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『団塊の世代』に迫る『選択の時』 

  

２０００年に介護保険制度が始まり、今年（２０２１年）で２２年目です。 

発足当初「５年間の試行期間」で「要介護１～５」に加えて、要介護ではないが要介

護になる恐れが強い『要支援』ランクを設けて、「予防の為の給付」を伴う形で開始し

ました。５年間の経過で予防効果が期待できるとして、６年目より要支援１・要支援２

の２段階に強化して「予防重視型介護保険制度」として再出発し、現在に至ります。 

『元気で健康で長生き』する高齢者を理想として、『自立支援』の旗印の下でひたす

ら『健康寿命』を伸ばす事を目指し、元気老人には『更なる元気』を目指しての努力

を求め、要介護老人には『重度化防止』の努力を求めます。そして男女を通しての平

均寿命が８１才～８８才で、１００才以上の人も稀ではない、世界でも有数の長寿国

となりました。そして更に寿命が伸びる可能性が高く、特に女性は遠からず９０才に

もなると予測されています。 

 しかし、寿命がどんどん長くなる社会の中で、一方では『生まれる子供の数』が減

り続けています。現在４０才代後半の団塊ジュニア世代は年間で約２００万人が誕生

しましたが、其れ以降は４０年以上に亘って減り続け、昨年（２０２０年）の出生児

数は８４万人程です。今年（２０２１年）生まれる子供は、コロナ禍で８０万人を下

回るかも、と予測されています。 

２０才代～３０才代の結婚・出産適齢期の若者達の中で、結婚や出産に消極的な人

たちが増えているのです。歴史上で最も『平和で豊かな長寿の世』で、最も根源的な

『種の保存本能』が希薄なのは何故なのか？其れが何故に３０年も４０年も続くの

か？真剣に考える必要がある様に思えます。 

 猿も人も『子を産み育てる営み』は、夫々の『群や集団』の 

中で『他の仲間』も『協力』して行います。人も含めて『全て 

の動物』にとって『種の保存』は最も根源的な『本能』であり、 

精力旺盛な青壮年期の若者達の『生活意欲』が、『遺伝子』を 

引継ぐ為に重要な役割を担います。 

                 （次ページに続く）  



  
（前ページの続き）  
一方で『老いて死を予感』すると、猿を初め野生動物は本能として『群』を離れま

す。人間以外の動物は全て、『遺伝子』が伝える『本能』により子を産み育てて群を維

持して来ました。そして『個体の動きも群の習性』も全て『遺伝子情報の通り』であ

り、２０００年前も今も同じ習性で群を維持しています。 

其れに対して人は本能として、『老いて死に逝く身』を『集団の中』で子や仲間に

『委ね』ます。委ねられた子や仲間達は、其れなりに『世話』をして、看取り、弔い、

葬って来ました。２０００年程も前の弥生時代の住居遺跡の一角に、道端に放置され

たのではなく、『一体的に埋葬』したと思われる『人骨』が、全国のあちらこちらで見

つかっています。そして人が創る社会は、２０００年前とも１０００年前とも『全く

違う社会』になっています。『人と社会』は大きく変化し、発展して来ました。今も変

化し続けています。 

猿と人の遺伝子は９８.８％が同じと云われ、動物としては『ほぼ同じ』なのかも知

れません。しかし『猿とその群』は１０００年前も今も殆ど『同じ』で変わらないの

に対して、『人とその社会』は１０００年前からは大きく変化し、『違う人』となって

『違う社会』を創っています。人は、先祖である猿と比べて『脳』が大きくなって『思

考する力』を獲得し、所属する社会も絶えず変化し発展して来ました。『猿と群』と

『人と社会』との『違い』に気付き、その『原点』を考える時、まず思い浮かぶのが

『死に方・死に場所』の違いです。 

猿は、『死期を悟る』と群を遠く離れ、独り死を迎えて土に還ります。其れに対して

人は、『老いて死に逝く身』を仲間が世話をして看取り、弔い、葬って来ました。猿に

とっても人にとっても共に本能としての営みですが、人の場合は所属する『集団の中』

での営みであり、『誕生・成長』の営みと『老いと死の営み』が交錯する場面が生じま

す。そして仲間達の多くが、『老いと死』と『誕生と成長』の両方の営みに関与する経

験を繰返す中で、思考力が深まり、思想を創り、人間性や社会性を育み、文化や文明

を築き、次の世代に引継いできました。 

 此の２０００年程の日本社会の『変化の歴史』を振り返る時、『老いて死に逝く身を

世話する営み』と『子を産み育てる営み』には『深い関係性』が在る様に思います。老

いて死に逝く身は、葛藤や悲しみを抱きながらも『本能』に添って『死期』を悟り、『覚

悟と誇り』を持って『最期』に向き合います。 

 『本能的に最期に向き合う身』に対して子や仲間達は、『死に逝く覚悟』に応えて世

話をして看取り、弔い、葬って来ました。『親や仲間』を看取る経験を繰り返し、子や

仲間達は葛藤や悲しみの中で『覚悟と誇り』に応える『勇気と歓び』と出逢い、死者

とも対話して思想を深め、人間性や社会性を磨き、新たな命を産み育てる本能を発揮

し、社会を変化させながら、引継いできたのです。 

 日本社会は此の４０年程の間『長寿の進行』と並行して出生児数が減り続けて『急

激に人口が減少』し、『未来に不安』が募ります。妊娠・出産適齢期の青壮年層の『生

活意欲の減退』が感じられ、気掛かりです。人は『老いて死に逝く本能』と『子を産

み育てる本能』との間に密接な関係性を築き、『死に逝く覚悟』に応えて若者が『子を

産む勇気』を抱き、『育てる歓び』に出逢って社会を引継いで来ました。『本能と本能

をつなぐ根源的な営み』が、『歴史上最も豊かな長寿の世』で途絶え掛け、『明るい未

来』が遠ざかっています。 

後期高齢期目前の我々『団塊の世代』は此れから、『長寿願望』と『老いて死に逝く

覚悟と誇り』との間で、『究極の選択』に迫られて来ます。 

『覚悟と誇りで包む最期の身』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 



S さんの「看取り」 

グループホーム介護職 今出 さち子 

 

私が入社した時には、S さんはすでにグループホームで１０年以上生活しておられました。 

若いころの S さんは、加古川の駅前でうどん屋をご主人と切り盛りしておられました。入

所されてからの S さんは、夕食を食べ終わった後、他の入所者が各居室に戻るころになると、

皆さんが座っていた椅子をテーブルの上に乗せ、台所へ行き、水を出し周りにある物を洗っ

ておられました。とにかく、常に動かれていました。 

そして、何よりもすごい力の持ち主でした。消火器や居室に設置しているトイレのタンク

の蓋を持って廊下を歩いている姿を見た時には、本当にビックリしました。また、帰宅願望が

強く、グループホームから遠くへ外出されたこともあります。 

 私が強く印象に残っているのは、「のびのびルーム」に参加される時に、当時、仲の良かっ

た利用者と外出着を用意され、その人なりのおしゃれ（帽子やスカーフなど）をして、お出か

け用のバッグを持ち、楽しそうにおしゃべりをしながら、並んで出かける姿です。その時の S

さんは、いつも笑顔でした。きっと、グループホームでの生活も仕事と同じく一生懸命に働き

ながら、ここでの生活を楽しまれているのかなーと感じました。 

 段々とレベル低下と共に身体の動きや言葉数も減ってきました。それに加えて、コロナ禍

ということで、居室で過ごされることも多くなり、居室で転倒されることもありました。体の

機能の低下とともに、とうとう寝たきりの生活になりました。そうなると食事量の低下も顕

著になり、熱が上がったり下がったりの繰り返しが続きましたが、其のたびに何度も復活さ

れていました。食事も摂れなくなり、医師より「看取り」の説明を娘さんが聞かれました。そ

れまで、娘さんとの関係性があまり良いとは言えず、面会も少なかったのですが「看取り」と

言われた日より頻繁に会いにも来てくださるようになり、お電話をすると、すぐに来所して

くださり、一時は落ち着いておられました。 

ちょうど、亡くなる日が私の夜勤の勤務でした。娘さんも夕方まで一緒に過ごしておられ

ました。S さんは、娘さんの声が聞こえた様子で、パッチリと開眼された様子を見られ娘さん

が「あっ！目を開けた」とビックリされました。そして、じーっと娘さんの顔を食い入るよう

に見つめておられ、何を言われているかは不明でしたが、しきりにしゃべっておられるお顔

が最後の姿になりました。私は、親子の会話を目と目でされたんだと思いました。その姿を娘

さんはじっと見つめられ、私たちに「よろしくお願いします。」と言われて帰られました。そ

の数時間後に巡回で訪室すると、呼吸が止まっていました。 

すぐに娘さんに連絡すると、１０年以上会われていなかった長男さんと一緒に駆け付けら

れました。長男さんは S さんの手を握り「お母ちゃん」と声を掛けられ感無量の様子でした。

私は、長年、疎遠になっていた親子が最後の最後にきちんとお 

別れができたことに大変感動しました。そして、人生の最終章 

である「看取り」にかかわれたグループホームの職員として、 

誇りと感謝で一杯です。また、S さんの担当として、最後を見 

届け、良い勉強になりました。ありがとうございました。 
 



Ｋさんのケアハウスでの生活 ～コロナ禍の中で～ 

ケアハウス生活相談員 伊藤 洋子 

（介護支援専門員） 

 

「はじめにきちんと話しておきたいことがある」－令和２年４月１日、私がケアハウスの相談員としての

異動初日、Ｋさんの居室に挨拶に伺った際の言葉でした。挨拶もそこそこに入室を勧められ向かい合

い、私は正直緊張で表情も硬くなっていたのではないかと思います。そんな私にＫさんは「そんなに緊

張せんでええで」と笑顔を見せてくださいました。 

話は、ケアハウスでの生活についてや、相談員である私に望むこと、そして、私にその話をしてくだ

さる理由も話してくださいました。 

日々の中では、俳句や詩、お薦めの本、それにつながる日本の歴史等について話をしてください

ます。 

ケアハウスでは入居の皆様に、コロナウイルス感染症の対応の１つとして毎日検温をさせていただ

いています。Ｋさんは毎朝ご自身で検温をされ、紙に体温を書き、居室のドアに貼ってくださっていま

す。そして、体温の横に俳句や詩等も一緒に書いてくださっています。俳人や詩人の詠まれたものも

多いのですが、時折ご自身で詠まれた句等のこともあります。居室ドア横の壁に並べて貼っているの

で、気に入ったものがあれば是非お持ち帰り下さいとご本人は話されており、ケアハウスの他の入居

者が持ち帰られたりされています。その流れの中で、俳句や詩等をきっかけにそれまであまり関わり

がなく話をしたことがなかった職員や他の入居者と話をする機会が増え、自分が書いたものが他の

人の心に触れたと感じることができ、とても嬉しく思いますと話されています。 

Ｋさんが俳句を始めたのは仕事を退職された２０年程前からで、それ以降ＮＨＫの俳句雑誌にも投

稿され現在までで５回掲載され、今も投稿を続けています。また、川柳を投稿し特選に選ばれたこ 

ともあり、俳句や詩、川柳のことについ 

て話される時のＫさんは、とても楽しそ 

うで生き生きとされています。 

 居室にはミニキッチンがあり、Ｋさん

は食事を３食自炊されています。ケア

ハウスでは食事を３食提供出来ます

が、３食すべてを自炊されているのは、

ケアハウスではＫさんだけです。また、Ｋ

さんはコロナウイルス感染症の対応で

自由に外出が出来なくなる前は、自転

車でスーパーへ行き食材や日用品等

の買い物をされていましたが、現在は

ご家族がご本人と携帯電話で連絡を

取り合われ、お米等の食材、日用品

等を買って持ってこられています。 

Ｋさんは外出や面会が制限されて

いる状況でも、自身できちっと洗濯した

スラックスにワイシャツで過ごされ、敷 
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地内であってもケアハウスの建物の外に出られる時には、ジャケットや帽子を着用し、「いつも素敵で

すね」と話すと「別にそんなことない」と言いつつ嬉しそうな表情をされます。居室にご家族の写真を

飾り、ご家族の話もしてくださいます。  

Ｋさんは、コロナ禍での生活の中でも、今まであまり関わりのなかった人との出会いができたことは

良かったと、自身が何かをすることで、ちょっとしたきっかけで、新しい何かが生まれるのは有り難いと

笑顔で話されていました。 

 ケアハウス相談員として、そんなＫさんが素敵な父親、祖父、曾祖父として自由にご家族と会うこと

が出来る日が早く来ることを願っています。 

 

 

 

 

義母の入院 

                                 ホームヘルパー 嶋田 祐子（介護福祉士） 
 

私がせいりょう園で介護の仕事に携わるようになって 18 年が過ぎようとしています。今日は私が義母

の骨折入院で体験し、介護の仕事をしていて良かったなと思ったことをお話したいと思います。 

 義母は 90 歳になり、九州で独居生活を送るようになり 30 数年になります。夫いわく、実家が散らかっ

ていたことを一度も見たことがないと言い、現在もそれは続いておりきれい好きの几帳面で家事やその

他のことでも手抜きを見たことがありません。そんな義母は私の手本であり憧れの人でもあります。 

 義母は去年 12 月に骨折をし、動けなくなっているところを利用していた小規模多機能の職員に発見

され入院生活を 3 か月送ることとなりました 

救急病院は 1 か月で退院となります。本人が身体の不安もあり他の病院へ転院することとなりまし

た。入院書類を書く際に延命治療を望むのか判断する必要があり、私はその場で延命治療は望まな

いと即座に答え、夫が驚いた表情で私を見たとき、夫にとってはとんでもないと思う発言をしてしまった

と思いました。 

 私はせいりょう園での勉強会などで延命処置がお年寄りにとって、どれだけ身体に負担をかけてしま

うことになるのかを知っていたので、即座に答えてしまったのですが肉親である夫が何の予告もなく突

然問われたら、即答できないことを理解していませんでした。義姉と夫、特に義姉は一晩考え義母が

高齢となってきた際に日ごろから実家で「いつ死んでもかまわない」と言っていたことや他人の世話に

なりたくない、迷惑はかけたくないと言っていたこと、義母が高齢であることを考慮し、延命治療は望ま

ないと結論を出しました。義姉は義母の入院当初の様子から自宅での生活は困難と判断し施設入所

を考えていたのですが 3 か月の入院で歩行器を使用し不安定ながらも歩行ができるようになったとい

うことで、私は義母の退院に合わせ 3 週間ほど休暇を取り、介護職としての経験を活かし義母が自宅

での生活を続けていけるのかを考えることにしました。退院翌朝、トイレに行こうと何も持たずに歩こうと

して転倒寸前でしたが、その後はトイレへはしばらく床を這っていくよう伝えリスクを回避することができ

ました。 

 必要と思われる介護用具の新たな契約や小規模多機能も今まで以上の利用頻度の増加となりまし

たが、それにより義母が望む「自宅での生活」が送れているということは私たちの望むことでもあります。今

後将来的には施設入所も考慮していますが、その際も介護の仕事に携わってきた 18 年という歳月を

義母のために活かしていきたいと思います。 



100 歳の表敬訪問 

グループホームのＴさんは、今年で 100 歳を迎えられました。 

現在の暮らしですが、入浴以外は、ほとんどベッド上で過ごしておられます。 

９月１５日に、加古川市と社会福祉協議会からお祝いの表敬訪問があり、３人のお子様の

内、長女様と次女様が代わりに受けられました。 

コロナ禍により、直接お会いしていただく事が出来ないため、表敬後に、居室の窓の外か

らお母様に声を掛けられ、眼が開いた瞬間に“会えて良かった”と大喜び！ 

Ｔさんのお顔は、いつもツルツルのピカピカ肌の方で、その日も薄ピンクの色の綺麗なお

肌でした。 

お二人は、「いつも、手入れをしていたね。」と嬉しそう。いただいた、表敬状と盾は入院

中の弟に見せると持ち帰られました。息子様は、以前は良く面会に来られ、お母様の歌を作 

詞作曲され、グループホームのリビングルームで

ギターの弾きながら歌ってくださいました。 

「百寿」のシンボルカラーは、ピンクだそうです。

息子様が買ってくださったピンク色のお帽子を

ちょこんと被って“記念撮影”。「敬老の日」のビッ

グイントになりました。 

グループホーム管理者補佐 坂村 美由紀 

（介護支援専門員・介護福祉士） 

 

 

 

 

 

大正１０年８月２２日生まれのＴさんが１００歳を迎えられ、加古川市社会福祉協議会か

ら表敬訪問を受けられました。 

 当日朝から「私、表彰されるんや」とうれし

そうに話されていました。会場では金屏風の

前でカメラに向かって大きく手を振ったり、

笑顔いっぱいの式になりました。来年の１０１

歳の誕生日もお元気で楽しく迎えられますよう

に。 

ケアハウス介護職 中本 万理恵 

 

 

 

理事長から T さんへ表敬状の授与 



 

グループホームまどかにお住いのＭさんが６月１５日に１００歳を迎えら

れました。平成 19 年に入居され、当初は散歩に行かれたり、玄関前でかが

み込んで長い間、探し物をされている事もありました。 

今は車椅子生活で日中も臥床して過ごされてる時間も長くなっていますが、食べる事が 

大好きで『おいし～もん何かない？』『おいし～もん食べたい』

と口癖の様によく言われています。 

敬老の日の前日の９月１９日には国・県・市からお祝いの

品が沢山届きました。２０日敬老の日の当日はいつもより豪

華なケーキを用意しました。食べる量は減っていますが『お

いし～』『おいし～』と喜ばれていました。介助しながらおい

しそーに食べておられるＭさんを見て、なんだかほっこりと

した幸せな気持ちになりました。 

グループホームまどか介護職 志築 弥生 

 

 

敬老の日の食事会 
 
 

グループホームでは、「敬老の日」 

のお祝いを各グループホームで盛大 

に行いました。 

 今年は、100 歳、99 歳、90 歳、 

88 歳の方がおられ、理事長よりお祝いして頂きました。 

お祝いのお食事膳は、皆様のリクエストにお応えして、赤飯・刺身・炊き合せ・ 

茶碗蒸し・季節のフルーツ、また、紅白饅頭を添えま 

した。盛りだくさんなので、食べきれるのか心配しま 

した。が、それは、余計な心配でした。 

皆さん「美味しかった！お腹いっぱいです！」と満 

面の笑顔でした。 

素敵な笑顔に、はい、ポーズ‼ 

グループホーム管理者補佐 坂村 美由紀 

（介護支援専門員・介護福祉士） 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 10 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：６室 ② 自愛の家さくら：９室  

・グループホーム：１室 ・グループホームまどか：２室   

・グループハウス岸本邸：1 室 ・ケアハウス：2 室 

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

【お知らせ】11 月の仏教講話はお休みです。 

 

「グループホームまどか」の水害対策 

 社会福祉施設は火災や地震等に備えて計画を立て避難訓練を実施していますが、近 

年は台風や集中豪雨により全国各地で甚大な被害が頻発し、平成 29 年に水害や土砂 

災害のリスクが高い区域には新たな対策が義務付けられました。そして、この度加古 

川市の地域防災計画により、「せいりょう園グループホームまどか」が 0.5ｍ～３ｍ未 

満の浸水想定区域内となりました。 

浸水の場合、たとえ 0.5ｍといえど停電や断水、その後の復旧にも時間がかかる事 

が予想されますし、３ｍともなれば 2 階建て住宅の 1 階部分は完全に浸水します。 

最近の気象予報は的確で、避難指示も早い段階で出されます。避難行動はそれが結 

果的に大事に至らなかった時に、無駄ではなかったと思う気持ちがなければ、「前が大 

丈夫だったから今回も大丈夫だろう」と判断を鈍らせてしまいます。その為、今は避 

難指示が明確にされ「警戒レベル３」で高齢者等避難は始まります。 

現在、せいりょう園の特養やケアハウス・サ高住のある場所は、浸水想定区域から 

外れている為、グループホームまどかに避難指示が出た場合には、日中で屋外への避 

難ができる状況であれば車で５分ほどの特養への避難を行い、夜間や屋外への避難が 

危険である場合はまどかの 2 階への避難を行います。 

認知症のある高齢者の方は、その方がこれまで培った経験則に因って日常生活は支 

障なく送ることができても、災害時の対応やその後の生活にどれほどの影響があるか 

は予想がつきません。しかし、職員には「命を守る行動」が最優先として求められま 

す。 

今年の夏は梅雨前線が日本列島に停滞し記録的な大雨が降り、河川が氾濫したり土 

砂崩れが起こったり、市街地でも側溝や排水溝が溢れ浸水するなど全国各地で被害が 

起きました。せいりょう園も 7 月には落雷による停電で業務が一時停止、8 月の 2 週 

間以上も降り続く大雨には、人の力ではどうにもできない自然の脅威を感じました。 

 今後いつ起きてもおかしくない自然災害に備え、避難計画を立て実施訓練に取り組 

みたいと思います。 

特養副施設長 武本 南緒（社会福祉士） 

 


