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 社会福祉法人はりま福祉会・せ い り ょ う 園 
２ ０ ２ ０ 年 度 事 業 計 画 書 

 
基 本 理 念 

超長寿の社会で今、超少子の状況が進行して生産年齢人口が急激に減少し、介護現

場でも働き手不足が深刻です。 
人は全く無防備な身で生まれ、その身を親や仲間に委ねて一人前に成長します。そ

して老いて終焉を迎える際には、その身が培った知性や理性や体力を削ぎ落として再

び無防備になり、死に逝く身を子や仲間に委ねます。 
多くの動物が産んだ子を本能として養いますが、『老いて死に逝く身を仲間に委ね

る』のは人間のみです。人は社会を構成する為に必要な『思想や人間性・社会性』を、

『老いた仲間を看取る営み』を通して引き継ぐのです。一人ひとりの限りある命と命

をつなぎ、社会を引継ぎ、歴史を続けてきた原点が、『老いて死に逝く仲間を介護し

看取る』営みです。 
看取りの場で『安らかな死顔』に出逢い、『命より大切なもの』の存在に気付き、若

い仲間達が『未知の世界』に挑む力を養い、本能を発揮して新たな命を産み育てて、

少子化に歯止めが掛かるのです。「命」を支える医療と、「安らかな最期」を支える介

護が連携することで、人間社会の歴史が続くのです。 
要介護のお年寄りを、地域社会における『重要な使命を帯びた存在』として敬い尊

重し、誇りを持って介護に従事したいと願います。 
  
（１）２０２０年度新規事業の計画 

① 地域サポート施設として、特養で暮らす人々の生活を支えて来た知識と技術

と経験を、地域社会の貴重な介護資源として活用する道 
を探ります。人は地域社会の一員として生まれ、働き、 
人生を締め括ります。特養で暮らす人々も、地域社会の 
一員として人生を締め括る世でありたいと願い、地域に 
おける多様なサポートの道を拓きます。 

                  （次ページに続く） 



  
（前ページの続き）  

  ② 地域の一員として暮らす上で様々な配慮や支援を必要とする人々の存在は、

多様性と柔軟性に満ちた『地域共生社会』を創る上での必要条件です。シェア

ハウス『岸本邸』の早期満室を図るとともに、第２・第３のシェアハウス設置

に向けた事業環境の整備に努めます。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 

 ※「２０２０年度事業計画書」の続きは、ホームページをご参照下さい。 

http://www.seiryoen.or.jp/ 
 

 
グループホームへ異動して 

グループホーム 福井 真希 

（介護福祉士） 

 

グループホームへ異動して一年が経ちます。私は体力がなく、仕事もうまく出来ず、

介護という仕事はツライと考えていました。利用者の方全ての方に介護をしなくては

ならないと思いながら今まで介護をしてきました。 

 グループホーム初日は、利用者の方とコミュニケーションをとったり、生活の様子

を見るという観察の時間がありました。車椅子に座っている方は少なく、利用者の方

からよく話しかけて下さり「何を手伝えばいいのだろうか」としか考えていませんで

した。車椅子に座っている方は「介護が必要だろう」と見ていましたが、職員の声掛

けで立ち上がりトイレまで手引きで歩き、座っていました。車椅子の方がこんなにも

歩けることに驚いたのと同時に今まで関わった利用者の方のことを振り返りました。

「もしかしたらあの人は歩く力があったのかもしれない」と思うと、自分は利用者

の方の力を奪っていたのかもしれない。グループホームで働き始めてからは、当たり

前のことかもしれませんが出来ることはしてもらい、納得のいくような生活を送って

もらいたい、そういった気持ちで一年間働きました。 

働いていて利用者の方は私が思っている以上に、ご自身のことを出来ることに気が

付きました。服を着る時も肌着の袖を持ち肌着が中で丸まらないように上の服を着

る、夜ご自身でトイレに行きパンツの上げ下げが出来る、食事を作る手伝いをしてく

れる人もいれば味付けをする人もいる、今まで出来ないと思い介助してきたので、後

悔・反省することも多かったのですが、学ぶことも多い一年でした。またご自身でう

まく出来なくても「自分でする」というだけで表情に達成感がある様に思い、その表

情をみると「介護の仕事をしてよかった」と思っています。 

以前は全て介護をしてしまっていました。利用者の方の目や表情をみたり、気持ち

を考えたりするよりも、自己満足な介護をしていた様に思います。この一年、出来る

ことをして頂くことで私の体力にも余裕が生じるようになりました。そうすること

で、利用者の方の「達成感」を感じられているような色々な表情や会話、ちょっとし

た変化にも気が付けるようになりました。うまく介護が出来るようになるにはまだま

だ時間がかかるのかもしれませんが、その人その人に合った関わり方を考え直し学ん

でいきたいです。 



М さんの看取りについて 

                       グループホーム 高瀬 美咲 

（介護福祉士） 

 

M さんとは２年前に出会いました。その頃の M さんはほとんど介助が必要な状態でした。

職員の声掛けに返事はあまり聞かれず視線を合わせ頷くことが多かったのですが、挨拶をす

ると時々小声で「おはよう」と返事があり、微笑む姿を見るととても嬉しかったです。 

夕食後に入居者の方にコーヒー・紅茶・カルピス・ココア等好きな物を選んでもらって

います。ご家族からは紅茶が好きと聞いていましたが、M さんに選んでもらうと「コーヒー」

と何度か返事がありました。好みが変わったのかな？コーヒーが飲みたい気分だったのか

な？と考えながら、声掛けによって M さんの好みを知ることができました。 

食事の摂取量は少ないですが甘い食べ物が好きで、ご家族が持ってこられるプリンや和

菓子などを用意すると、よく口を開けて食べられることが多いように感じました。グルー

プホームでたこ焼きパーティーをした時もお嫁さんより「甘めのソースが好きで、家でた

こ焼きや焼きそばを作ったときはソースにも少し砂糖を入れるのが好きだった」と話があ

りました。普段の食事はおにぎりとおかずで、M さんが食べやすいように１口程の大きさ

で用意し、お箸を使用してご自身で食べられていました。その日の状態によっては介助が

必要な為、常に M さんの隣には職員が付き添い、手が止まると介助をしていました。見ら

れていると食べたい物も食べにくいと思い側を離れたこともあります。すると、M さんの

ペースでお箸を持ちおにぎりを食べられていました。徐々に嚥下状態が悪くなり、お肉や

魚、固い野菜などのおかずやおにぎりを頬に溜めこむ様子がみられました。職員の判断で、

おにぎりからお粥に変更したこともありましたが元々お粥が嫌いであることを他の職員か

ら聞きました。どちらでも選んでもらえるように用意したことがあるのですが、実際はお

にぎりを選んでいることが多かったです。豆腐や柔らかいおかずなど、食べやすい物は普

通食と同じようにしたい思いがあります。嚥下状態のことも考えますが、食事の盛り付け

や彩りを見ながら数口でも「美味しい！」と感じてもらえるようにその都度工夫すること

が大切だと感じました。 

M さんの介助では反省することがあり、今でも鮮明に覚えています。一つ目は入れ歯を

洗う為に外した所、手が滑り落してしまい入れ歯の一部が欠けてしまったこと。二つ目は

トイレ介助の時に体を支えながらオムツをあてるのですが、M さんのバランスが崩れて支

えきれず近くに置いていた車椅子が頬に当たり怪我をさせてしまったことです。M さんに

謝罪をすると頷いて下さり痛い思いをさせてしまい申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

一つ一つの動作に気を付けること。無理に１人で介助しない。この動きをすれば次に何が

起こるのか想定することを改めて学ばせてもらいました。 

 終末期になるとご家族の面会も多く、M さんがベッドで休まれている時は娘さんが足の

マッサージをされたり、熱発がある際は、額に描くと熱が下がる古代文字のマークを教え 

て下さったりと献身的でした。何気ない日常的な会話も含め M さん

やご家族と過ごした日々は私にとってかけがえのないものとなりま

した。今でも看取りや勉強会などで食事や介助の話になると M さん

を思い出します。M さんから教えて頂いたことを今後の介護に繋げて

いきたいです。 



 
 
 
 

せいりょう園では、昨年 12 月に行われた消防訓練で緊急車

両の出入り口を確保するために、桜の木の一部を伐採しまし

た。毎年、入居者の皆さんとお花見を楽しんでいた桜の木だっ

たので惜しまれながらの伐採でしたが、そのようなことがあっ

たとは思えないほど大きく綺麗に咲き誇りました。コロナウイ

ルスの影響で外出自粛となったこともあり、例年のように園外

を散歩することはできませんでしたが、そのような状況の中で

もそれぞれのお花見を楽しみ、この桜の木と共に今年も入居者

の皆さんの嬉しそうな笑顔が溢れていました。 
 
 

【デイサービス】 
 

昨年より桜の開花が早いと聞いて今年のお花見会は 3 月

25 日と 3 月 30 日の 2 日に分けて皆さんと一緒に楽しみた

いと思い企画しました。ところが、当日外は寒く雨風。桜は

つぼみからようやく 3 分咲きだったので、2 日間は部屋の中

でお花見会をしました。少しでもお花見の雰囲気を味わって

いただこうと思いホールの壁にご 

利用者とともに作った桜の作品を飾りました。「わぁ～桜が 

咲いたの？」「部屋が明るくなったね」と皆さんのほほえん 

でいる顔。テーブルを囲み花びらの形をした手作りのお皿 

の上に桜もちを並べると、「桜も 

ち珍しい」「この桜の葉が良いん 

だよね」と、とても喜ばれていました。皆さんで桜もちをい

ただき、さくらの歌を唄い、輪投げを楽しみお花見会は終了し

ました。          デイサービス 富永 映子 

 
 

【まどか】 
 

3 月 31 日花見会をしました。例年だと電車公園の桜の下で写

真を撮り、ご家族と一緒にたこ焼きを作っていましたが、今年はコ

ロナウイルスの影響でご家族は参加出来ず、駐車場に咲いている花

をバックに写真を撮りました。いつもは口数が少ない方が足取り軽

くニコニコしながら花を見ていたり「この花の名前はなんなん？」

「さー知らんなー」等の会話があったり、池の鯉を見て「大きゅう 

なったなー」と言われたりしていました。その後はケーキや手作り 

ゼリーを食べ「このロールケーキはおいしーなー」「このゼリー手 

作りなん？」等会話が弾み楽しいひと時を過ごしました。 

      グループホームまどか 志筑 弥生 
 

お 花 見 だ よ り  

 



 

【グループホーム】 
 

今年のお花見会は、入居者の方に「おやつを作るのか、買い 

物に行って好きな物を買うのかどちらがいいですか？」と尋ね 

てみました。すると「買いに行くのがいいね」「買うたらいい 

よ。各々がこれがいいと選んで、それが好きなんや。買うが好 

き。おもしろいやないの！」「みんなに合わせます」と意見があ 

りました。昨年の秋のお茶会でも買い物外出を企画したところ好 

評だったので、ご家族も一緒に買い物へ付き添ってもらい、外で 

桜を見ながらお花見弁当を食べる予定にしていました。しかし、 

コロナウイルスによりご家族の面会も中止になり、買い物も人が 

密集するので行けなくなりました。せめてお花見弁当で春の気分を楽しんで欲しいと思

い、作ったおかずで入居者の方にお弁当を詰めてもらうことになりました。事前にお花見

で食べるおかずは何がいいか尋ねると、「卵焼き」「唐揚げ」「ほうれん草のお浸し」など

定番の物からお好きな物までバランス良く意見がありました。当日は雨の予報が出ていた

ので、前日の夜に入居者の方とてるてる坊主を作りました。頬紅や髪の毛まで描いて下さ

り個性豊かなてるてる坊主ができました。「可愛らしいね」「明日は晴れたらいいね」と会

話したことも思い出です。 

 当日は曇りでした。雨は降っていなかったので、てるてる坊

主の効果があったのかなと思います。外で桜を見ながらお弁当

を食べる予定にしていましたが、風が強く寒かったのでお弁当

を食べてから桜を見に散歩することになりました。お弁当のメ

ニューは、お稲荷・唐揚げ・卵焼き・ほうれん草とじゃこのお

浸し・たこさんウインナー・玉ねぎとわかめの味噌汁・イチゴ・ 

桜と抹茶のロールケーキと豪華でした。お稲荷は一人ひとりご飯を油揚げに詰めてもらい

ました。慣れた手つきで詰める方や、「どないしたらいいの？」と言われていた方には職

員が付き添いながら一生懸命作られていました。おかずは入居者の方に取ってもらいまし

た。順番に端に詰めて入れる方、同じおかずでも３つに分けて入れる方、隣に座っていた

方の分も入れて下さる方、ほうれん草のお浸しをお弁当箱に入れずに、そのままスプーン

ですくって口に入れ「おいしいな～」と食べ始める方、入れては食べての繰り返しでお弁

当が常に空っぽの方もおられました。唐揚げをリクエストした方に、まだから揚げは残っ

ていますよと伝えると、追加で３つおかわりされていました。また、「デザートのロール

ケーキは桜と抹茶のどちらが好みですか？」と尋ねると桜味が好評でした。食べ物も目に

映る物も、お花見といえばやっぱり桜だな～と思いました。どこに入れようか真剣に悩ん

だり、笑い声が聞こえたり、オリジナルのお弁当作りができて私も楽しかったです。どの

おかずが美味しかったですかと、尋ねると「どれも美味しかった」「みんな好き！好き嫌

いないからね！」「やっぱりお野菜が好きです。ちりめんじゃこが入ったやつ」「充分満足

しました。ありがとう」と喜んで下さいました。 

食べ終わった後に園の桜の木を見に行きました。少ししか 

咲いていませんでしたが木の幹に蕾が２つついており、「こん 

な所にあるなんて珍しいね～」と入居者の方も驚いていまし 

た。暖かくなり桜が満開の時に外でお茶会もしたいなと計画 

中です。来年はご家族も一緒に桜を眺めて春を迎えたいなと 

思います。        グループホーム 高瀬 美咲 



外出 

グループホーム主任 別府 克彦 

（介護福祉士） 

 

A さんは２年前、７８歳の時にグループホームに入居されました。独居の方で認知症もあり、

度々所在不明になられていたそうです。グループホームに入居されてからも「家に帰ります」

「目の見えない父がいるので」「犬が待っている」等と度々出ていかれていました。とても足

の速い方で、体力もあり「なんぼでも歩ける」とご自身でも言われていました。何度も所在不

明になり、見つからないときには警察に捜索願いを出したこともあります。半年程前からは

市と警備会社が協力して行っている見守りサービスを利用することになりました。靴に GPS

の発信機をつけ、加古川市内であれば、ご家族の携帯電話を使い所在地が確認できるとい

うものです。実際にそのサービスを使い、見つけることができたこともあります。 

冬は外が寒く、夜も暗くなるのが早いのであまり外には出ていかれなかったのですが、

３月に入り暖かい日が増えるにつれて外に出ていかれる頻度も増えていきました。３月１７日

も朝から２回出ていかれました。後ろから少し距離を開けて見守るのですが、１回目は１０分

程周囲を歩きご自身で戻られました。３回目に出ていかれた時は職員が気付いた時にはホー

ルに姿がなく、周囲をさがしたのですが見つからなかったのでご家族に連絡し GPS を確認し

て頂きました。「二号線にある『洋服の青山』を西に、モスバーガーの近くです」という事で

車で向かいましたが姿はなく、再度電話すると「そのまま西に。セブンイレブンの近くです」

向かうと「セブンイレブンの裏です」という事ですが姿はありません。GPS は５分程の誤差が

あるので、GPS の通りにそこの場所に向かっても、立ち止まっていない限りそこに Aさんはい

ません。その後は平野西の交差点、GU、車を置いてから歩いてヤマトヤシキへ…と続き、探し

出して一時間で寺家町の商店街にあるセブンイレブンにたどり着きました。店員さんに尋ねる

と「さっきまでおられましたよ。商品を買おうとしたけどお金がないから。と出ていかれまし

たよ。清算ですか？」とお菓子の入ったレジ袋を見せてくれました。A さんが入居された当時

はお金の感覚があり、買い物もできていましたが、最近は他の入居者の衣類や食べ物をご自

身の物と思い取ってしまう事が増えていたので、セブンイレブンでの行動に驚きと嬉しさと、

「そらできるよね」という思いになり、Aさんを追いかける事が楽しくなっていきました。そ

の後も GPS を頼りに西に歩き、大きい信号を渡ってニッケパークタウンの近くまで追いかけ

たのですが、次は駅南のマツモトキヨシへ。そして駅の北に出てから東に歩いた所で Aさんに

追いつきました。Aさんは笑顔で「駅でちょっと用事があってね」と言われ、普段と変わらない

様子で二時間も歩き続けたようには見えませんでした。 

ご家族と何度も連絡を取り合いながら発見に至ったのですが、地域の方にもお世話になり

ました。車を停めさせてくれたガソリンスタンドの店員さん。来店したかどうかを防犯カメ

ラで確認してくれたコンビニの店員さん。一度声をかけた人が「見つかったの？」と声をかけ

て下さいました。他にも駐車監視員や交通整理の方や学生さん等、多くの方々に親切にして

頂きました。またグループホームに戻ると汗をかいているという事で、担当の職員が急遽入

浴の準備をしてくれました。どのような思いで歩かれていたのかなと想像をしてみましたが

私には分かりません。しかしきっと何か目的があって黙々と歩かれたのだろう。充実した時

間だったのではないのかなと思います。 

事故に合ったらどうするのか、見つからなかったらどうするのかという意見もあるのかも

しれません。所在不明となると、ご家族は心配されるでしょうし、私たちも事故にはあってほ

しくはありません。しかし施設から出たからこそ今回のような逞しい姿を見る事が出来まし

た。“安全”“命”“Aさんの気持ち”“尊厳”何を大事に関わっていくべきかをご本人含め、み

んなで考えていきたいです。 



ユニットでの２年間を振り返って 

                      ユニット型特養 小原 あゆみ 

（介護福祉士） 

 

 私がユニット型特養に異動して丸２年が経とうとしています。異動の話を聞いた際、介護

はグループホームでの経験しかなかったため、『特養での介護とはどういうことをするのだ

ろう、入所されているのはどんな方達なのだろう、自分に務まるのだろうか』とユニット型

特養への異動に不安がありました。しかし実際にユニット型特養に入って仕事をしてみると

グループホームでの業務とそれほど大きく内容が変わることはありませんでした。グループ

ホームであれ、ユニット型特養であれ、私達が日々行う事は「入所されているお年寄り一人一

人が毎日を自分らしく過ごす為のサポートをする」ということに変わりありませんでした。

居室も完全個室となっており、それぞれのプライバシーも確保され、利用者が「自分の家」で

あることを認識し生活の場として過ごされている中に私達職員が関わらせていただいている

という事を改めて感じました。 

 昨年、「ユニットリーダー研修」を受けさせていただき、その中で「ユニットケアとは生

活の継続であり、自宅での生活=施設での生活という様に、入所であれデイサービスであれ、

ショートステイであれ利用するお年寄りが今までの生活を施設でもそのまま送れるように

ケアを行っていくことが大切であり、そこで生活している主役はあくまでもお年寄りであり、

職員ではないということを忘れてはいけない」という話がありました。そのお話を聞いて、自

分の普段の仕事を振り返ると、やはり自分本位でケアしていました。もう一度自分のケアを

見直し、主役であるお年寄り一人一人が自分らしさを失わないようしっかりサポートしてい

ける様に努めたいと思います。 

 
現在、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るい、日本

各地での感染者も日に日に増加しています。せいりょう園で

は、新型コロナウイルス感染拡大防止を願い、リバティ 2 階

に鶴林寺の幹敬盛住職からお預かりした「角大師」のお札を

祀っています。 
古代では、疫病対策といえば加持祈祷でしたが、現代でも受

け継がれ知られているのが角大師です。角大師の本来のお姿

は、平安時代の比叡山天台座主を務めた「元三大師」というお

方でした。都を流行病が襲った時、元三大師は流行病から人々

を守るためにお祈りし、角大師のお姿へと化し、そのお姿を弟 
子たちが版木にしてお札を作り配ることで流行病を鎮め 
たという伝承が残っています。角大師のお札を玄関や家 
の戸口に貼ることで、病気はもとよりあらゆる厄災から 
逃れられる護符として今も人々を守り続けています。 
一人ひとりができる新型コロナウイルス感染予防対策 

は、しっかりと手洗いすること、普段から十分な睡眠時 
間を確保すること、バランスのよい食事を心がけ免疫力 
を高めることです。皆さんが健康に過ごせるよう、一日 
も早い終息を願います。 

         デイサービス副主任 ベハラノ 恵  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報３月１２日現在 】 
 

・サービス付き高齢者向け住宅 

① リバティかこがわ：５室 ②自愛の家さくら：3 室  

・グループハウス岸本邸（シェアハウス）：２室 

・ケアハウス：空きなし 

・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 

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

 
 

数多くの動物の中で人間のみが、『老いて死に逝く身』を仲間に委ね、子や仲間が『看

取り』ます。 

社会を構成し、次の世代に引継いで歴史を続けて来た人間にとって、『老いと死と看

取り』は、『社会で生きる為の思想や社会性』を引継ぐ為に、命と引き換えに行う『最

も根源的な営み』です。 

如何なる時にも生きようとする本能、子を産み育てる本能、死に逝く身を仲間に委

ねる本能、死に逝く仲間を看取る本能、その全てがつながり合って『死後にも続く関

係性』を築き、『思想や人間性や社会性』を育み、『人と社会の歴史』が続いて来たの

です。 

今、いじめと自殺に揺れる１０代の少年達も、出産適齢期の２０代～３０代の青年達

も、その多くが『本能』を発揮できないでいます。少年が『逃げてでも生きる本能』を発

揮し、青年が『種の保存本能』を発揮する為には、『老いて死に逝く身を看取る場』での

『命の根源に触れる経験』が重要です。 

其処で人は『五感』を磨き、『死者との関係性』を築いて、『思想や人間性・社会性』を

育み、『未知の世界』に挑む力を蓄え、『本能』を発揮して子を産み育てて、社会を引

継ぎ、歴史を続けるのです。 

『命の根源』を支える『介護の現場』で働いてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

介護現場で働いてみませんか  
 

【 木野雅之 ヴァイオリン・リサイタル（7 月 7 日）について 】 
 

今年で第 27 回を迎える木野雅之氏のヴァイオリン・リサイタルです

が、新型コロナの世界的大流行により、ここ兵庫県でも緊急事態宣言が発

令され、入居者の皆様の外出自粛やご家族様の面会もご遠慮いただいてい

る状況です。終息の兆しが未だ見えない中ですが、木野氏からは、7 月の

演奏会を楽しみにして準備しているとご連絡いただいていますので、せい

りょう園もコロナ終息の願いを込めて開催の準備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【募集職種】 
介護職員（正規職員）：夜勤を含むローテーション勤務のできる方（介護福祉士） 
介護職員（非常勤）：①ケアハウスで１日８時間週２～３日の勤務ができる方 
          ［館内の環境整備（掃除）や食事の配下膳、入居者の様子伺い等 

が主な仕事です］（年齢資格不問） 
          ②朝食もしくは夕食時間帯の配下膳 

［勤務時間は朝夕２時間ずつです］（年齢資格不問） 
③朝食もしくは夕食の食事介助ができる方（年齢不問要資格）   

介護支援専門員：ケアプラン作成（居宅介護支援事業所の経験が無い方も OK です） 


