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 身体知で危険を回避した少年 
 

 ２０１９年９月３日付の日本經濟新聞『私の履歴書③』に、一橋大学名誉教授の野

中郁次郎氏が『「身体知」で危険を回避』と書かれています。『米軍の機銃掃射＝内気

な少年だった私を襲った、今も忘れられない出来事が２つある。いずれも戦時中、静

岡に疎開していたときに起き、その後の生き方や考え方に大きな影響を与えてきた。

少しだけ時計の針を戻したい。戦火が激しくなるなか、父は東京の縫製工場をたたみ、

母の出身地、静岡県の元吉原村（現富士市）に土地と家を購入して家族全員で疎開し

た。小学３年生の私は、村立元吉原国民学校に通い始めた。元吉原の子どもたちの間

には、ちょっと野蛮な慣習がまん延していた。よその土地から子どもが疎開してくる

と、みんなで「モンキー、モンキー」とはやし立て、乱暴をしたり、自転車をパン

クさせたりする。強烈ないじめと言ってもよい。その中に「一本」と呼ばれる慣習

もあった。子ども同士がやる拳闘である。ガキ大将が「お前とお前、ちょっと一本や

れ」と命じると、指名された子どもは素手で拳闘をしなければならない。相手を傷つ

けるまでやるわけではないが、どこまでやるのかは、ガキ大将が判断する。新参者の

私は、さっそく指名され、クラスで一番強そうなやつと闘う羽目になった。勝ち目は

なさそうだったが、ぴょんぴょんと飛び回っているうちに、「一本」が相手の顔面に

入ったらしい。「お前の勝ちだ」。ガキ大将の審判が下り、周りで見ていた子供たちから

驚きの声が上がった。「いざとなれば自分にだってやれる。力を出せるんだ」という自

信が生まれた。次の日から、いじめはぴたりとやんだ。２つ目は終戦直前の１９４５年

６月前後。日本近海に迫っていた米軍の空母から艦上戦闘機グラマンが飛来し、空襲

警報が鳴った。子供たちは木陰に身を隠しながら裏道になっている林道を進み、集団

で下校する。家が遠かった私は最後まで残り、１人で歩いていた。戦闘機が近付いて

来るのが分かり、松の木の下に隠れていると機銃掃射の爆音が大きくなってきた。危

険を察知して飛び出し、トウモロコシ畑のほうに移った。しば 

らくすると、松の木は炎に包まれ、根本から折れて倒れた。飛 

び出さなかったらおそらく、やられていただろう。・・・２つ 

の出来事で私を救ったのは、「身体知」といってよい。無意識 
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のうちに身体が何かを感じ取り、何とか危険を回避できた。無意識とは人間が生き

るための本能と経験の集積体である。人間として自然なのだ。私は後に、こうした無

意識の知（暗黙知）と、数値や文字で表現できる「形式知」との関係を研究のテーマ

にするが、少年の日の記憶がどこかに引っかかっていたのかもしれない。』 

 翌９月４日の朝日新聞『終わりと始まり』に、作家の池澤夏樹氏が『身に染みる

衰え 老いては若きに席を譲ろう』と題して『まずは個人的な話。自分が老いたと

思う。それが日々実感される。身体能力が少しずつ失われる。・・・足元がおぼつか

ない。・・・視力が落ちる。・・・キーボード入力が遅い。・・・小さな字が読めない。・・・

小さな字が書けない。・・・身体能力が足りないからエネルギーを節約する。・・・

不義理が増える。・・・知的好奇心が衰えた。・・・ぼく個人のことはどうでもいい。

愚痴ないし繰り言と聞き流していただいて結構。しかし社会の高齢化というのはつ

まりぼくのような老人がどんどん増えるということである。申し遅れたがぼくは今

は七十四歳と二か月。来年は後期高齢者。その後は晩期高齢者で、やがて末期高齢

者。・・・冗談半分に書いてきたが、高齢化でこの国は活力を失うだろう。あらゆる

面で生産力が落ちる。あとは衰退の一途、とか。社会の平均年齢が年々上がる。若

い世代を準備しなかったのだから当然である。我々は商業資本とテクノロジーが提

供する目の前の悦楽にうかうかと身を任せ、出産・育児・教育という投資を怠って

きた。国の無策は今さら言うまでもない。と書きながら、悲憤慷慨でもない。いず

れ退場する身とは承知している。では若い人に席を譲ろう。年下の諸君、幸運を祈

る。』と書かれています。 

 後に世界的経営学者となる野中少年を救った「身体知」。教授は『無意識とは人間

が生きるための本能と経験の集積体である。人間として自然な姿なのだ。』と記され

ます。遺伝子で引継いだ本能と、１０年程の幼児体験の集積が、野中教授が研究者

として歩む数十年の『礎』となった事を想う時、今の世で頻発する学校での『いじ

めと自殺』や、津波で流された石巻市・大川小学校の子供達には「複雑な想い」を

抱きます。「今の子」には野中少年を救った「身体知」は期待できない事を感じると

同時に、人間の自然な感性や感覚を養った当時の『幼児体験』の妥当性が感じ取れ、

その重要性が深く心に染み入ります。 

 池澤夏樹氏は『目の前の悦楽にうかうかと身を任せ、出産・育児・教育という投

資を怠ってきた。』と言い、『いずれ退場する身とは承知している。では若い人に席

を譲ろう。』と下駄を預けます。預けられた人は、老いて死に逝く身の『変化』と老

いの身が備える『本能と身体知』に出逢います。『生きる本能』や『種の保存本能』と

同じ遺伝子情報であり当然に出逢うはずですが、現実には見失っています。老いる

ご本人も看取る若い人も共に「不老・不死」を熱望して『自然の摂理』を顧みず、

摂理に添って進む『老いと死』への準備を怠り、同時に『妊娠・出産・育児・教育』

への準備や『本能的な感性や感覚』を養う幼児教育を疎かにした結果、この４０数年

の間に急激に少子化が進行しました。 

『老いて死に逝く命を看取る営み』は、人が『無意識の知』を次世代に引継ぐ為

に行う『社会性の根源』となる営みだと思えます。『老いの身の退場』に際して訪れ

る『老いの身の変化』を直視し、老いと死も、妊娠と出産も、誕生と成長も、育児

と教育も、遺伝子で引継いだ本能が繋がり絡み合う『自然の摂理に添う営み』であ

る事に気付いて欲しい、学んで欲しい、と心より願います。 

                         せいりょう園 渋谷 哲 



 
 

 

NPO 法人子育てサポート☆きらり ing 

顧問 石堂 美紀代 

（はりま福祉会理事） 
 
 私は、10 年前仲間とともに子育て支援の NPO 法人を立ち上げ、加古川市から子

育て支援拠点「加古川駅南子育てプラザ」と「東加古川子育てプラザ」の運営を委

託されています。両子育てプラザは基本的に年末年始 6 日間のみ休館で、9 時から

17 時までいつでも、誰でも行くことができます。年間来館者は 15 万人程です。 

 子育て中の親子はもちろん、高校生や大学生から、地域のすでに子育てを終えた

シニア世代までが「子育て」をキーワードにつながるようなプログラムを実施して

います。私は今、顧問という立場になり、直接子育てプラザの運営からはなれ、依

頼のあるところはどこへでも出かけ、若い親たちが子どもを産み育てる人生を選ん

でよかったと思ってもらえるようにと活動をしています。 

 そんな時、せいりょう園の理事をお受けすることになり、渋谷理事長の熱い思い

を繰り返し聞く機会に恵まれました。高齢者はもちろん、障がい者も、幼い子ども

やその親たちもが、当たり前に社会で一緒に暮らしていくことが地域社会の活力に

なるんだということです。また、職員のみなさんの元気で明るく楽しい様子にも大

きな力を感じました。 

 そこで、H29 年 10 月から「にこにこ in せいりょう園」と名付けた親子育て広場を

せいりょう園フィットネスルームで開催しています。もちろん参加費無料です。せい

りょう園の子育てに対する温かい支援のおかげです。月 1 回 25 組の親子がやって

きます。子どもの年齢は 1～2 歳児が圧倒的で、ママと一緒がほとんどですが、時

にはおばあちゃんやパパの時もあります。中には、せいりょう園サービス付き高齢

者向け住宅に入居している方のひ孫、孫、娘が参加し、四世代でひとときを過ごす

こともありました。 

 子育てのワンポイントや手遊び、リズム遊び、季節の遊びなどをし、ちょっとし

たおみやげがあることも。子育ての相談にのることもあります。納涼会や運動会な

どは、入所者の高齢者やせいりょう園の長期休暇中の学童保育の小学生たちと一緒

に楽しみます。入所の高齢者は幼子を見るだけで「かわいいなあ、ほんまに幸せや」

と言って頭を撫でてくれます。小学生は、まだ自分も育ててもらっているのに、小

さなパパになったように面倒をみています。若い母親たちは、それに感謝し、もう

ひと踏ん張り子育てを頑張ろうと勇気をもらえます。 

 子どもはいかにたくさんの人と関わったかにより育ちも人生の豊かさも変わっ

てきます。今、子育て困難な時代といわれますが、若い親たちは基本的に一生懸命

頑張っています。地域のみんなが子育てを支え、やさし 

い言葉をかけ、孤立を防ぐことが必須です。高齢者も障 

がい者もみんな同じことだと改めて認識したせいりょう 

園です。 

地域みんなで子育てを 



就職出前プレゼンテーションに参加して 

デイサービス副主任 ベハラノ 恵 

（介護福祉士） 

 

６月１９日、グループホーム主任と姫路市にある大原医療福祉スポー

ツ専門学校へ就職出前プレゼンテーションに行きました。就職出前プレ

ゼンテーションとは、兵庫県内の８施設が参加して、専門学生へ向けて、

それぞれの施設の魅力を紹介していき、学生がゆくゆく就職する施設を

検討するための、とても重大な場です。介護業界の職員不足は年々深刻化 

していることもあり、介護職を志す学生はとても貴重な存在なので、いかに印象に残るプレ

ゼンテーションを行い学生に興味を持ってもらえるかどうか、ということが私たちの課題で

した。 

今回参加した施設のうちほとんどが、プロジェクターを使ってスクリーンで就職に関する

こと、例えば『給料面』や『年間休日・福利厚生』のこと、施設の雰囲気が分かるような『行

事報告』などを映して説明していました。ですが、私の中で『学生にとって福利厚生などの待

遇面のことは重要なのだろうか？』『いま、理念を読み上げたとしても、その意味をすぐに理

解することができるのか？』という疑問がありました。せいりょう園のパンフレットや求人

情報はすでに学生の手に渡っていたので、同じ内容を口頭で説明する必要はなく、施設の理

念はせいりょう園に就職すれば自ずと身についてくるはずです。あえて求人に関する事項は

説明せず、実際にせいりょう園で起こった出来事を交えながらも、理念を分かりやすく説明

した『せいりょう園の魅力』を伝えました。 

高齢者施設では『お年寄りが自分らしく生活できるよう支えます』というような理念を掲

げるところが多く、せいりょう園でも『最期まで人生にチャレンジする』『最期まで主役とし

て』という内容が理念の一部にあります。理念を掲げること自体は簡単ですが、それを実現し

なければ意味がなく、『自分らしく生活する』と文章で示しても、具体的にそれはどういうこ

となのか？深いところまで理解できないとただの言葉だけになってしまいます。私の中で、

せいりょう園での『自分らしく生活すること』の意味が一番よく分かるのが、『玄関にカギを

かけていない』ということだったので、学生にその内容を説明することにしました。お年寄り

は、好きな時に自由に外出することができて、エレベーターも自由に使うことができる、暑い

夏の日でも、寒い冬の日でも外出されます。認知症のある人の外出については、度々ニュース

で取り上げられるほど世間は敏感になっています。交通事故にあうかもしれない、行方不明

になる可能性ももちろんある。認知症者の外出というのは、それなりのリスクを伴うことは

事実で、私もせいりょう園に就職する前までは『お年寄りを守らないといけない！』という思

いから、認知症の人が一人で外出することに、あまりいい印象を持っておらず『お年寄り＝守

らなければならない存在』だと思っていました。介護職を志す学生もそのように思っている

かもしれません。ですが、危ないから、心配だからと言って建物の中に閉じ込めてしまう、施

設の中だけで終結してしまう生活はご本人にとって本当に幸せと言えるのか、安全に生活で

きるからと言ってそれが幸せにつながるわけではありません。そのことを理解できるのは、

せいりょう園の中でお年寄りがのびのびと自分らしく生活している姿を見て初めて気づくの

だと思います。だからこそ、学生に伝えて知ってもらおうと思いました。このような『制限の

ない生活』というのは、『ほったらかしにしているだけではないか？』と思われてしまうかも

しれませんが、お年寄りが玄関から外に出るのを見かけると後ろから見守ることもあります

し、危険なことがあれば声をかけて一緒に散歩することもあります。確かに認知症になり、生

活がままならないこともあるかもしれませんが、お年寄りは私たちよりも長い年月をこの社



会の中で生きてこられました。お年寄りが外出している姿を見ていると、横断歩道では左右

を確認してから渡っているし信号もしっかり見て道路を渡っています。今まで『当たり前』

にしてこられたことを今でも『当たり前』にされており、長い人生の中で身につけた社会の

ルールは認知症になってからでもしっかり活かされています。私たちが敏感になっているだ

けで、お年寄りは逞しく、自分らしく生きています。それを支えることがせいりょう園の職

員としての役割であり、自分らしく生きぬくことがお年寄りの役割で、お年寄りがその人ら

しく生きぬく姿を最後まで見届けることができる、そのような魅力がせいりょう園にはある

と伝えました。 

今回の就職出前プレゼンテーションを通じて改めて思ったことがあります。私もいずれ

７０代、８０代になったときには、何かに縛られることなく自由に生きたいと思っていま

す。好きなときに好きなことをして、好きなときに好きなものを食べたい。それが私の理想

で、お年寄りにもそうであってほしいと思っています。学生にせいりょう園の魅力を伝える

だけではなく、他の施設の方々にもせいりょう園の魅力を発信できたよい機会であり、自分

自身の考えを見つめなおすこともできたプレゼンテーションとなりました。 

 
 
 

スイカ割り【令和元年 8 月 8 日】 

グループホーム 今出 さち子 

 

 先月に引き続き、今月はグループホームでのスイカ割りの様子を

報告させていただきます。 

８月８日、キッズクラブの子どもたちと一緒にグループホームで

スイカ割りをしました。 

スイカ割りをする前に、利用者全員によく冷えたスイカに触れて

いただくと、「大きいなあ～！おいしそうや」「よお冷えてるわ。タ 

ライで冷やしといたんか？」「こんな大きいの高かったやろ」「はよ切って」など色々な感想を

聞くことができました。また普段は眠っていることが多い方の膝の上に思い切ってスイカを置

き触れていただくと、パッチリ目を開け、目線がスイカに行き自然と周りを見渡していました。 

 それまでスイカを見るだけでとても盛り上がっていましたが、いざスイカ割りが始まると一番

にしたいという人はいませんでした。実習生さんが来られていた日だったので、実習生さんに

一番にスイカ割りをお願いし、目隠しをし始めるとだんだんいい雰囲気になり「割って！」な

どと声を出されていました。実習生さんの次にキッズクラブの子どもさんが出ると「頑張っ

て！」「割って！」など一層声が出ます。しかし、なかなか割れません。次々と利用者も参加

され、車いすの女性が立ち上がり割ろうとした姿には驚きました。利用者全員が終わっても

スイカは割れません。そのうち誰かが「男の人いるやん。あの男の人やったら力あって割れる

で。割ってもらおう」と言われ男性利用者にお願いしましたが「もうできない」とのことでし

た。スイカから汁が出始め、皆心配になり「早く、早く」と焦っている様子が伝わりました。

最後は実習生さんに挑戦してもらい、キッズクラブの子どもさんからも 

「もう一回割りたい」と希望があり、ようやく割れました。 

 その後は皆、早くスイカを食べたい気持ちでいっぱいです。すぐに切り 

分けて食べていただきました。中には５切れ食べた方もいました。「おい 

しい」「甘い」と喜んでおられる顔を見ることができてとても楽しい時間 

を過ごせました。 



 
 
 
 



 
 

 
N さんの看取りについて 

地域密着型特養 稲城 玲香 
（社会福祉士） 

 
 N さんは、平成 30 年 8 月 1 日にショートステイの利用を開始されました。私がデイサービス

より地域密着型特養に異動になった日と一緒でした。 
 私が初めて N さんの食事介助に入った際、口をあまり開けて下さらず 1 割～2 割程しか食べ

られませんでした。私は思わず他の職員に「いつも食べている量はこれぐらいですか？」と聞い

てしまいました。その職員は「いつもこれぐらいですよ」と答えが返ってきて「毎日 1～2 割程

の食事で大丈夫なのかな？」と思っていました。ほぼ毎日 N さんの夫が昼食前になると面会に

来られて昼食を介助されるのですが、職員が介助するより食べられていたように思います。食後

には、買って来られたパンやスイートポテトを居室のベッドに座り 2 人で並んで食べられていた

のを今でも居室の前を通ると思い出します。よくスイートポテトを持って来られていたので好き

なのか問うと N さんの夫は「そうやねん。このスイートポテト、パン屋のやつなんやけどすぐな

くなってまうねんで」と笑顔で話されていました。ほぼ毎日 N さんが好きなものを買って面会

に来られ、N さんのことをすごく想っているんだなと感じました。N さんに私が「今日もお父さ

ん来てくれたんですか？」と聞くとあまり発語がない方でしたが「お父ちゃん…」と言って私の

手を力強く握られ N さんもまた旦那さんのことを想っているんだなと感じられる瞬間でした。 
 亡くなられる 1 か月程前より発熱が続き、喉元でゴロゴロという音が聞かれるようになりま

した。主治医の先生に往診してもらった際、肺炎の疑いがあるとのことでした。元々食事量は

少ない方でしたが亡くなる 4 日程前から段々と食事が摂れなくなり令和元年 
5 月 26 日に 83 歳で永眠されました。 
 毎日ご家族が面会に来られていたのですが、私はあまり関りが持てな 
かった様に思います。もっとご家族とも関りを持ち、その人その人に合っ 
た介助を今後もしていきたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報１０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：5 室 

・サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくら：４室   

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし 

・ケアハウス：空きなし   

［問合先］せいりょう園 ℡  
 

 
【 仏教講話のご案内 11 月 4 日（月） 】 

 
せいりょう園では、平成１８年１２月に第１回仏教講話を開催し、今では毎月 

第１月曜日の１５時から定例行事として行っています（８月と１月は除く）。 

１１月の講話は、天台宗 鶴林寺 長老 幹栄盛師 をお迎えする事となりま 

した。ご家族の方やボランティアの方々、そして地域の方々などたくさんの方にお 

越し頂きたくご案内致します。参加費は無料ですので、是非この機会にお越し下さ 

い。お待ちしております。 
 

日 時：令和元年１１月４日（月）15：00～16：00 

場 所：リバティかこがわ２階（加古川市野口町長砂 95-2） 

交 通：JR 加古川駅よりかこバス東加古川駅行き「長砂公民館前」下車すぐ前 

問合先：せいりょう園 ℡(079)421-7156 

 

【 お知らせ 】 
 

① 介護について語ろう会 毎月第４金曜日 14：00～15：00 参加費無料 

・10/25 「ターミナルケアについて」 

  ・11/22 「感染症について」 

② 男性の料理教室 毎週金曜日（第５週は休み）13：30～15：00  1 回 500 円 

  ・11/ 1  きつねうどん 

  ・11/ 8  かき揚げそば 

  ・11/15 『常食と嚥下食の作り分け』 

・11/22  イタリアンスパゲティ  
 

［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156 

 

         
        【 RUN 伴（兵庫）2019 ～ 焼き芋カフェ ㏌せいりょう園 】 

 
認知症の啓発活動としてオレンジの T シャツを着たランナーが 

タスキを全国各地に繋ぎます。兵庫県の東播磨地区でも行われま 

すので、オレンジの T シャツを着たランナー集団を見掛けしたら、 

是非応援してください。せいりょう園では、焼き芋カフェを開催 

しランナーを出迎えますので、是非ご参加ください！ 
 

日 時：11 月３日（日）10：00～11：00 

場 所：リバティかこがわ前（加古川市野口町長砂 95-2） 

問合先：せいりょう園 ℡  

 
 

 


