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人の世はバトンタッチの繰返し 

―介護はバトンを受取る大切な営みです― 

 

動物界では「群」と「個体」の習性は全て、遺伝子で決まります。「生殖機能」を失

った「老体」は「群」には不要となり、子を産む力を失った後は長くは生きていませ

ん。しかし人間社会では、特に女性は５０才前後で排卵機能を無くした後も平均して

９０才近くまで、男性よりもずっと長く生き永らえます。   

多くの動物の中で『人間のみ』が、遺伝子で引継ぐ「本能に由る習性」以外に、社

会を構成する為の様々な能力を親や先輩達から受継ぎ、其れを多様に柔軟に応用し

て、臨機応変・変幻自在に社会を『変化・発展』させて次世代に引継ぎ、歴史を続け

て来ました。思想や宗教を生み、科学や芸術を発展させて、今やジェット機が世界中

の空を飛び回り、情報が瞬時に全世界に伝わるグローバリゼーションの世が出現し、

宇宙ステーションで何か月も暮せる時代です。 

 今の日本では人生は長くて１００年程、平均では８０才～９０才で寿命が尽きま

す。６５才で高齢者の仲間に入り、７５才で後期高齢者となります。高齢期に差し掛

かると誰もが機能低下に直面し、中には６０才に満たない年齢ながらも、認知機能が

低下する人や半身麻痺の人も現れます。 

 国は高齢対策として「健康長寿大作戦」を展開し、予防重視型の介護保険制度を運

用します。「活き活き百才健康体操」等を推奨して全国に広め、「ピンピン・コロリが

老いの理想」として「長患い」を遠ざけようとします。しかし現実には、『要介護の期

間』は平均して男性が７～８年、女性が１２～３年であり、「コロリと逝く」のは「希

少事例」です。多数の老人には「はかない理想」に過ぎず、現実には平均１０年程の

『要介護期間』を経て次世代に引き継がねばなりません。『長患いの中で何をどう引

継ぐのか？』と多くの人が戸惑い、空しい想いを抱きながら、 

人生最終の１０年程を過ごしています。 

人も野生動物も共に『無防備な身』で生まれ、老いては再び 

『無防備』になって最期を迎えます。野生動物は『群』を遠く 

離れて死にますが、人間は集団の中で子や仲間に『死に逝く 

（次ページに続く） 

      
 



  
（前ページの続き） 

身』を委ねます。『猿の群』と『人間社会』との『違い』が、其の『仲間に身を委ねて死

ぬ習性』に在ります。人ゆえの『死の習性』が、人が社会を構成して生きる指標となる

『思想や人間性や社会性』を育み、引継いで来た『根源の営み』だと考えられます。 

数十年を掛けて身に着けた『知性や理性や体力』を徐々に削ぎ落として『無防備な

身』を仲間に委ねる時、その身を支えるのは生まれながらに本能として備わる五感の

『感性・感覚』と、長年の暮らしで身に着いた『経験則』です。 

『無防備な身』ながらも、吾身の『感性・感覚・経験則』に支えられ、他者に身を委

ね、時の流れや自然の変化に身を任せて、変幻自在・融通無碍に順応して、心地よく暮

らす道を探ります。仲間に身を委ねて迎える『終焉への軌跡』が、人間の『社会性の原

点』です。 

 日本は今『予防重視型介護保険』の下で、老いても要介護にならぬ様に、重度化せぬ

様にと、老人の多くが健康を目指して懸命に努力します。しかし、７０年～８０年と生

きてきた人が、知性や理性や体力が衰えるのは『自然の摂理』に添った『成り行き』で

あり、『無防備な身を仲間に委ねて迎える最期』への助走として『必要な時間』だと思

えます。『死に逝く本人』にとっても、『看取る仲間』にとっても、『最期を迎える心の

準備』を整える為の大切な時間です。 

 しかし予防を重視する余りに多くの人が、『予防し切る方法』は無く、『予防し切った

人』も居ない現実を直視せず、死は最大限に避けるべきであり、『老いて無防備な身』

は生きている価値＝ＱＯＬが低い、と思い込みます。故に、１０年程もある「要介護期

間」を多くの家族が『空しい時』と感じ、無防備な身で最期を迎える『終焉への軌跡』

の傍に居て、健康回復への願いを強くするのみで、願いに添わない結果に落胆し、此の

営みが『思想や人間性や社会性を育む営み』だと気付けないのです。思想的な視点や理

念に裏打ちされない『老人介護』は、『空しく虚ろな時間』しか生み出せないのです。 

 動物で『人間のみ』が、老いて死に逝く身を子や仲間に委ね、子や仲間が介護し、看

取り、弔い、葬ります。葬った後に、亡き親と対話する子が居り、先人を慕う後輩が居

ます。『死を巡る営み』が『死後の関係性』を生み、人間ゆえの『社会性』を育むので

す。人の世では『老い』にも『死』にも使命・役割があり、人の生きる指標となる『思

想や人間性や社会性』は、『老いて死に逝く身』を委ねる暮らしの中で『引継がれる』

事を、固く心に留めたいと願います。 

 日本の今の世は、生れる子供の数が減り続けます。団塊の世代２７０万人、団塊ジュ

ニア２００万人、令和１年生まれ８６万５０００人。４０数年の間に急激に減り、日本

は今、労働力不足です。そして東南アジア諸国からの『技能実習生』を導入して、労働

力を補おうとしています。介護現場でも技能実習生が働き始めています。母国に帰って

指導的立場に立つ事を目指して、日本語を習い、給料を貰い、『日本流介護』を学ぶの

です。此処で気掛かりなのが『予防重視型制度』の下で学んだ日本流介護が『日本以外

の国』で役立つのだろうか？との疑問と不安です。『自己決定・自己責任』の欧米諸国

との差異は明確ですが、アジア諸国の『老いと死の捉え方』や『思想・宗教』への考察

が極めて重要です。 

 老人介護は、日々の生活支援に留まらず、『老い』と『死』と『死後の関係性』と『出

産・誕生』とをつなぐ『要』です。人の世はバトンタッチの繰返しであり、『老いて死に

逝く身』にバトンが潜んでいます。『介護』は、そのバトンを受取る『人ゆえの営み』で

あり、『大切に』と心より願います。  

せいりょう園  渋谷 哲 

 



K さんの看取りで感じたこと 

地域密着型特養管理者補佐 入江 良行 

（介護福祉士） 

 

令和２年７月２７日に入所して８月２日に永眠された K さんの看取りについて、私が感じ

たことを書きます。 

K さんは地域密着型特養に入所されて一週間後に亡くなられましたが、特養への入所申し

込みは、平成２３年１０月１４日です。そこから、せいりょう園とは繋がりがありました。 

申し込みされた頃、長男のお嫁さんは K さんの介護と４歳と１歳の子育てをされていまし

た。ご家族は介護メモを作っていて、K さんの変わりゆくさま、その様子に対してご家族の

対応・状態を事細かく書かれていて、読むと状況が想像出来るくらいでした。 

例えば 

・だんだんと料理の味付けが濃くなっている。 

・賞味期限に厳しい人だったのに何とも思わないようになった。 

・時には外出して戻れなくなることも多くなり、１度生まれ故郷の福井県までタクシーで

帰ったこともあった。 

等が書かれていました。 

認知症が進行すると下着を汚し、便が付いた下着を隠すようにもなりました。一番近くで

介護していた長男のお嫁さんは育児もしていたので、かなり大変な状況だったはずです。在

宅生活が困難となり、せいりょう園の入所申し込みをした後に介護老人保健施設に入所され

ました。介護老人保健施設は在宅に帰るためのリハビリをする施設なので、ずっと住み続け

ることは出来ず、退所時期が来たらサービス付き高齢者向け住宅に転居し、そしてまた介護

老人保健施設入所を繰り返されていました。 

せいりょう園では入所申し込みをされた方々には毎年、入所申し込みを継続するか否かの

アンケートを出しています。K さんは毎年継続で「今の状況で頑張ります」や「大変になって

きました」等、アンケートには丁寧に答えていただきました。最終的に特養を選ばれました

が、ご家族は出来るところまで在宅で介護を続けられたと思います。 

K さんが亡くなられて数日後の金品引き渡しの際、長男のお嫁さんは今までの道のりを振

り返り「後悔がない」「心残りがない」と強く言われました。孫も大きくなり、毎朝お仏壇

に手を合わせる習慣がある。お婆さんの存在を感じているそうです。亡くなった後もご家族

の中には K さんが存在しています。「後悔が無い」と言われたのは、今まで一生懸命、K さ

んと向かい合ったからなのではないかと感じました。介護メモは一生懸命向き合った証だと

思います。 

特養には要介護３以上と重度になってから入所される方が殆どです。 

しかし、そこに至るまでの過程があります。いきなり重度化するわけで 

はありません。過程が大事であることを忘れないで介護業務に勤しんで 

いきたいです。 

 
 



信頼関係の中でのプリセプター 

グループホームまどか 松本 薫 

 

私はせいりょう園で働いて 8 年になります。平成 24 年から調理員として、せいりょう園リバティかこが

わ 1 階の喫茶ラヴィックで 5 年間働きました。もともと“食”に関して興味を持っていたこともあり、入居者

の方の食事や職員のランチを作り沢山のことを学びながら充実した日々を送っていました。そして、5 年

後の平成 29 年給食業務が外部委託となり、転職をするのか、このまま介護職員としてせいりょう園へ

残るかという選択をしなければいけなくなりました。確か、2 ヶ月くらいの期間があったと思うのですが、ど

ちらを選択するかとても悩みました。自分では答えが出せなくて家族にも相談しました。夫は私にはでき

ないだろうと言いました。なぜなら「介護」という仕事に対して“きつい・きたない・危険”といった 3K やセ

クハラ・パワハラのイメージがあり、偏見を持っていたからです。反対に私の母は施設でのボランティア活

動をしていたこともあり、介護職員は皆明るく生き生きしてやりがいを持って仕事しているのを見ているの

で、介護職になることを勧めてくれました。 

 介護の仕事に興味がないわけではありませんでした。せいりょう園に入社する 8 ヶ月前に姉が病気で

他界したのですが、その時の両親の悲しみや私自身姉の死を未だに受け入れられなくて後悔の日々を

送っていること、私自身の死に対する不安や恐怖、そして私がこの先一人で両親の老後を見なくてはい

けないという不安を考えると、一人一人の人生の締めくくりの時に関わりを持てる仕事をすることで、もっ

と前向きに生きていけるのではないかと考えたからです。家族にも理解をしてもらい介護の世界に入る

決意をしました。それは、私にとっては人生の一大決心でした。 

 平成 29 年 7 月からグループホームまどかの介護職員として働くことになりました。何の知識も経験も

ない私は朝の申し送りで聞き慣れない専門用語、テキパキ仕事をこなしていく先輩職員を見てカルチ

ャーショックを受けました。そんな私に、管理者が「焦らずにゆっくり丁寧に仕事を覚えてください」とおっ

しゃってくださったことで少し緊張がほぐれたことを今でも覚えています。しかし、現実は食事介助、入浴

介助、排泄介助で時間に追われながら毎日を過ごしていました。 

 そして、介護職をしてまだ 2 年も経たない頃に指導役としてプリセプターに任命されました。最初に主

任から話を聞いたときは「どうして私なんですか？」と思いました。その頃の私は業務をこなすことで精一

杯で、自分自身まだ分からないことだらけで人に教えたり、指導したりするなんてできない。ましてやせい

りょう園に入社したてとはいえ、プリセプティの対象となる人は私より介護経験があり、私の方が指導を受

けたいくらいです、とお断りしました。しかし、主任から「プリセプターというのは技術を教えたりするだけで

はない。お姉さんみたいな存在になって不安な気持ちを聞いてあげたり、一緒に考えたりすることでプリ

セプターとプリセプティが一緒に成長して欲しい」という考えを聞いて私も最初は不安で一杯でしたが、

そんなとき頼れる先輩がいたら安心だっただろうな、と思い微力ながら引き受けさせていただくことになり

ました。 

 プリセプターとしてまず最初に大きな目標として「自身も新人的な立場にあるので新人として共に学

び、共に考え、自身の成長にもつなげる」ということをあげました。そして、育成計画を立て、自己評価を

してもらいプリセプターとしての評価をし、課題を話し合いより良い介護が出来るようにしていくという流れ

なのですが、最初の頃は勤務のすれ違いがあり、あまりコミュニケーションも取れず、試行錯誤を重ねな

がら取り組みました。プリセプティに教えてあげられるほどの知識がない中で、どうやって指導すればい

 



いのだろうか不安を一杯抱えた毎日でした。主任にも「私にはできない。私には分からない」と泣き言を

言ってしまったこともありました。主任は私に「プリセプターとプリセプティだけの問題ではなく、他の職員

も巻き込んで職員全体で育てていくことがチームケアにつながる」とアドバイスをしてくださいました。その

言葉を聞いて私はプリセプターとして自分自身が窓口となりプリセプティとほかの職員との橋渡しを行う

役割を求められていることを実感しました。そして私自身も今まで疑問や質問があってもなかなか先輩

職員に聞くことが出来なかったことを反省し、自分自身がもっと信頼関係を築くことが大切だということに

気が付きました。まだ、プリセプターとして中途半端ではありますが、周りの先輩に教えてもらったり相談に

乗ってもらうことで今まで続けてくることができたと思っています。介護職に就いて 3 年目になりますが、正

直「もう辞めたい」と思ったこともあります。でもそれなりに得るものも多く、知らないことを知っていくことに

楽しさを覚えました。介護の知識だけではなく、人としてもっともっと成長していきたいと思います。 

 

 

グループホームの今年のクリスマス会はご家族をお招き

しての開催は出来ませんでしたが、利用者のみなさまにはせ

めて楽しいひとときを、とささやかなクリスマス会を開きま

した。 

恥ずかしそうにサンタの帽子をかぶって「どう？」「いい

やん、似合ってる、かわいい」と笑顔を見せてくださった方、 

「今日はごちそうやな～」と喜んでくださった方…制限の多い日々ですが明るい気持ち

になっていただけたのではないかと思います。 

最後はサンタさんからケーキを受け取り、楽しいお茶の時間を過ごしていただきました。 

    （栄養士 中尾 のり子） 
 
 

グループホームまどかのクリスマスは、お昼にちらし寿司な 

どいつもと違う豪華な食事、15 時のおやつにケーキとジュー 

スをたくさん召し上がっていました。お菓子のプレゼントの袋 

を持ち、写真撮影し、みなさんにっこりと良い顔をして楽しそ 

うでした。来年のクリスマスは、ご家族、職員も参加してもっ 

と楽しいクリスマスになると良いですね。 

（グループホームまどか 前濱 眞弓） 
 
 

デイサービスの例年のクリスマス会は喫茶ラヴィックに

ケーキセットを食べに行き、職員がサンタ・トナカイの衣

装を着てプレゼントをお渡ししていました。しかし、今年

はコロナ禍でもできるクリスマス会を…ということでデイ

サービスのフロアでお茶の時間にケーキをお出ししました。

お一人お一人間隔をあけて、ついたてをしてのクリスマス 

会でしたが「ケーキ美味しかった～！」「こんなおいしいの久しぶりに食べたわ～！」と、

皆さんあっという間に完食され「次もまたしてね！」ととても嬉しそうに話されていま

した。               （デイサービス副主任 ベハラノ 恵） 

クリスマス 

 

 

  

 



介護に出会えた 18 年、せいりょう園に勤めて 

グループホームまどか主任 曽我部 成生 

（介護福祉士） 

     

 私が介護の仕事に就きたいと考えたきっかけは、いずれ来る親の介護をしたいという思い

から始まりました。就職活動中に一般企業や自衛官なども受けてきました。しかし、自分の人

生を振り返る中で本当にこれでいいのか？懸命に働く事は可能だけど、自分の中で何か足り

ない様に感じました。 

当時、友人のお母さんが岡山県にある総合福祉施設に勤めていたので、1 年間ほど週に

2 日、ボランティアに行かせていただきました。最初は、施設外の掃除からしました。週

に 2 日だけでもご利用者から『毎回ありがとう』『綺麗になって気持ちいい』とおっしゃっ

ていただいたことを今でも思い出します。徐々にご利用者とともに洗濯物たたみ、掃除、リ

ネン交換、食事介助や車いすの誘導、入浴後のドライヤー担当などをさせていただきました。

そこで、やはり自分は人が好きで、人に直接関わり、お世話をさせていただきたいと当時は

思っていました。今になれば「人のお世話をさせて欲しいなど、未熟な自分がまあ偉そうに」

と少し反省しますが、当時の自分が行動できたのはこのようなことでした。 

しかし、現実には厳しいものがありました。施設職員の募集要項には介護福祉士、ヘルパー

などの資格を必要とするとありました。自分は資格を一切持っておらず、やる気や思いだけ

で人の介護をするなんて…と、現実に直面しました。現場主任から『ここで勤めたら？貴方な

ら歓迎するわよ』と言われたり、ご利用者の方に『ここで働いとん違うかったの？いつも一生

懸命だから職員さんと思ってた』と言われ、感激した事が今でも熱く心に残っています。人の

ぬくもりやあたたかさを感じ、人は誰かに必要とされたり、認めて貰える事でこんなにも嬉

しいのだと思いました。 

岡山で働こうと考えた時期もありました。しかし、私の最終目的は親に対して出来る事を

したいという思いが強くあったので地元で探す決意をしました。就職試験も最終段階。覚悟

を決めて探す中、せいりょう園という施設が新卒募集をかけていましたがそこには要資格と

は記載がなく、その瞬間に履歴書を書き直接施設の事務長に提出した事を思い出します。試

験の面接会場には有資格者も多数いました。面接では、面接官が 5 名程いて『何故この仕事

をしようと思ったのか？』という質問がありました。当時の自分は『誰かの役に立ちたい。い

つか来る尊敬する大切な親の世話をしたいからです。』と素直に答えていました。その時、ほ

とんどの面接官に『その意味は？なんで介護職を？どうしてですか？』と聞かれ、ありのまま

の気持ちを伝えたのでそれ以上の言葉につまった時、施設長に『それが本心なんだから、それ

でいいじゃないか。』と一言言っていただきました。私はこの一言で「どうしてもここで働き

たい」と思いました。結果的に内定をいただき勤める事になり、ありのままの自分を理解して

くれる職場や上司に出会えた事を心から感謝した思いは今でも忘れません。 

17 年間働く中で、色々な部署を経験させていただき、色々なご利用者・ご家族に出会える

事が本当に有難く感謝の気持ちで一杯です。最近は特に感じて、思う事があり伝えたいと思

います。「介護職とはただ、毎日休まずに働く事が大切でなく、言われた事をする事が介護で



もない。決まった事や決められた事をする事だけが介護でもない。」と私の尊敬する上司が常

に言います。 

介護は考える事が大切であり、そして毎日が学ぶ場であると。介護職が不足している中、

色々な職員がいると思います。しかし、利用者にとって私たち介護職、医療職、ご家族も、ど

のような考え方、働き方でも一つのチームなのだと。一番大切なのは、ご利用者を思い信頼す

る心、慕う心、敬う心ではないかと。 

私はせいりょう園で働く事、毎日ご利用者に会える事、自分が中心でなく黒衣として生き

る事が本当に幸せで誇りです。私自身の説明力や説得力はたいしてありませんが、これまで

17 年働いて胸を張って言えることがあります。『私の仕事は介護職です。毎日が活きて、感じ

て、幸せです。』と。出勤するとそこに光があり、ご利用者の生き方や考え方を常に傍らで学

べる事が多々あります。他人かもしれないけれど、他人でない私たち介護職の存在を感じて

くれています。このご利用者の方々の気遣いや礼儀、受け止める心。長年生きてきた知恵や経

験力が、私を毎日成長させてくれる事に心から感謝の気持ちでいっぱいです。 

私自身も皆様の様に年をとってみたい。言葉が出にくくなり、身体が動かなくなる不安も

ある中で周りに身を委ねてその背中を見せる人になりたい。私の父は昨年、他界しました。

色々な専門職の方やご近所さんに助けていただきました。生きる事が発信であり、生きてい

るからこそ考える。考えるからこそ成長して、成長するからこそ人間なのだなあと。私は 40

歳で未熟者です。だからこそ、精一杯生きて未熟なりに伝えていきたい。徐々に、腰や膝の限

界を感じる事も出て来ました。引き際も考えながら、自分が出来るところまで全力で真っす

ぐ真剣に、出会えた方々に感謝の気持ちを忘れずに残りの時間を誠心誠意勤めていきたいと

思います。 
 

 

♫鬼は外 福は内 パラッパラッパラッパラッ 

豆の音 鬼はこっそり逃げていく♫ 

 

節分の季節になりました。暦のずれで今年は 124 年ぶりに 2 月 2 日が節分の日

となります。デイサービスではコロナ禍にてレクリエーションができない状況にあり

ますが…利用者さんは毎日「何か楽しいことない？」とレクリエーションを楽しみに

されています。今年は鬼のお面を作りました。福笑いのように顔・髪の毛・角とパー

ツごとに分けて色塗りをしました。 

制作の途中「えっ！何色で塗ったらいいの？」「あなた何色にしたの？」「青？」「赤

や思うて塗ったらオレンジやったわ」…顔・髪の毛・ツノを組み合わせて出来上がっ

た後、目・鼻・口を描いていただきました。「わぁー！ 

いややわ！怖いからまつ毛付けるわね」「そない見ん 

とって…恥ずかしいわ」とワイワイ言いながら、たく 

さんの鬼の面が出来上がりました。鬼は外！福は内！ 

コロナに負けないように頑張りましょう。 

         （デイサービス 富永 映子）  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 1 月１9 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：4 室 ② 自愛の家さくら：３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   

・グループハウス岸本邸：１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         

 

～ 元日の緊急事態 ～ 
 

  令和２年１２月３１日の大晦日、あと３時間程で新年を迎えるという時、調理委託 

業者から調理員の家族が新型コロナウイルスの検査で陽性が出たとの一報が入りまし 

た。調理員自身の感染の有無がわからない為、万が一を考えて全調理員の出入りと厨 

房の使用を中止し、特養・ショート・ケアハウス・サ高住の計１２４名の入所(居)者 

の皆様には大変申し訳ない気持ちで一杯ではありましたが、元旦の祝膳の代わりに非 

常食をお出しすることにしました。 

緊急招集された職員４名が朝７時に出勤し、１０時の配膳を目指します。委託業者 

からも応援者３名が到着しなんとか時間には間に合いました。しかし、量が少なかっ 

た為すぐに菓子パンを買いに走り、次は夕食の手配です。元日でもスーパーには沢山 

のお弁当が並んでおり、何軒か回り人数分を確保する事ができました。ただ、普段刻 

み食やみじん食を召し上がっておられる方でも食べられるかという心配もありました 

が、管理栄養士や介護職員のその場の対応で無事夕食も終える 

事ができました。 

  委託業者の迅速なご対応により厨房は消毒専門業者により夕 

方には消毒が完了し、調理員の PCR 検査結果も陰性と判明し 

た為、翌日から通常の食事提供ができる事になり、おせち料理 

も１月３日に入所(居)者の皆様にお召し上がり頂きました。 

  創立３５周年を迎えたせいりょう園が初めて非常食を使う事態となった令和３年の 

幕開けでしたが、入所(居)者の皆様はこのコロナ禍における緊急事態をすぐに受け入れ、 

年に一度のおせち料理が質素な非常食に急遽変更になったにもかかわらず静かに応じ 

て下さいました。改めてお詫びと感謝を申し上げます。  

今も感染拡大が収束する気配は一向に無く、年明け後も毎日緊張の連続です。全国 

 各地の高齢者施設でクラスターが発生し、感染拡大防止の困難さも痛感します。誰も 

が罹るこの感染状況で、自分が罹っているかもいう不安を抱えながらも、職員は元よ 

り調理や清掃委託業者の皆様と共に入所者(居)様の生活を支えています。 

またこのような緊急事態が発生するかもしれないという緊張感が日々高まる加古川 

市内の感染状況ですが、共に働く者同士が助け合い乗り越えていける職場でありたい 

と思います。             特養副施設長 武本 南緒（社会福祉士） 

 
おせち料理（ﾕﾆｯﾄ型特養） 


