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 『老いの覚悟』がつなぐバトンで『明るい未来』が 

 

 今年の夏に開催予定の東京オリンピックの組織委員会・森喜朗会長が、評議員会で

の女性差別発言が問題視されて辞任しました。其れについて令和３年３月３日付の日

本經濟新聞で編集委員の北川和徳氏が、『スポーツの力』欄で『森氏の失言と日本の停

滞』と題して論評されています。『国際体操連盟（ＦＩＧ）の渡辺守成会長（６２）か

ら以前、こんな嘆きを聞いたことがある。ＦＩＧ会長就任以来、競技普及のため体操

が発展途上のアフリカ諸国などをしばしば訪れるようになったが、宿泊ホテルのテレ

ビや冷蔵庫はサムスンかＬＧ製ばかり。ＳＯＮＹの携帯電話を使っていたら、子供た

ちがロゴを見て「ソノイは中国のメーカー、それとも韓国？」と聞かれた。「技術大国

といわれた日本はどこにいってしまったのかと悲しい気持ちになる。」同じように感

じている同世代の日本人は自分を含めて多いはずだ。日本発の革新的な製品やサービ

スのニュ―スはめったに聞かなくなった。職場や学校のデジタル化でも世界から後れ

を取り、労働生産性は久しく先進国で最下位。新型コロナウイルスの国産ワクチンの

開発も進んでいない。なぜ、こんな状況に陥ったのか。理由はいろいろあるのだろう

が、東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗前会長の失言が騒動になった時、そ

れが少し納得できた気がした。森氏の発言はジェンダー差別の観点から猛烈に批判さ

れたが、個人的には他にも気になることがあった。「会議が長くなるのはいけない」

「会議で発言するのはわきまえない者」と受け取れる部分だ。森氏に限らず、この国

の大半の組織の意思決定において、当たり前のように散見する。大事なことは偉い人

たちが決定済み。だから「部外者」は「わきまえて」黙っていなさい。部外者とは女

性や若者、障害者、平社員、一般人、名ばかりの役員などいろいろなパターンがある。

そんな閉鎖的な組織や社会で人材が育ち、未来を変える革新的なアイデアや斬新な

サービスが生まれるはずがない。・・・・・・・・ 』。この北川氏の論評には、敗戦

後の日本社会が世界の先端で技術革新をリードした時代を知る者の、変化に鈍感で停

滞する現在の日本社会への歯がゆい想いが滲み出ています。この 

国の政治・経済・行政の中枢を担う「偉い人たち」には、「市民の 

生活」の底に流れる「思想や覚悟」が視えていないが故に、『的外 

れの制度と運用』が永く続く様に思えます。 

              （次ページに続く）  



  
（前ページの続き）  

日本の高齢者介護や障がい者福祉の現場では多くの職員が今、『少子・高齢化』の大

きな波の中で、大きな矛盾や閉塞感に直面しています。高齢者介護も障がい者福祉も

共に、要介護老人や障がい児・者の『自立』を支援し、『誰もが共に暮らす地域共生社

会の実現』を謳いますが、現実には日常生活の中で要介護老人や障がい児・者に出合

う機会が随分と減っています。特養やグループホーム・有料老人ホーム・サ高住など

の居住施設が増えましたが、全館電子ロックの「自己完結型」の施設が多く、近隣住

民との接点は減っています。また、高齢者のデイサービスやデイケア、障がい児・者

の放課後等デイサービスやＢ型就労支援事業を利用する人達は、大半が送迎サービス

を利用し、街中を歩く姿は殆ど見受けません。建前とは裏腹の、『共生には程遠い現

実』が進み、４０年以上に亘って出生児数が減り続けるのは『何かが変！』と、団塊

の一員として非常に気掛かりです。 

要介護老人も障がい児・者も『街の何処か』には居るのですが、その暮らす姿が街

の人には視えません。西宮で介護に携わる人達の『集い場』を、『敢えて介護保険事業

にはせず』に運営する丸尾多重子さんは、デイサービスの送迎車を『拉致車』と呼ば

れています。 

猿と人は遺伝子上では「９８．８％同じ」ですが、死期を悟った後の行動は全く違

います。猿は群を離れ、人は『死に逝く身』を集団の中で子や仲間に委ねます。猿は

『遺伝子情報』のみで『生きる術』を伝えますが、人間は『遺伝子情報』に加えて『老

いて死に逝く身』を委ねて『多様な生きる術』を伝えています。 

『ピンピン・コロリ』では伝える暇も無いが故に、老いの身は『要介護や認知症』に

なり、『子や仲間に介護させて』伝えます。老いて要介護や認知症になるのは『バトン

タッチの準備』であり、『介護』はそのバトンを受取る為の『人のみが行う人ゆえの営

み』です。決して『迷惑』ではないと思えます。 

介護保険法は『予防重視型』で「介護予防」を国民に求めますが、予防は願望では

あっても、予防し切る方法は無く、予防し切った人も居ません。超長寿の現実世界で

は『バトンタッチを支える仕組みこそ』が重要なのであり、予防重視の制度設計は『的

外れ』と言わざるを得ません。 

アップル創業者の故スティーブ・ジョブズ氏は『自らの死を覚悟する中で重要な決

断をした経験』を学生たちに語りました。人は『死と向き合う中で重要な判断をする

覚悟』を固める時、ジョブズ氏の様に『誇りを持って次世代に伝える役割』を自覚で

きるのだと思えます。人にとって『死』は、其の『覚悟と誇り』は、『極めて豊かな創

造性を秘めた営み』なのです。 

 超長寿の社会で今、出産適齢期の青年の多くが『子を産む勇気』を見失っていま

す。『老いの本能』に由る『バトンタッチ』は、バトンを受取る青年達に『老いの覚

悟』に応える『勇気』を求め、一方で『誇り』に呼応する『歓び』を授けます。明る

い未来には、『死に逝く身』を他者に委ねる『老いの覚悟と誇り』が重要な役を担い

ます。結婚・出産適齢期の青年達が『子を産み育てる勇気と歓び』に出合う途を拓

く役割を、『老いの覚悟』が担うのです。 

今コロナ禍で少子傾向が強まる中、７０才代前半の団塊世代には戦後社会の『変革

を担った勇気』以上に、『覚悟と誇り』が問われます。人生の最終章・完結編・終末期

の『穏やかな眠り』の中に、『手渡すバトン』が潜みます。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



S さんの看取りについて  

ヘルパーステーション主任 川﨑 賢一  

（介護福祉士）  

 

S さんとの関わりは約 4 年程でした。気さくでユーモアがある方で、印象に残って

いるのが家族全員から、「みっちゃん」と呼ばれていたことです。娘婿にも同じように

呼ばれており、その関係性がうかがえました。夏祭りの盆踊りが大好きで、最後の曲

が終わるまで、踊り続けておられたのが印象的でした。  

ご本人の服のポケット、腹巻には折り紙やペーパータオルがたくさん入っており、

まるでドラえもんの四次元ポケットのようで、どうしていっぱい入っているのかを尋

ねると、何かあった時に逃げる為とのことでした。  

３年前に食事をほとんど受け付けない時期があり、栄養補助食品を口にするように

なり、息を吹き返した様に、食事をすることができるまでに回復されました。  

晩年は足に膿が溜まり、痛みから歩けなくなりましたが、ベッド上で自分の事は自

分でしようと懸命に頑張っておられました。お年寄りからよく「早く死にたい」「楽に

なりたい」と言われることがありますが、S さんも同じように話されていました。本

当に死にたかったのかは分かりませんが、足の痛みや日々の寂しさから、助けを求め

ていたのかもしれません。最初は、他者を頼ることを拒絶されている様に思いました

が、自分のことは自分でする、頼りたい時には頼る、そのような柔軟さが S さんらし

い身の委ね方だったように思いました。  

S さんの生き様から、死を意識し向き合い、それを受け入れておられたように感じ

ました。最期はロウソクの火が消えるかの如く、亡くなっていかれました。逞しく、

しなやかに生きて、亡くなっていかれたように思います。  

我々ヘルパーは施設のように、すぐ目が届く場所にはいませんが、ナースコールや

ケアプランに添った訪問をすることでつかず離れずの関係  

を維持し、自立支援を行っています。ご利用者に寄り添っ  

て対応することで、安らかな最期を送っていただけます。  

そのことを誇りに日々の業務に当たっていきたいです。 

 
 

 







ケアハウスへ異動して         

       ケアハウス生活相談員 伊藤 洋子

（社会福祉士・介護支援専門員） 

         

 私が異動でケアハウスの生活相談員となって早一年が過ぎました。振り返ってみればあっ

という間でした。         

 せいりょう園に入職してから、地域密着型特養と広域型（ユニット型）特養間を異動した

り、ショートステイの担当や施設介護支援専門員として働きました。ケアハウスへの異動の

話を聞いた時には、正直不安もあり、同じ相談援助職ではあるものの、介護支援専門員では

なく生活相談員としての自分というのが見えていませんでした。ただ、新しいことに挑戦す

ることには躊躇する気持ちがありつつも、新しいことを知ったり学んだりすることは好きな

ので、期待もありました。  

実際にケアハウスでの日々が始まると、不安や躊躇する気持ちを意識する余裕もなく時間

が過ぎていったように思います。異動時期と同じくしてコロナウイルスの感染が拡大し、対

応する中で、入居の方やご家族との距離間はどうなのか、どう関わっていくべきなのか、待っ

てはくれない日々の中、その時その時に出来る限りのことをするという毎日でした。入居の

方とは、毎日の検温・状態観察、ご家族との直接の面会が難しい為、ご家族からのお届け物

をお渡ししたり、電話等でご本人の思いをご家族に伝える等、関わらせていただく時間は普

段より多いのではないかと思います。ご家族とは、直接顔を合わせて話をさせていただく機

会が少なくなりますが、慌てずゆっくりと信頼関係を築いていきたいと思っています。 

 面会だけでなく、自由に外出して買い物や外食が出来ない、また、施設内での行事も少な

く、食事も毎食居室配膳となり、他の入居の方との交流も少ない状況が長く続いています。そ

んな中、「少しは運動せな」と敷地内を毎日１人で散歩して身体を動かしたり、敷地内の草

取りをされていたり、居室でスマートフォンの画面越しにご家族と顔を合わせて話をされた

り、外に買い物に行けないならと宅配を利用して好きな物を購入される等、この状況の中で

も出来ることを工夫されています。今まで経験されたことのない生活の中、ストレスを溜め、

言いたいこともたくさんあるとは思いますが、逞しく前を向いて生活されている姿に私も頑 

張ろうと励まされています。コロナ禍がいつまで続くのかわかりま

せんが、早く収束することを願い、入居の方とご家族が自由に触れ

合い、自然に心からの笑顔が浮かぶ日が来ることを切に望みます。 

 
 



ユニットの中庭 

ユニット型特養 伊藤 勇介 

（介護福祉士） 

 

ユニット型特養は３つの平屋の建物が繋がって出来ています。そ

の建物の間の渡り廊下から、写真のような中庭を見ることができま

す。そこではメダカを飼育したり、四季に合わせて花を植えたりし

ています。それを見て「キレイやな～。もうこんな季節か。早いもん

やね」と季節の移ろいを感じるご利用者、 

毎日メダカを見に行き、様子を教えてくれ 

るご利用者。冬場に「おーい！！メダカが凍っとるで！」と教え 

ていただき、慌ててメダカを避難させることもありました。中 

には、廊下から中庭を見ながらお茶を飲む 

ご利用者もいて、皆さんそれぞれ中庭の景 

色を楽しんでいます。「あの人がおるからキ 

レイなんやな」といつも手入れをしている職員に感謝や労いのお言 

葉をかけてくださいます。 

これからもご利用者と共に、中庭の景色を楽しみたいと思います。 

 

 

育児休暇を取得して 

地域密着型特養 衣笠 将弘 

（介護福祉士） 

 

 私は令和２年８月から令和３年１月まで育休を取得していました。今回、せいりょ

う園で初の男性職員の育休でした。一人目の子供で本当にわからないことだらけでし

た。育児書などを読んでみましたが参考程度になったくらいでした。この感じ覚えがあ

るな、という感覚があり思い出しました。介護未経験でせいりょう園で働き始めた感じ

に似ていました。本当に何も分からず自問自答の日々でした。しかし、せいりょう園で

働き色んなことを学びました。赤ん坊は言葉ではない態度、泣き声で訴えてきます。お年

寄りの中にも、訴えを伝えることができない方が大勢います。しかし、耳を傾け表情を

見ることで訴えを汲み取ることが少しずつできてくるようになりました。最初は汲み取

りにくかった赤ん坊の意思表示も少しずつ分かるようになってきました。 

 育児の中でのおむつ交換や沐浴など、仕事の経験が役立っていることが多くありま

した。子供に話しかけるようになってから、仕事での声掛けもより落ち着いて柔らか

くできるようになったと思います。 

 日々、利用者や子供から学ぶことがたくさんあります。赤ん坊のこれからの長い生の

力強さ、そして利用者の老いという確実に死へ向かっていながらも一生懸命生きる力強

さ。施設長がいつも伝えている『社会を引き継ぐ』ということを今、実感しています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　〔単位：千円〕

【 せいりょう園空き情報 6 月１4 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：６室 ② 自愛の家さくら：４室  

・グループホーム：1 室 ・グループホームまどか：１室   

・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        
 

 

 

［貸借対照表］

令和3年3月31日現在 　〔単位：千円〕

244,689

329,528

574,217

1,445,740

2,019,957

［事業活動収支計算書］ ［資金収支計算書］

自令和2年4月1日　至令和3年3月31日 自令和2年4月1日　至令和3年3月31日

 金　額  金　額

収益計 750,966 収入計 778,999

費用計　 733,466 支出計 693,142

17,500 事業活動資金収支差額 85,857

収益計 21,722 収入計 6,194

費用計　 2,440 支出計 66,518

19,282 施設整備等資金収支差額 -60,324

36,782 収入計 13,488

収益計 0 支出計 17,284

費用計　 91 その他の活動資金収支差額 -3,796

-91 当期資金収支差額合計 21,737

36,691 前期末支払資金残高 286,127

449,536 当期末支払資金残高 307,864

486,227

 勘　定　科　目

資産の部合計

負債の部

  社会福祉法人はりま福祉会　令和2年度決算報告

 流動資産

 固定資産

　 基本財産

　 その他の固定資産

前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額

 純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

サービス活動増減差額

サービス活動
外増減の部

サービス活動外増減差額

経常増減差額

事業活動
による収支

施設整備等に
よる収支

 流動負債

 固定負債

 負債の部合計

特別増減の部

特別増減差額

当期活動増減差額

その他の活動
による収支

 勘　定　科　目

サービス活動
増減の部

 資産の部

489,919

1,530,038

728,109

801,929

2,019,957

 【仏教講話のご案内】 7 月 5 日（月）１５：００～１６：００ 

< 真宗大谷派 真宗寺 邨上了圓住職 > 

※会場は感染症対策を講じ、法人内事業所には中継を行います。 

 

            

【 木野雅之 ヴァイオリン・リサイタル のご案内 】  
             
            ～令和 3 年 7 月 31 日（土）50 席限定！～ 
              

               14：30 開演（14：00 開場） 
          

料金：3,500 円（前売りのみ・全席自由）        

会場：リバティかこがわ 2F 大ホール(加古川市野口町長砂 95-2) 
    

※会場は感染症対策を講じ、法人内事業所には中継を行います。  

 

  
撮影：明石 一矢矢 


