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令和元年・子供の日 

―子供達が１００年を生きる力を蓄える令和の世に― 
 

 令和になって初めて迎えた子供の日、神戸新聞朝刊に『子供３８年連続減少』との記

事が載りました。『総務省が「こどもの日」に合わせて４日発表した１５才未満の子ども

の推計人口（４月１日現在）は、前年より１８万人少ない１５３３万人で、１９８２年

から３８年連続の減少となった。比較可能な５０年以降、過去最少を更新。平成元年

（８９年）の２３２０万人から約３０年間でおよそ３分の２に減ったことになり、少

子化の進行を改めて印象付けた。時代が令和になっても歯止めをかけるのは容易では

ない状況だ。・・・』 

 続いて５月１０日朝刊に『いじめ調査 悲嘆に寄り添えているか』との社説が載りま

した。『子どもの自殺といじめの関連を調べる「第三者委員会」のあり方が問われる事態

となっている。遺族の反発で調査をやり直すケースが全国各地で相次いでいるためだ。

兵庫県内では神戸市、宝塚市、多可町の３市町で、第三者委の調査方法や報告書の内容

に遺族が納得せず、再調査となった。・・・』 

平成３１年３月２２日の日本經濟新聞夕刊に『１０代前半の死因 自殺首位』の記事が

載っています。『厚生労働省がまとめた２０１７年の人口動態統計で、戦後初めて日本人

の１０～１４歳の死因として自殺が１位になっていたことが２２日までに分かった。近

年、国内の自殺者数が大きく減る中で、１０代～２０代で改善が進まないことに懸念が

広がっており、若者に焦点を絞った自殺予防対策の強化が課題となっている。・・・』 

 平成から令和に代った今の世は人生１００年、誰もが１００才を視野に入れて生きる

時代です。１００才も稀ではない世になり、０才の子には『１００年の未来』を生き抜

く力が求められます。ただただ平穏に健康に１００年を生きる事は不可能であり、自然

界においても人間社会においても、多種多様な困難事に遭遇するのが「人の一生」です。

子育てや保育・教育には、子供達が１００年を生き抜く為の『基 

礎を養い固める』重要な役割があります。上記３つの記事を読 

みながら、今の親や教師や社会の仕組みが、その役割を充分に 

果たし得ているのか？と考えると、少なからず心もとない気が 

致します。              （次ページに続く） 



  
（前ページの続き）  

今年５月７日の日本經濟新聞夕刊『こころの玉手箱』に小説家の青山文平氏が『取材

で生まれた世界見る座標』と題して『均質化という加速度の働く日本では、学校といっ

てもバリエーションに限りがあります。対して、世界には実にさまざまな学校がありま

す。サーカスの学校があり、キュレーターの学校があり、乳母（ナニー）の学校があり

ます。いろいろな学校があるということは、いろいろな人生の選択肢があるということ

です。・・・』と書かれています。 

 平均寿命が８０才を優に超えてなお延び続け、その片方で生れる子供の数が減り続け

る日本社会で今、子供達を取り巻く環境は多くの不合理や不条理や不自然さを孕んでい

る様に思えます。高齢者の年金・医療・介護に大半を使う社会保障費の為に膨らんだ国

の負債は１１００兆円を超え、返済は子供達が担います。結婚しない若者が増え、晩婚

化が進み、人工授精による妊娠が増え、出生前診断によりダウン症胎児が中絶され、同

性婚が社会的権利とみなされる等々、自然の摂理に添う社会習慣や常識が急激に変化し

ています。大人達が変化に戸惑う中で生れた子供達が、変化に翻弄され、彷徨っている

様に感じます。 

学校でいじめられて、逃げもせず反撃もせずに自死を選ぶ子供。未曽有の地震で吐気

を催す程の恐怖の中、自ら逃げずに津波に流された子供。母性や父性が充分に育ってい

なくて、吾が子を虐待して死亡させる若い親。園庭の無い保育園で歩道を通って散歩す

る列に自動車が突っ込み、死亡する子供。今の社会状況と社会制度が続く中で、令和の

世に生まれた子供達が本当に１００年を生き抜く力を蓄えられるのか？大きな疑問と不

安が湧いてきます。 

 当法人のサ高住で、令和を目前に１０２才で永眠された女性の葬儀で、喪主のご長男

が挨拶されました。薩摩出身の生家は門から玄関まで徒歩数分程の大きな屋敷でお嬢様

として成長し、同じく薩摩出身の軍人と結婚。中国大陸に渡り、そこで終戦。夫は終戦

前に帰国して、妻と幼い娘２人は北朝鮮で抑留１年。下の娘は栄養失調で死亡。帰国後

も夫は公職追放で貧しい暮らしの中で長男が誕生。様々な想いがこみ上げ絶句しながら

も、穏やかに迎えた最期に感謝されました。１０２才の命は、死後に大切な思想や社会

性を残します。改めて『１００年を生きた人』のしなやかで、したたかで、たくましい

生命力と生活力に感嘆します。１００年の生と、安らかな死と、死後の関係性の中で生

きる命を養い蓄える為に、少子化の今こそ多様な選択肢が必要です。子供達は多様な選

択肢の中で、吾身の可能性を試し、柔軟な生活力や生命力を学び蓄える事が可能になり

ます。学校でいじめる子・いじめられる子にこそ多くの選択肢が必要であり、親や教師

や社会制度が多彩な学びの場を準備し、子供達が自ら柔軟に学び成長する令和の世で

あって欲しい、と願います。保育園児には力いっぱい走り回れる園庭を用意する世間で

ありたい、と願います。 

人生１００年の世は、７０才を超えた人には平均寿命を射程に入れた長寿の暮らしを

求めます。何時までも健康で長く生きたいとの願望の裏側で、限りある命を自覚し、次

世代への責任と死後の関係性の中で生きる命となる覚悟を求めます。長寿は、死への準

備を整えてたどり着く、死後の世界で生きる命につながる道です。 

子供達が１００年を生き抜く力を蓄える令和の世を願い、古稀を超えた団塊世代が行

う最後の『社会変革』として、多様多彩な学びと活動の場を整える為に叡智を傾け、そ

の成果を死後の世界で見守りたい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 



 
 

  

今回は、新年度の始めとして、施設長より「長寿と少子の関連性」について話をし

ました。せいりょう園が開設されたのは昭和６０年、平成１２年には、措置の制度か

らサービスを選択できるという介護保険制度が始まりました。平均寿命が伸びてきて

いる今、老いても健康でこそ幸せと体を動かすことに力を入れ、介護が必要な状態に

ならないようにと、制度も予防を重視しています。しかし、大正・昭和・平成と社会

を創り上げ、長生きをして幸せなのか、との調査を行った結果では、幸福度は低いよ

うです。 

参加者からは、『幸福度とは何を基準に調べているのか』という質問もありました

が、『呆けて少しづつ出来ていたことが出来なくなっても、悪いほうに考えるのでは

なく、楽しく・愉快に過ごせたらいいなと思う』と言われていました。 

介護が必要な状態になることを“迷惑”と思ったり、“ああなりたくない”と思って

も、脳梗塞を発症したり、認知症になったり病気になることは老いの自然な摂理で、そ

の先には死があります。老いていく自然な姿を受け入れ、子供たちに身をゆだねるこ

とが死後の関係性を築き、次世代へ社会を引き継ぐ貴重な営みとなります。 

 高齢者が増え、年金・医療・介護の社会保障給付に年間１００兆円を費やし、国の

負債総額が増えていく一方で、これから社会を担っていく若者は減っています。 

 参加者から、『若年性認知症になった夫を介護し、親の介護も必要で、息子には９人

目の子供が産まれ、周りからは大変でしょうと言われるが、家族の中での助け合いが

あり、子供同士でも出来ることを探し自然と分担している。近所の方からも協力がも

らえています。最近は結婚や出産について面倒や大変、お金がかかるといった意見を

聞きます。地域で助け合うこと・人に助けてもらうことがそんなにいけないことなの

かな、と思ってしまう』というご意見をいただきました。 

 これからの社会を担う子供たちが、高齢者をどの様に支え、死後に何を引き継ぐの

か、議論をしないといけない時です。今年度の語ろう会は、地域で助け合うこと、介

護が必要な状態になること等、身近な出来事を基に参加者の方々と意見交換を行いた

いと思います。 

 

令和元年 ７月 介護技術講習会（着衣交換・体位交換） 

     ８月 認知症を考える（第２回） 

     ９月 ターミナルケアについて（施設より） 

１０月 ターミナルケアについて（在宅サービスより） 

 １１月 感染症について 

 １２月 家族・地域・ボランティアの役割について 

令和２年 １月 認知症を考える（第３回） 

     ２月 りょうえんカフェ一番星（認知症カフェ） 

     ３月 一年間のまとめ 

年間の予定です。皆様のご参加をお待ちしています。 

                       特養生活相談員 福田 真希 

 

介 護 に つ い て 語 ろ う 会  

【 平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日 】  



 
 
 



令和元年度第 1 回運営推進会議報告 
 

せいりょう園では平成 21 年度から介護保険制度に基づき運営推進会議を設置して

います。ご家族や地域の住人、関係機関の方々に参加していただき、公表すべき情報を

報告し、議論を重ねています。 

 
日 時：令和元年 5 月 30 日（木）14:00~16:00 
場 所：せいりょう園リバティかこがわ 2 階 
事業所：地域密着型介護老人福祉施設・定期巡回随時対応型訪問介護看護 
    グループホーム・デイサービスセンター 
参加者：地域代表 3 名   行政担当 2 名   医療担当 1 名 
    家族代表 4 名   職員 11 名     計 21 名 
内 容：2019 年度事業計画・行事報告・ひやりはっと事故報告 

実習生受け入れ報告・介護について語ろう会報告 
    ターミナル報告・身体拘束適正化委員会報告 
    意見交換（グループハウスについて等） 

 
 

 

5 月１７日から、手芸教室が始まりました。 

手芸教室のチラシを見て、ショートステイ利用中のご家族が『どんなことするの？』

と声を掛けて下さいました。なんと、その方はパッチワークの先生をしている方で、

『お力になれたら』との申し出をいただき、手芸教室の講師としてご協力いただいて

います。 

参加者は、せいりょう園に入居されている方で、昔はお手の物だったことが、子供

の手が離れ必要性がなくなったのもあり、興味はあってもなかなか手芸をするきっか

けがないという方が多いようです。前もって教室の説明をしていても、教室場所に来

られた時には、『何も聞いてない、だまされたわ、何す 

るん？』と言っている方もいらっしゃいました。縫っ 

ていく場所をお伝えすると難なく縫い上げ、小物入れ 

が完成しました。完成品を見て、『何入れよう？！』と 

参加者の皆さんで話が盛り上がり、参加者、先生、ボ 

ランティアさんで和気あいあいです。 



T さんの看取り 
グループホーム主任 別府 克彦 

（介護福祉士） 

 

 T さんは大阪で生まれ、入居前まで大阪で生活されていました。認知症ではありましたが

一人暮らしをされ、デイサービスを利用しながら過ごされていました。食事は冷凍食品を温

めて食べ、洗濯や着替えもご自身でされていたそうです。しかし買い物に出かけて帰り道が

分からなくなったり、息子さんに「お金盗られた」と一日に１００回程電話されたりする等の

行動がみられるようになり、加古川で暮らされている息子さんがグループホームの申し込み

に来られました。私が申し込みの受付、案内をさせて頂いたのですが、申し込みの際にはご本

人も来園され「こういう所に入るのもいいかもな」と言われていました。 

 そして去年の３月に入居されることになりました。引っ越しの準備が終わり、ご家族が帰

られる時になり「こんなこと許さん」と言われて立腹し、家に帰ろうと外に出られたご家族の

後を靴も履かずに追いかけられたそうです。そこから３月～５月は毎日のように「大阪に帰

る」と外に出ていかれていました。遠くまで行くことはなく、せいりょう園の周囲を行ったり

来たりされていました。職員も後ろから見守っていたのですが、職員がついてきているのが

分かると「何でついてくるんや。来ていらん」「いね」と大声で立腹されていました。納得し

て戻るというよりは歩き疲れたり、腰痛で戻ってこられたりすることが多かったです。そし

て戻って一休みすると再び出ていかれていました。話が好きな方で職員と話をしている時は

「帰る」とは言われませんでした。特に調理をしている職員とは一日中話をされている事も

ありました。しかし、他の入居者とは一緒に過ごそうとはされず「もうここから出ていくから

な。仲良うせん」と言われ、一人離れた場所で食事をされていました。帰りたいという気持ち

を話される時には「そら生まれたとこがええやろ」「友達もみなおる」「おかしいことよるか」

「一人で生活して死んでもええ」「一人で何でもできるのに。私は困ってない」と言われてい

ました。私もその通りやなと思い『そうですよね』と毎回話を聞きながらどうすればいいのか

なと考えました。 

 ６月になりご家族と話し合いの場を持つことになりました。ご家族も面会の度に「帰る」と

暴れる T さんとどう関わっていいか分からないとのことでした。その場には T さんも出席す

ると言われ「よっしゃ！！息子に言うたる。大阪連れて帰れ言う」と会議直前まで言われてい

ました。主任としては、会議がどうまとまるのか想像が出来ませんでしたが、参加者全員が本

音を言い合えれば解決策が見つかるかもしれないと考えました。話し合いが始まり T さんの

思いを言って頂くことになりました。すると T さんは 

「ここにおるよ。追い出されても行くとこないもん。家よりええ。みんな可愛がってくれる

よ。親切やし。涙出てくる。死ぬまでおるで」 

と言われ涙を拭かれていました。私はめっちゃかっこいいと思い鳥肌が立ちました。会議室

がご家族と職員の歓声で湧きました。その後はほとんど家に帰ると言われなくなり、他の方

と食事もされるようになりました。 

会議の翌日、ある職員が T さんと昨日の話をすると「息子に恥をかかされへんやろ」と言

われていたそうです。それを聞きこの二か月は何だったのかな、帰れないことも理解してそ

れでも納得がいかず外に出られていたのかな、全部分かっていたのだろうな、私たちは T さ

んの気持ち、本音が全く分かっていなかったなと思いました。しかし、誰かの気持ちや本音が



十分に分かることなんてあるのかなとも思いました。介護は「その方の気持ちに寄り添うこ

とです」という話を聞きますが、ちゃんとした気持ちや本音が分からないのなら誰かの気持

ちに寄り添うことは難しいのではないのか、寄り添うというのも一方的な言葉だなと思いま

した。今回の事がきっかけで色々と考えアドバイスも貰い、この仕事は入居者の話を聞き、見

守っていくことなのかなと今は考えています。 

Tさんは去年の１２月にお亡くなりになりました。今でも会議でのTさんを思い出します。

どの方もいずれご自身で物事を選択出来なくなる時が来ます。しかし自分らしく生きるとい

うことの一因は自分で物事を選択することだとも思います。一日の全ての行動が選択で、そ

の積み重ねがその人らしさに繋がると思います。これからもその人らしい毎日が送れるよう

に関わっていきたいです。T さんが「死ぬまでグループホームで生活する」という選択、決断

を宣言された姿はとってもかっこよかったです。 
 
 

グラウンドゴルフ【令和元年 5 月 15 日】 
 

 グラウンドゴルフが始まる前は「何をするの？グラウンド 

ゴルフなんかできんわ」と話している利用者の方もいました 

が、ボランティアの方に教えてもらいながら参加されていま 

した。最初はボールを強く打ち過ぎて遠くの方へ行っていま 

したが、途中から的を狙って打たれていました。最後には 

「よかった」との話もあり、楽しまれている様子でした。 

 
 

 

 

納涼盆踊り大会 

 

今年も納涼祭の時期がやってきました♪ 

当日は『野口太鼓』の子供たちが叩く太鼓の音に合わせてみんなで踊る他、歌手の 

晴香うららさんが歌を披露してくださいます。出店も多数ありますので、皆様ぜひご

参加ください♪ 

 

日 時：7 月 27 日（土）17：00～19：30 ＊雨天決行（建物内にて） 

出 店：かき氷、冷やしぜんざい、フライドポテト 

たこ焼き、焼そば、焼き鳥、ホットドック 

菓子パン、ヨーヨー、輪投げ、魚釣り 他 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報 令和元年６月 15 日現在】 

・サービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわ：６室 

・サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくら：６室   

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：2 室 

・ケアハウス：空きなし   

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

【夏休み陶芸体験申し込み受付け中！】 

夏休みの自由工作として陶芸作品を作ってみませんか。 

保護者の方も子供さんやお孫さんと一緒にこの機会に挑戦してみてはいかがでしょう。

もちろん大人の方だけの参加も大歓迎です。 

開催日：8/4（日）・8/5（月）・8/11（日）・8/12（月） 

時 間：13：00～15：00 

場 所：せいりょう園ユニット型特養の横「アトリエ一番星」 

料 金：１日２,５００円（1 作品）    

講 師：喜多千景 

問合先：せいりょう園 ℡（079）421-7156  

※作品のお渡しは 8/31（土）・9/1（日）になります。 
 

【夏休みせいりょう園キッズクラブ申し込み受付け中！】 

日  時：7/22～8/30 の平日８時～17 時 

利用料金：１日 1,000 円（半日利用の場合は 500 円） 

場  所：リバティかこがわ２Ｆ（加古川市野口町長砂 95-2） 

 持 ち 物：弁当（１日利用の場合）・水筒・夏休みの宿題等 

利用方法：予約制（定員２０名） 

※利用のしおりと申込書有り（ホームページでダウンロードできます）  

問 合 先：せいりょう園 ℡（079）421-7156 

【お知らせ】 

〇第２６回 木野雅之 ヴァイオリン・リサイタル ７月１３日（土）18：30～  

 〇介護について語ろう会 ７月２６日（金）14：00～ 

 〇男性の料理教室 毎週金曜日 13：30～ 

 〇仏教講話 ７月１日（月）15：00～ 

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

        【街角コンサート演者（ボランティア）募集！】 

サービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわの1階エント 

ランスでピアノ演奏をして下さる小学生や中学生・高校生・大 

学生を募集しています。夏休みを利用して日頃の練習の成果を 

披露してみませんか。日時はご都合に合わせます。 

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

 

 

 

 

 


