
 

  

 ［発行］社会福祉法人はりま福祉会 特別養護老人ホームせいりょう園 

      〒675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂 95-20 TEL 079-421-7156 FAX 079-421-6422 

          令和３年８月 第２４６号   年間購読料１,０００円（１部１００円） 

ﾒｰﾙ seiryoen＠bb.banban.jp  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seiryoen.or.jp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

『死』と『誕生』が『同居する人の世』を引継ぐ為に 

 

  日本は第２次大戦後の経済成長を経て今、平均寿命が男女を通して８０才～８８才

という世界でも有数の長寿国となり、１００才を超える長寿者も稀ではない世を創り

ました。しかし一方で此の４０数年の間、一貫して生まれる子供の数が減り続け、今

は世界でも有数の『少子化社会』です。 

現在４０才代後半の団塊ジュニア世代は、２００万人を少し超えた同級生が居ます

が、其れ以降は毎年生まれる子供の数が減り続け、昨年（２０２０年）の出生児数は

約８４万人です。「長寿化」と「少子化」が『同時に進行』するのは、両者に何らかの

『関連性』が在るのか？『気になる処』です。 

団塊の世代は戦後直ぐの昭和２２年～２４年の３年間で約８００万人が生まれ、現

在は全員が７０才代に入っています。その子供世代である団塊ジュニアの約６００万

人は今、全員が４０才代の後半に達しています。その後は毎年、生まれる子供の数が

減り続けて来ました。３０年後には団塊世代はほぼ全員が亡くなり、５０年後には団

塊ジュニア世代もその大半が亡くなっているものと思われます。その頃にもなお今の

『少子化』が続いていると、社会としては非常に不自然で不健全な状態だと思えます。 

団塊の世代は、戦後日本の「社会変革と経済発展」の先頭を走って来ました。中学

生・高校生の頃から「成績順に輪切り」にされる「競争の中」で育ち、学生運動で挫

折を経験し、就職後は高度経済成長の中で企業戦士としてモーレツに働き、日本社会

が安定期に入って企業の離合集散の中で退職期を迎えて今、後期高齢期の入り口に差

し掛かっています。 

絶えず『社会変革』の先陣を切ってきた団塊世代は今、人生 

の最終場面に差し掛かる中で『歴史上で最多人数の団塊老人』 

となり、其れを支えるべき『労働人口の減少』という『社会変 

革』に直面しています。高度経済成長を支えた団塊世代が、自 

らの人生を締め括る際には『先輩老人を支えて来た様』には、 

老後を過ごせないのです。『何処かが間違っていた』のかも知 

れません。         （次ページに続く） 
 



  
（前ページの続き）  

猿は「ボス」と云えども死期を悟ると「忽然と失踪」し、死地に赴きます。残され

た仲間達は直ぐに『ボス選び』に入り、やがて『新たなボス猿』が誕生します。猿

の群では『生まれた子』を群の一員として世話をして育てますが、『死に逝く老猿』

の世話をする事は有りません。 

動物は『出産・子育て』は『本能』として『群の中』で営みますが、『老いの身』は

『死期』を悟ると『本能』として『群を離れ』ます。猿を初め野生動物では『誕生と

成長』と『老いと死』の営みが群の中で同時に進行する事は在りません。共に『遺

伝子で引継ぐ本能』ではあっても、両者に関連性は無いのです。 

『人間社会』においてのみ、『老いて死に逝く身を仲間に委ねる』営みと、『新た

に誕生した命を親や仲間が見守り育てる』営みが、『社会の中で同居』して起こりま

す。子や仲間達が「老いて死に逝く身」に寄添う中で様々な想いを抱き、嘆き、悲

しみ、亡き人を弔い、一方では「新たに生まれる命」を見守り、育て、共に働き、や

がては『未来』を託して、老いて死に逝く『吾身』を委ねます。『死』に係わる『本

能の営み』と、『誕生』に係わる『本能の営み』とを同一集団の中で繰返し経験し、

『猿の群』では起こり得なかった『本能を超えて密接に関連し合う関係性』が、『人

の世』で生まれたのです。『人と人との関係性』は死後にも続き、『死者と対話』し

て吾身を振り返る場面も生じます。 

本能を超える関係性を『原点』として、『人間のみ』が『思想や社会性』を育み、『文

化・文明』を創り、『死を超えて』次世代に引継ぎ、社会を『変化・発展』させ、『歴

史』を続けてきたのです。 

 我々は高度経済成長社会の中で、『健康でこそ幸せ』だと信じて医療制度の充実を

図り、『死を避ける医療』の提供が高齢者に報いる道だと信じて医療保険制度を創

り、『生活の場』を確保する為に介護保険制度を創り、世界でも有数の長寿国となり

ました。『増える長寿者』の中で此の４０年程の間、生まれる子供の数が減り続け、

団塊世代の老後を支え切れるのか？少々心配です。 

『子を産み育てる』最も基本的な本能が、『豊かな今の世の若者世代』で何故に『希

薄』になってしまったのか？不思議です。人は、『老いて死に逝く身を他者に委ねる

本能』に応えて『世話をして看取り弔う』営みを経験し、同時に『子を産み』育て

て、社会を『変化・発展』させながら引継いで来ました。 

人は『死期を悟る』本能と『子を産み育てる』本能との間に『密接な関係性』を

創り、『思想や人間性や社会性』を育み、引継いで来たのです。我々は此の数十年

『老いて死に逝く身』を『死を避ける医療』に委ね、急速に『少子社会』を創りま

した。『延命』を求めて『不安』を招いたのです。 

団塊世代は今『吾身の最期』に向き合い、自らの『思想や社会性』を問われてい

ます。『社会変革』の先陣を切った『団塊』が、人生の最終場面で『変化・発展す

る社会』を『次世代の子供達』に引継げるか？否か？の『分かれ道』で、『自己変

革』を求められている様に思えます。 

『老いて死に逝く過程』は『変化・発展する社会』を次世代につなぐ営みです。

『死に逝く覚悟と誇り』が『子を産む勇気』の背中を押し、『育てる歓び』に出逢う

道を拓き、次世代を担う新たな命が生まれるのです。 

特養では最近『穏やかな眠りの中』で迎える『死』と出逢います。長い人生の苦

悩や葛藤を溶かし込む『誇り』に満ちた『安らかな死顔』に接して、『老いて死に逝

く身』を委ねる『人ゆえの営み』の『重要性』を実感しています。 

『覚悟と誇りに満ちた最期の身』を子や仲間に委ねたい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 



コロナ禍の看取り 

地域密着型特養 藤久 智秀 

（介護福祉士） 

 

 コロナ禍になってから、地域密着型特養入所の方、ショートステイ利用の方が何名か亡

くなられ看取りをさせていただきました。コロナ禍になって感染症防止のため、直接面会

はできなくなりタブレットによるリモート面会となりました。例外として、状態の悪い方

は直接面会ができるのですが、その場合も玄関で検温をしていただき、マスク、フェイス

ガードを使用していただきます。複数人でご面会の場合は、ご家族や身内の方々だけでも

何名かに分かれて面会していただく形となりました。また、面会できる時間も短時間とな

りました。状態の悪化時の直接面会でさえ、仕方がないとはいえ、検温・マスク・フェイ

スガードの使用といった一連の対応を申し訳なく感じましたが、ご本人が亡くなられた時

にも同様の対応が必要で、ご本人が亡くなられ悲しまれているご家族に対して検温とマス

ク、フェイスガードを求め少人数で短時間での面会をしていただくのは、本当に申し訳な

くいたたまれないという気持ちでいっぱいになりました。 

 コロナ禍になる前は状態の悪くなったご本人にご家族が居室で長時間寄り添われたり

泊まられることもありました。それが、ご本人とご家族にとって、とても自然で、とても

大切な時間だと感じました。 

 亡くなられてからの告別式もコロナ前はご家族が望まれればせいりょう園特養１階の

和室やリバティかこがわ２階のホールに祭壇を設置し、特養の入所者やショートステイ

利用者の方々も参列し一緒にお見送りをさせていただいていました。また、せいりょう園

で告別式をされない場合でも何人かの職員が通夜、告別式に参列させていただくことも

ありました。しかし、それらもコロナ禍で行えなくなりました。 

 コロナワクチンの接種が進んでいき、窓越し面会は行えるようになりましたが、早く以

前のようにご家族がご本人のそばに寄り添って一緒に過ごし、亡くなられた時も他のご

利用者の方々と一緒にお見送りできる当たり前で自然な社会に早く戻ってほしいと願い

ます。 

 現状ではコロナが再拡大している状況なので、直接面会 

を行うのは困難ですが、現状で行えるリモート面会や窓越 

し面会でもできる限りご本人とご家族が大切な時間を過ご 

せるように職員も一緒に大切な時間を作っていきたいと思 

います。 

 

 



夏祭りに参加して 

地域密着型特養・ユニット型特養 

佐伯 佳代子（管理栄養士） 

 

7 月よりせいりょう園に入職し、あっという間に一ヶ月が経過しました。 

業務を覚えることに必死で、まだまだ余裕がありませんが、充実した毎日を過ごさせても

らっています。 

名前と顔の一致しない方がまだ数多くいらっしゃいますので、一日でも早く覚えたいと思

います。たくさんお話を聞かせてください。 

さて、８月 3 日、ユニットにて夏祭りが開催されました。新型

コロナウイルス感染症対策のため、ユニットごとに 10 名ずつの

お祭りです。お祭りにぴったりの音楽も流れ、職員も楽しそうな

雰囲気でした。集まった入所者の方々も、何が始まるのかと、周

りをキョロキョロとされていました。 

お祭りスタートの挨拶も終わると、まずは魚釣り。色とりどりの画用紙で作られたたくさ

んの種類の魚や、カニ、イカ、エビ、中には長靴の形もあり、見ているだけでわくわくしま 

した。先にクリップがつけてあり、磁石のついた釣り竿で釣り上げる

ゲームです。狙った獲物を釣りあげた方や、狙ったものとは別のもの

が釣れた方。釣り上げたところで、職員が「やったねー！」と拍手し

ながら、写真を一枚。素敵な写真が撮れたことと思います。 

 次は射的です。「この次は当てる！」と意気込んで何回かチャレン

ジされる方もいらっしゃいました。引き金を引くのが少し難しそうで

したが、皆さんとても楽しそうでした。 

そして、くじ引き。くじの先にはお菓子がつけてあります。アイス

クリーム券が当たった方は、食べたいときに引き換えることになっ

ており、職員が色々と工夫しているのが伝わってきました。 

 最後は、私が担当したかき氷です。いちご、メロン、みぞれ、ハワ

イアンの４種類のシロップと、練乳。全体的に練乳をプラスしてかけ

る方が多く、甘いものをお好きな方が多 

いように感じました。「冷たいわー。」と 

目を閉じる方や、「うんうん、おいしいな。」と言って 2 杯目の 

おかわりをされる方も。 

そんな様子を間近で見ることができて、私自身もうれしくな

り、大変貴重な時間であったように思いました。 

 

 

 

 



就職出前プレゼンテーション 

ユニット型特養主任 

介護支援専門員 別府 克彦 

（社会福祉士・介護福祉士） 

 

７月２７日に姫路ハーベスト医療福祉専門学校で行われた、

就職出前プレゼンテーションに参加しました。就職出前プレ

ゼンテーションとは、専門学生に向けて施設の魅力や特徴な

どを伝える場です。今回は職員２人で参加しました。 

１１施設のプレゼンを聞いて印象に残ったことは、どの施設も新人育成に力を入れて

いるということです。せいりょう園もプリセプター制度を導入し、新人育成に力を入れて

います。人材不足の中で、新人を大事に育てたいという思いはどこも同じなのだと感じま

した。ある法人は、キッザニア（子供向けの職業体験型テーマパーク）に介護業界として

は世界で初めて出展したと言われていました。出展内容の詳細は分かりませんが、介護と

いう仕事を知ってもらい、人材不足を解消するためには、そういう発信の方法もあるのだ

なと興味を持ちました。 

他の施設はパワーポイントを使用し、理念・勤務形態・給料・行事・職場の雰囲気等を

話されていました。私たちはせいりょう園の理念・求人情報は事前に資料を配り、当日は

実際の事例を紹介することで、せいりょう園を知ってもらうことにしました。紹介した事

例というのは、癌が発覚してからのご本人・ご家族・職員のやり取りと、「治療をするの

か・しないのか」という選択とその後について、その話から看取りや自己選択という話を

しました。 

プレゼン後は、１２施設のブースを学生さんが順番にまわります。そこでは「障がい者

施設と高齢者施設のどちらで働くか迷っています」といった相談や、「話に聞き入りまし

た」「いいテーマだと思いました」という感想、看取りについて「授業では習うが実感が

ない」「入り込んでしまいそうで怖い」といった話があり、施設長や機関紙の話をもとに

「看取りから得るもの」についての話をしました。 

どの学生さんも真剣に聞いてくれていたように思います。話を 

しながら感じたことは、私たちの話を聞いてせいりょう園や介護

職に興味をもって就職した方が、「聞いた通りの魅力がある仕事」

と思ってくれるような職場でなければいけないということです。

みんなで同じ方向を向いて仕事をしていきたいです。 
 



 

土用の丑の日 

グループホーム管理者補佐 坂村 美由紀 

（介護福祉士） 

 

グループホームでは、7 月 28 日の「土

用の丑の日」に日本料理 魚・菜・季の

「しげ真」さんに「うなぎ弁当」を注文

しました。皆さんと一緒にお弁当の包

みを開けると歓声があがり、「わぁー！

うなぎや！」「今日は、土用の丑の日や

な。」と日頃、あまり、ご飯に興味を示

されない方も、今日ばかりは即座にお

話される。 

 

お一人お一人に配膳すると「うなぎ、大好き！お姉

ちゃんありがとう、久しぶりや！」「食べたかったんや

でー」と満面の笑顔❣ 

いつも、食事形態がソフト

食の方も小さく刻んでお出し 

すると、パクパクとむせることなく「美味しい！美味し

い！」と完食されました。また、見守りが必要で自力摂取 

がなかなか進まない方も、目

の前にお出しすると、パッと

目を見開き、割り箸を握りし 

め「山椒をかけてね。」と言われ「うなぎ、ふっわふっ

わやなー。やわらこーて、美味しいなー」と自身で箸が

すすみますこと。本当に嬉しいひと時でした。 

 

グループホームでは、季節ごとに旬のものを提供する事で食べる楽しみを大切にし

ています。コロナ禍で、なかなか外出がままならない今だからこそ、目で楽しみ、口

で味わっていただける物をたくさん考えていきたいです。さあ、次は何をお出ししよ

うかな？とワクワクの私たちです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

七夕 

 

今年も円長寺で頂いた笹でご利用者の皆さんと七夕を楽しみま

した。 

願いごとのほとんどが「早く家族と顔を合わせて話がしたい」

「家に帰ってみたい」「コロナが早く終わってほしい」という内容

でした。皆様の願う気持ちの大きさのように天井に届くほどの大

きな笹に願い事を書いた短冊を付けま 

した。ご利用者・ご家族・職員一同の 

思いをしっかりと心に込めて笹に手を合わせ願いを込め 

た一日でした。 

グループホームまどか主任 曽我部 成生 

            （介護福祉士） 

～ 不在者投票 ～ 

 令和３年７月１８日に兵庫県知事選挙があり、特養の 

入所者１０名とケアハウスの入居者１２名の方が不在者 

投票を行いました。選挙管理委員会で決められた手順に 

沿って、入所(居)者の方には投票用紙に候補者の名前を 

記入し、さらに投票用紙を入れた封筒に署名をして頂き 

ます。 

あらかじめ投票する候補者を決めて来られる方は、ささっと一連の流れを終えて 

おられましたが、中にはなかなか決められず悩んでおられる方もいました。選挙公 

報を手に随分と考えられておられ、その間に何人かの方が投票を終えて帰られてい 

く程の時間が経っていましたが、それでも最後はご自分で決められ一票を投じてお 

られます。 

不在者投票は施設に入所(居)していても選挙ができる機会です。手が上手く動か 

ず時間がかかる方もおられますが、選挙をするというその方の意思決定・意思表明 

の大切な時間ですので職員はじっと見守ります。 

今回は５期２０年を務めた現職知事の任期満 

了に伴う選挙であり、新たな県政への一票です。 

社会に参加するという意味で貴重な時間ですが、 

それ以上に高齢になって色々なことが出来にく 

くなっていく中でもゆっくりと時間がかかって 

も自分で考えて何かを決めるということが、そ 

の方の尊厳を守ることであり、また自分の役割・責任を果たすという姿が尊いもの 

であると感じることができる時間でした。 

特養副施設長 武本 南緒（社会福祉士）  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 せいりょう園空き情報 ８月 20 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：９室  

・グループホーム：2 室 ・グループホームまどか：１室   

・ケアハウス：2 室 ・グループハウス岸本邸：1 室 

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

【仏教講話のご案内】 9 月 6 日（月）１５：００～１６：００ 

< 金照寺 宰務 清子師 > 

※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・リサイタルを終えて 

               ７月３１日に第２８回木野雅之ヴァイオリン・リ 

サイタルを開催しました。昨年から新型コロナウイ 

ルス感染症対策の為、各事業所の入所(居)者の皆様 

にはオンライン中継で繋ぎ、会場は５０席限定で地 

域の皆様にご案内しています。 

 今年は東京五輪が開幕中で、首都圏では新型コロ 

ナの感染者数が急増し、兵庫県でも８月２日から「まん延防止等重点措置」実施区 

域に指定する通達が出たところでした。そんな閉塞感が再び漂う中を世界的なヴァ 

イオリニストが奏でる素晴らしい音楽が、皆様を異空間へといざないほんのひと時 

ですが、楽しい時間を過ごして頂けたのではないでしょうか。 

 また、今年は少し珍しい曲を披露して下さる 

との事で初めての曲もありましたが、聴きなれ 

ないメロディーだからこそ高度な技術が生み出 

すヴァイオリンの音色に、より一層引き込まれ 

ました。 

  8 月に入って強力な感染力を持つデルタ株の 

 影響により感染者は爆発的に増加しています。せいりょう園の入所(居)者の皆様と職 

員は 7 月中に 2 回目のワクチン接種を終えてはいますが、この急激な感染拡大状況 

からみると、決して安心できるものではありません。引き続き感染予防対策の徹底を 

図るところではありますが、１年以上にもわたる新型コロナ感染症対策は日常となり 

面会や外出も制限付きのものとなりました。そんな中での高齢者施設での生活に少し 

でも彩りや楽しいひと時を演出するためにご協力頂き、開演する機会を持てたことに 

ご来場の皆様や関係者の皆様に感謝申し上げます。 
 
                   特養副施設長 武本 南緒（社会福祉士） 

 

 


