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『老いの自己実現』と子供達をつなぐ道を拓く為に 
 
長寿１００年の時代を迎え我々は、老いても「健康でこそ幸せ」だと信じてひたす

ら『介護予防』に努めます。政府も『健康寿命』を「最重要課題」として平均寿命も

健康寿命も世界のトップレベルです。平均寿命が９０才に近く、大半の人が７０才を

超えて生きる世で、元気老人から若者へと社会を引継ぐ営みが増えて、若い活力が溢

れる社会に成っているはずですが、現実には『深刻な少子』に陥っています。社会の

存続が危くなる程の深刻な少子を招く世は「長寿社会」とは言えず、「何かが変だ」と

思わざるを得ません。 
人は、多様に複雑に変化する自然界と人間社会の中で、変化に順応して自在に生き

て社会を引継ぎ、歴史を続けて来ました。「限りのある命」をつないで『持続可能な社

会』を創るには、遺伝子が伝える「生命活動能力」とともに、遺伝子では伝わらない

『社会活動能力』を伝える営みが重要になります。死期を悟れば「群」を離れる動物

の中で、唯一人間だけが『老いて無防備になった身』を集団の中で仲間に委ねて最期

を迎えます。此の最期の迎え方が、人が『社会』を構成して生きる術を次世代に伝え

る為の「重要な役割」を担って来た様に思えます。死期を悟れば老いの身を仲間に委

ねる営みが、「命の限り」を超えて人が社会を引継ぐ『社会性の原点』であり、『死後

にも続く関係性』を築く老いの『本能』だと思えます。此の『老いの本能』こそが、

無防備な身で誕生する赤ん坊を無条件に受容れて愛情を注ぐ『種の保存本能』を養い

『母性や父性』を育む、極めて『創造的な営み』だと思えます。 
しかし今、『結婚・妊娠・出産・育児』と続く「種の保存本能」に基づく営みの中で

様々な変化や混乱が起こり、社会は深刻な『少子』の状態に陥っています。まず、結

婚しない独身の若者が増えました。「同性婚」も社会的な権 
利として認める意見が強くなりました。『子孫を残さない権 
利』が強まっている様に思えます。そして女性の就業率が 
高くなって社会的・経済的に安定してから結婚する「晩婚 
化」の傾向が強まり、高齢出産の人達が増えました。母体 
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が３５才を超えると、胎児の遺伝子に変異が生じる確率が増えてダウン症の可能性が

高くなる為、医療技術の進歩で可能になった「出生前診断」を希望する人が増えてい

ます。そして、既に社会で活躍しているダウン症の人や心身に不自由を抱える障碍者

が沢山居られる中で、ダウン症との確定診断を受けた胎児の９０数％は中絶されてい

ます。其の現実は『自然の摂理』と『人間の社会性』に添わない、極めて『大きな不

条理』を孕んだ営みの様に思えます。 
更には誕生した赤ちゃんの泣き声に苛立ち、強く揺さぶったり床に落としたりと虐

待して、時には死亡させる若い親が後を絶ちません。又、５才～１０才と成長するに

連れて芽生える「自我」の発露が親の意に染まぬ時、「しつけ」と称して虐待して死に

至らしめる事件も頻繁に報道されています。 
成長して小学生や中学生になった子供達の中で今、『いじめと自殺』が全国の至る

所で問題となっています。仲良し集団で一人がいじめの標的となり、悲観し絶望して

自殺する事件が次々と起こります。いじめ集団から逃げもせず、反撃もせずに、自ら

の命を絶つ子供。そして、いじめを知った親も教師も「学校以外の学ぶ場」を用意せず

にアンケート調査など、内部的・表面的な対応に終始して、学校が息苦しい場になって

います。８年前に東北地方を襲った地震では石巻市の大川小学校で７４人の児童が、

吐気を催す程の恐怖の中で４０分間以上も待機し、教師と共に全員が津波に流されま

した。『危険を察知すれば逃げる』動物的本能を子供達は持ち併せていないのか？ 或

いは退化させてしまったのか？今、子供達への『教育の在り方』が、根本的に鋭く問

われている様に思えます。 
 人は「自然の摂理」に添って「自然界の一員」として生まれ、最期を迎えます。自

然界では時に激しい災害が起こり、多くの命が淘汰の危険にさらされます。運と能力

に恵まれて「自然淘汰」から逃れた命は、力の限り懸命に生きてやがては老いを迎え、

「命の限り」を察知するとき、『限りを迎える吾身』を仲間に委ねて『死後にも続く関

係性』を築き、人生を締め括ります。最期を迎える身を委ねて『老いの変化』をつぶ

さに見せる営みには、ピンピン・コロリでは伝わらない、社会を構成して生きる人間

が持つべき『思想や社会性を育む原体験』となる濃密な営みが潜んでいる様に思えま

す。 
老いて徐々に知性も理性も体力も失いながら、吾身に残る感性・感覚と経験則を駆

使して『自己実現を図る本能的な営み』に触れる時、次世代の人は遺伝子が伝える『老

いの本能』を実感すると同時に、死後にも続く関係性を築いて死者を偲び『社会人と

して生きる力』を養い育むのだと思えます。長寿の末に予防も治療も改善もリハビリ

も超えて我が身の老いと死を肯定し、在るがまま生きて終焉を迎える姿は、やがて死

後の関係性の中で気付く『多様で柔軟な社会性』を秘めています。癌に罹り、認知症

にも成って迎える最期こそ、老いた吾身を肯定して懸命に『自己実現を図る姿』とし

て心に残ります。 
次世代を担う子供達にこそ社会を構成して生きる為の思想や社会性を育む『原体

験』が必要です。危険を察知すれば逃げる『本能』と、自らを肯定して自己実現を図

る『創造力』が求められます。長寿の末に迎える終焉には、多様性と柔軟性に満ちた

未来を拓く『可能性と創造性』が潜んでいます。介護現場において子供達が『終焉に

寄添う営み』を整えたい、と切に願います。 
せいりょう園  渋谷 哲 



F さんの看取りで学んだこと 
ユニット型特養 福井 真希 

（介護福祉士） 
 

F さんは入所される前は頑固で人の言う事は全く聞かない方だったと聞いていまし

たが、入所後初めて挨拶をした時「久しぶりやな～、なんか食べたか？」「兄ちゃんも野

球好きなんか？」と穏やかな口調で手を振ってくれたのを覚えています。お兄ちゃんで

はないことを伝えると「そうか～ごめんな～男かと思ってな～」と笑いながら握手して

くださり、頑固とはかけ離れて温和な方でした。 

そんな F さんに一度怒られたことがあります。F さんは膀胱瘻（お腹に穴をあけて管

を入れて尿を出す方法）をつけている方で仕組み上尿意はありません。しかし「トイレ

に行きたいな～おしっこが出るねん。」と言われました。膀胱瘻がついているのでおし

っこは出ないことを伝えるも「でも出る言うとるやないか！」と声を荒げられました。

トイレに座ってもらい何も出なくても座るだけで納得され、トイレ後は何事もなかった

ように穏やかに「腹減ったな～」と言われました。本人の思いを無視しトイレに座るだ

けのことをなぜ最初から引きとめてしまったのか、もしかしたら大便の方だったかもし

れないのに気持ちを無視してしまいました。本人の話をちゃんと聞くようにしようと

日々仕事に励みますが、なかなかいまだにできません。しかしまず相手の話を聞くこと

が大切だと学びました。 

F さんは食事をあまり進んで食べる方ではありませんでした。8 割ほど食べたところで

腕を組んで「もうええわ～」と言われていました。時々すべて食べている姿をみて、美味

しかったのかな？と思い声をかけると、「うまかったで」と何も入っていない食器を見せ

て教えてくれました。自力で食事をされていましたが徐々に指先の壊死が見られだし箸

やスプーンを持つのが困難になり、介助で食事をすることが増えていきました。それまで

はいつも自分の食べたい量の食事を食べていたのに、介助だとつい介護職の『元気でいて

ほしい。よくなってほしい』という思いから、口が開くから食べられるかな？と思ってほ

とんど食べ終わるまで介助してしまっていました。本人も「うまいで」と言っていました

が、8 割ほど食べた後はなかなか口が開かないのに介助してしまっていました。はたして

本当においしかったのかはわかりません。亡くなる数日前に処方された好きだったとい

うエンシュアコーヒー味をすすめても、本人から「おいしい」の言葉を聞くことはでき

ませんでした。何をすすめても眉間にしわをよせ、口の中に何かを入れるのが苦痛そう

でした。 

多くの看取りをしてきましたが食事に関してはいつも悩むところです。以前、食べるこ

とも体力を使いますが食べた後消化することにも体力を使っていると聞きました。食事

の量は人それぞれで、食べたい時に食べて、食べられる量の食事を食べる。当たり前の

ことですが改めて学ばせて頂きました。ご本人の気持ちを聞き取れない時、気持ちを読

み取るのも難しい時があり、返答のないまま介助しています 

が本当にそれがいいことなのか、正解はありませんが私にはわ 

からないことばかりです。できるだけ可能な限りみなさんの 

気持ちに寄り添っていきたいです。 



N さんの看取り 
ユニット型特養 落合 佐智子 

 
 N さんは平成 30 年 1 月 4 日にユニット型特養に入所され、平成 30 年 12 月 4 日にお亡く

なりになりました。私がユニット型特養に異動になった平成 30 年 8 月が出会いになります。 
 私がユニット内で N さんの様子を見ていると、1 丁目～3 丁目を毎日毎日ひたすら歩いて

おられました。行った先の職員から、「アイスクリーム食べたよ」「ポカリ飲んでもらったよ」

と報告をもらうこともありました。特に目的や帰宅願望があって歩いている様には感じられ

ませんでした。時には何気なくドアを触って、開いているのでスーッと外に出て歩いて行か

れ、何かにつまずき転倒していることもありました。食事時やトイレ誘導時等にお声かけす

ると、身長も高く大きな体で小さな私を見下ろして「うん・・・」と小さな声で言い、立ち止

まり拒否することもなく一緒についてくださいました。普段は口数が少なく物静かな方でし

たが、時々ご自身から突然話しかけてこられることがありました。その突発的に発する言葉

には、周囲の方への気遣いや優しさが伺える内容ばかりで、N さんのお人柄が垣間見えてと

ても印象的でした。職員との会話も弾み、毎回楽しく和やかな雰囲気に包まれていました。 
 食べることが大好きで、毎食ごはんを掻き込むように精一杯ご自分の力で食べておられま

した。しかし体調を崩されてからは、むせ込みや痰絡みが顕著にみられるようになり、微熱が

続いて立つこともままならずベッドで過ごすことが多くなりました。その頃から大好きな食

事も自力で食せず介助が必要になり、N さんのライフスタイルである「歩く」という行動も

出来なくなっていました。 
 N さんは仕事を定年退職されてからも、意欲的にスポーツ（テニス、卓球、野球）をしたり

川や海に潜ったりと身体を動かすことや、ドライブすることが好きだったそうです。今思え

ば、N さんはせいりょう園という景色を見ながら毎日毎日『歩いて』ドライブしていたので

はないでしょうか。 

 

お食事会「塩ちゃんこ鍋」【2019 年 3 月 28 日】 

 

せいりょう園では普段の配膳方法とは違った雰囲気を味わっていただこうと、お鍋料

理やお好み焼きなどみんなで食べる「お食事会」を開催しています。 

普段のお食事は一人分ずつトレーに用意して配りますが、この時は作る所から出来上

がって器に盛る所まで、皆さんの目の前で行います。お料理が出来上がっていく音や匂

いを感じてもらいたい、また一つの料理をみんなで囲み分け合って食べる家庭の食卓ら

しい雰囲気を味わっていただきたいという思いで行っています。 

この度は「塩ちゃんこ鍋」を作りました。準備の時から「コンロ？鍋？何をするの？」

と皆さんは興味津々でした。職員が鍋奉行をしながら皆さんに声をかけると「まずは固

い野菜類と、出汁が出る肉類を鍋に入れるんや。そし 

たら美味しい鍋になるで」と言われ、鍋の作り方を皆 

さんで話し合いながら作りました。料理が出来上がる 

につれ、隣の方同士で「いい匂いやな」とお鍋につい 

て話が盛り上がる場面もありました。出来上がってか 

らは１杯目、２杯目とおかわりをして、〆のうどんも 

合わせると３杯目を食べる方もおり、温かいお鍋をみ 

んなで楽しみました。 



 

 

 

グループホームにて【2019 年 3 月 30 日】 

 

昔は、よく家庭でおはぎを作る機会があったと思いま

す。その当時のように、入居者の方におはぎを作ってもら

いご家族と一緒に食べていただきたい。また、お子さんた

ちが作ったものを入居者の方に食べてもらいたいという

思いから、今年のお花見会ではおはぎを入居者とご家族

一緒に作ってお花見に行こうと企画しました。 

当日は入居者の方を中心に、ご家族と職員でおはぎを作りました。「昔よく作ったね」

と言いながら上手に作られる方、ご家族と一緒になって作られる方、気がつくと餡子だ

けを食べている方、両手が餡子でいっぱいになりながらも黙々と作られている方、お花

見前にできあがったおはぎをご家族と一緒に食べている方等、それぞれで楽しまれてい

るようでした。そして完成したおはぎをお重に詰めて風呂敷で包み、桜の下に行きました

が途中で雨が降り出してしまい、グループホームの建物内で食べました。たくさん作った

ので、あるご家族の方は「親がせっかく作ってくれたおはぎ、持って帰ってみんなで食べ

ます」とお持ち帰りされる方もいらっしゃいました。 

 後日、ある入居者の方にお花見の話をすると、「おはぎ 

おいしかったな～」「やっぱりようけ砂糖が入っとったら 

おいしいな」と話をしてくれました。 

 花より団子、今年のお花見は雨が降って「花見」はでき 

なかったものの、大成功です。 

 
 
 

ユニット型特養にて【2019 年４月 8・10・11・12 日】 

 

お花見の時期が近づいてきて、ご利用者の方にお花見イ

ベントでなにかしたいことがあるか尋ねると「お寿司を食

べに行きたい」と希望が多数あり、ご利用者とそのご家族、

職員と一緒に近所の回転寿司屋へ出かけました。花より団

子とはよく言ったもので、お店に行く道中の桜観賞よりも

「何食べよう」「テレビで鰯が美味しそうやったから食べ

るの」とお寿司の話でもちき 

りでした。お店では流れてく 

るお寿司を真剣に選んでおられました。ご家族と一緒にお 

酒を飲まれたり、いつもは沢山召し上がられない方も気づ 

けば 5 皿 6 皿と召し上がったりと、普段とは違う様子や表 

情を見ることができました。短い時間ではありましたが、 

ご利用者やご家族の方々と共に職員も楽しい時間を過ごさ 

せていただきました。 
～回転寿司屋にて～ 

～道中の桜並木～ 

お 花 見 会  



 
 



 

～せいりょう園で一緒に働きませんか？～ 
 

① 介護支援専門員（ケアマネジャー）  

 せいりょう園介護相談室は、居宅介護支援事業所として介護保険サービスを利用する

ために必要なケアプラン作成をしています。また、地域の相談窓口として様々な相談を

受けています。法人内事業所は、特養やショートステイ・デイサービス・ヘルパー・訪

問看護・グループホームといった介護保険制度上のサービスと、ケアハウスやサービス

付き高齢者向け住宅・グループハウスといった要介護認定を受けていない方でも利用で

きるサービスがあり、人生の最期を見据えた相談者の幅広いニーズに応えることができ

ます。また、ケアプラン作成には病院や各関係機関・他事業所と連携するために、様々

な知識や経験も必要となりますが、その分“やりがい”にも繋がります。人生の最終章

を迎えた利用者の方を、最期まで傍で伴走するケアマネジャーは、その方の人生の最期

の生き様を次世代のご家族と共に真剣に向き合い学ぶ重要な仕事でもあります。今まで

の経験を活かしてケアマネジャーとして一緒に働きませんか？この春に、試験に合格し

た初心者の方も丁寧に指導しますので、まずはお問い合わせ下さい。 
 

② デイサービス生活相談員 

せいりょう園デイサービスセンターは、地域で暮らす高齢者の方の生活を支えるサー

ビスとして 365 日稼働を目指しています。機械浴やリフト浴の入浴サービスを利用す

ることによって、要介護度が重度になった方が最期まで住み慣れた自宅で暮らせるよう

に支援しています。法人内のケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅にお住いの方の

中には、人生の最期を見据えた住み替えをされた方も多く、元気な時から人生の最期ま

でを寄り添いサービスを提供しています。介護度に応じた幅広いサービス提供を行うた

め、知識や技術も必要ですが、『介護』という仕事を通し高齢者の方が築いてこられたそ

の人らしい人生の緩やかな締めくくりを共に学び考えていきませんか。 
 

【問合先】せいりょう園 ℡（079）421-7156 

   メールアドレス：seiryoen@bb.banban.jp  

※仕事内容や給与・勤務日等の詳細についてはお問合せ下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報 令和元年５月 15 日現在】 

〇サービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわ：6 室 

〇サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくら：7 室   

〇グループホーム：空きなし 〇グループホームまどか：空きなし 

〇ケアハウス：空きなし 〇グループハウス：2 室 

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

【お知らせ】 

①介護について語ろう会 6/２8（金）14：00～15：00 参加費無料 

テーマ『りょうえんカフェ一番星』場所：リバティかこがわ 2 階 

②男性の料理教室 １３：３０～15：00 テーマ『中華の献立』1 回５００円 

6 / 7：八宝菜（中華丼） 

6/14：かぼちゃとしらすのサラダ・えのきの中華和え 

6/21：春雨サラダ・小松菜のごまマヨ和え 

6/28：『嚥下機能の段階に合わせた食事形態選び』 

場 所：リバティかこがわ 1 階 

③仏教講話 毎月第 1 月曜日（8 月と 1 月は休み）15：00～16：00 

     場 所：リバティかこがわ 2 階 

［問合先］せいりょう園 ℡（079）421-7156 ※事前連絡は不要です。 

  

 

令和元年 7 月１３日（土） 

第２６回 木野雅之 ヴァイオリン・リサイタル 

 

 

 

 

 

 

    
                  

                   ピアノ：佐々木 洋子 

時 間：18:00 開場 18:30 開演 

会 場：リバティかこがわ２階大ホール 

交 通：ＪＲ加古川駅・東加古川駅よりゾーンバス 

「長砂公民館前」下車すぐ  

料 金：4,000 円（ドリンクタイムあり） 

問合先：せいりょう園 ℡（079）421-7156 

  

 

  

 


