と定義されるまでに変わりました。 

高齢であればあるほど、一度心肺停止状態になると命を繋いだとしても元の生活に戻るこ

とは難しい。どんなに手を尽くしても回復の見込みがないまま寝たきり状態で長期入院する

高齢者が増えています。医療の力で命を延ばす事で、本人・家族が望まない状況が続いてい

るのではないか？、医療現場では延命治療を中止する、つまり本人の生命力を尊重して、自

然な形で最期を迎えていただく、という選択と向き合い始めています。 

 

DVD を視聴後、グループワークを行い、様々な意見が出ました。 

・自然に亡くなるとは、どういうものなのだろう？苦しいものなのだろうか？延命の決断は

自分には出来ないように思う。 

・死について家族とは話しづらい。しなければいけないけど、伝えることが難しい。今回の

ＤＶＤを見たことをきっかけに、話していければと思う。 

・親には「（最期を）まかせる」と言われたことがあるが、まかせられても困る。私なら子供

が迷わないように、自分の最期について対応していきたい。 

・ある入居者は、「延命はしないでください」と書いた紙を部屋の見えるところに貼っていた。

その方の覚悟を感じた。 

 

最近、お茶を飲みながら、死について語り合う「デスカフェ」という集まりが、日本でも

開かれているという新聞記事を目にしました。２０１１年頃に欧米諸国より、広がったそう

です。日本では、死について話すことをタブー視する傾向が見られます。しかし、死は避け

られない現実です。親の最期、さらに自分の最期についてどうしていきたいのか。真剣に考

えて、想いを語る機会が、自分はどのように生きていくのか、知り得る場だと思います。 

 今回、参加した皆さんが、「死」について率直に感想や意見を話してくださいました。色々

な意見を聴き、自分の人生の終わりを考える機会は貴重であり大切な時間です。今後も、死

について自由に語り合う機会を持ちたいと思います。 

介護の現場では、高齢者の生活に寄り添っています。最期まで生ききるためには、『生き終

わり』を考える。介護職員は、本人・家族の質問などに「答え」るのではなく、「応え」てい

く。共に悩んで考えるプロセスを共有することが大事であると感じます。 

（老人介護支援センター 入江 良行） 

 



３２回目の夏祭りは、今年度より発足したイベント委員の職員が 

主になって、準備から運営まで携わりました。 

     
 

今年も天候に恵まれ、心地よい風が吹く中、たくさんのご利用者さん、ご家族、ボランティアグループ

の皆さん、地域の皆さんにご参加いただき、盛大な盆踊りが行われました。 

今年はアトリエ一番星で陶芸教室の作品展を開催し、素晴らしい作品の数々を皆さんに見ていただ

き、兵庫県老人福祉事業協会から委託を受けて開催した認知症予防教室では、「介護・認知症相談

コーナー」として、認知症・介護に関する相談を受けました。 

野口太鼓の皆さんが打つ太鼓に合わせ、浴衣姿の長砂女性部の皆さん、ご家族、利用者さんが、

踊りの輪に入って踊ったり、観覧席で眺めたりして、思い思いに盆踊りを楽しみ、たこやき・やきそば・やき

とり・かき氷・フランクフルト・焼き菓子・おにぎり・唐揚げ・・・など様々な屋台が並び賑やかな空間でし

た。 

昨年同様、演歌歌手の晴香うららさん、加古川南高等学校合唱部の皆さんの歌を聞いている皆さん

の表情を見ていると、楽しさや自然とこぼれる微笑み、驚きを見てとれて、来年も楽しい納涼盆踊りを開

催できるように頑張ろう！と思った瞬間が、たくさんありました。        （介護相談室 新田 悦子） 

 

 私は今年初めての夏祭りの屋台担当で、せいりょう園の屋台販売をさせていただきました。時間が経

つにつれ人も増えて、やぐらの方に目を向けると、あふれんばかりの人でした。世代関係なく盆踊りを踊り、

屋台で買った食べ物を嬉しそうに食べたり、家族と話をしたり、雰囲気を楽しんだり・・・と、夏祭りを楽しん

でいる参加者を見て、私も嬉しくなりました。また屋台の販売をしている人にしか分からない祭りの景色も

沢山ありました。今回イベント委員で、このような場を持ち、今まで見た事のない利用者の顔を見て、色

んな経験も出来て、とてもよかったです。                 （ユニット型特養 福井 真希） 

       



 



 
理事長就任のご挨拶 

 
 幼児保育・児童養護・障害者福祉・老人福祉の各分野において、『行政措置』事

業を受託する「特殊法人」として創設された『社会福祉法人』は、制度改革に伴っ

て『株式会社・ＮＰＯ法人』も同じ事業を行う時代になり、『公益社団・財団法人』

と同等の要件の下で、『非営利・非課税の公益法人』として今年度の６月より『再

出発』致しました。 
公益法人は、『税額減免の対象となる寄附』の受け皿に成り得る法人として、『ふ

るさと納税』を受納する地方自治体と同様に、『寄附』を受けるに相応しい『透明・

公正な事業運営』が求められます。 
 社会福祉法人の『公益性の原点』は、幼児も、児童も、障害者も、要介護老人も、

『世を照らす有益な存在』として遇する処です。老いや障害の故に生産活動に直接

従事できない人々も、『多様性・柔軟性に満ちた持続可能な人間社会』を構築する

為には『有用・有益な存在』として尊重する、『地域共生社会』を創る先頭に立ち

ます。 
株式会社に例えれば『取締役会』と『株主総会』の役割を、社会福祉法人では『理

事会』と『評議員会』が担います。『理事会並びに理事長』は『事業の執行責任』

を負い、『業務経過と成果』について『公益性や透明性・公平性に係る評価』を最

高議決機関の『評議員会』が行い、『理事・監事を任免』します。 
中野文門・中田敬次・高松清太夫・小山一也、歴代の各理事長が拓いてこられた

道筋を違わぬよう、『公益性・透明性』に留意して事業を推進致します。 
ご指導・ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。 

平成２９年８月 
社会福祉法人はりま福祉会 
理事長   渋 谷  哲 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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  

 

９月の献立予定 【担当】藤本 あや（調理師・栄養士） 

 

１日；ビールが旨い焼き餃子、つるんと食べやすい蒸し餃子 

８日；昆布茶で簡単カレーうどん、にんじんサラダ 

１５日；敬老の日 献立、赤飯 etc… 

２２日；彼岸のお供え ～おはぎ～、旬の味“さつま芋”を使って!! 芋ようかん 

２９日；焼き秋刀魚の炊き込み御飯、茄子の煮浸し、もやしの胡麻あえ 

 

※年齢・性別は問いません。お気軽に、のぞいてみて下さい。 


