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死後にも続く『人と人との関係性』 

―『命より大切なもの』を伝える営みを支える公的制度へ― 

 

 人の世では、全ての人が『社会の一員』として、多くの他者と『社会関係＝縁』を

結び、老いては『死に逝く身』を仲間に委ねます。結んだ『縁』は『死後』にも続

き、『生者』は縁を結んだ『死者』とも対話して彼の『道標』を探り、多様な生きる

術を試し、多くの学びを得て価値観を転じる等、『自らを変化させながら』生きて行

きます。人は『他者の死』を通して『大切なもの』を受け継ぎ、社会を引継いで来

たのです。 

 人間以外の動物は、『個体の行動』も『群の習性』も全てが親から引き継いだ『遺伝

子情報』の通りで、１０００年前も今も変わりません。人と、先祖といわれる猿との

『違い』は何から生まれたのか？猿も人も『子を産み育てる営み』は似たような経緯

を辿り、仲間と共に育てます。老いて死期を迎えると、猿は『群を離れ』ますが、人

は死に逝く身を『子や仲間に委ね』、仲間達は老いて死に逝く身を『世話をして看取

り葬って』来ました。数ある動物の中で人間のみが、『老いて死に逝く身を子や仲間

に委ねる本能』を持ち、委ねられた子や仲間達は本能として『死に逝く身を世話して

看取る営み』を行うのです。 

 『人とその社会』においてのみ、『子を産み育てる営み』と『老いて死に逝く身を委

ねる営み』と『死に逝く身を世話して看取る営み』とが本能として密接に繋がり、其

の中で人は『遺伝子情報』を超えて、『思想や宗教』を創り、『人間性や社会性』を育

み、『文化や文明』を築き、変化・発展させながら引き継いで来たのです。死期には本

能として『群』を離れる猿とその『群』には、『死を巡る営み』が生まれず、遺伝子情

報を超える行動が生じません。『人と猿の違い』は、『死を巡る営みから生まれた』の

だと確信します。 

 星野富弘氏は１９８６年『いのち』で、『いのちが 一番大切だと 思っていたころ 

生きるのが 苦しかった いのちより大切なものが あると知った日 生きているの

が 嬉しかった』と詠まれました。人の世では『命より大切なもの』に気付いた人の

『嬉しさ』は、遺伝子を超えて続く『死後の縁』の中でも、『伝わる道』が開いていま

す。我々人は、『死に逝く身』を世話する『介護』を通して、『死者との対話』を通し

て、『命より大切のもの』を受継ぎます。 

『公的な介護制度』は、『死後の縁』をも視野に入れ、『老いと死を巡る営み』を支

えて『生きる嬉しさ』を次世代に伝え、若者が『子を産み育てる勇気と歓び』に『出

逢う道』を開いて欲しい、と切に願います。 

『公の制度』であればこそ、『介護予防』以上に『老いて死に逝く身と介護』につい

て、『真摯に論じる制度』であって欲しい、と心より願っています。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 
 



 

～新理事からの挨拶～ 

 

この度、社会福祉法人はりま福祉会の理事を拝命致しました。我が国の社会福祉が

大きな変革期を迎えているこの時世に理事の職に就くにあたり、その責務の重さを痛

感しております。利用者様をはじめ、お取引先、職員や地域の皆さまが「せいりょう

園があって良かった」と思っていただけるよう努力する所存です。 

「介護」・「高齢者」・「障害福祉」・「待機児童」・「ひきこもり」・「生活困窮者」等、

多様化・複雑化している地域社会の社会課題において、福祉という概念に捕らわれ

ず、地域と連携して取組み地域社会の生活そのものを支える仕組みが必要とされお

り、日常生活における社会福祉法人の地域に対しての立ち位置は、地域福祉ニーズ

に対する責任ある立場であり、地域社会のセーフティネットとしての役割を果たさ

なければなりません。また、従来の医療や介護だけを行っていればよかった時代は

終焉を迎え、生活そのものを支える取組みが必要とされ、そのような中で、地域社

会と共創価値の創造を繰り返すことが、社会福祉法人経営の持続発展的な事業継続

には欠かせないものであるといえます。 

更に、地域での活動は、一方的に投げかけるものではなく、地域のニーズに応じて

取り組むものでなければならず、どのようなニーズがあり、どのような課題を解決す

る必要があるのか、その際に社会福祉法人でなければできないことは何か、多様化す

る社会問題に地域の他事業主体と協働することでより効果的なことは何か等につい

て、地域社会を主役に検討していくことが必要だと考えます。 

また、地域社会における活動は、短期的なアピール活動であってはならず、地域社

会において長期的持続的に行えるものでなければなりません。 

そして、地域共生社会の実現を主導する社会福祉法人には、基盤となる自律的経営の

確立が求められています。それには、次の様な姿勢で望んで参りたいと思います。 

◎経営に対する基本姿勢…自主性・自律性をもって未来志向で事業を展開する社会福

祉法人 

◎支援に対する基本姿勢…地域全体を支え、制度の狭間のニーズに応える社会福祉法

人 

◎地域社会に対する基本姿勢…地域生活課題に対して包括的かつ公益的に取り組む

社会福祉法人 

◎福祉人材に対する基本姿勢…福祉人材の採用・育成・定着に取組む社会福祉法人 

私たちが目指すのは、刻々と変化する社会、また多様化する価値観やライフスタイ

ルに対し、法人の総合力を活かした俯瞰的な視野で望み、日々の暮らしに満足と歓び

をご提供できる法人であり続けることです。 

私自身、微力非才ながら尽力して参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致

します。 

                                辰巳 政典 



S さんの看取り 

ユニット型特養ユニットリーダー 小原 あゆみ 

（介護福祉士） 
 

 S さんは令和３年３月５日に入所されました。入所前の資料を見ると入院中は全てに於い

て介助が必要で、会話も難しいとありました。実際の S さんは確かに会話も難しく、生活全

てに介助が必要でしたが、リクライニング型車椅子に座り、ホールで寛いでいる時や、TV

を観ている時、職員が部屋へ戻る事を促す時に「この番組が好きなんですか？」「野球や相

撲が好きなんですか？」と尋ねると「帰りません」「（野球・相撲）好きです」等はっきり答

えてくれ、嫌な事には無言になり「嫌なんだな」とわかる程顔に表してくれていました。そ

して食事に関しては入所して数日は資料の通りにミキサー食を介助で食べてもらっていま

したが、いつの間にかスプーンを持ち自身で食べているのを見て、「自分で食べられるなら

介助せずに出来るだけ自身で食べてもらおう」と他職員とも話をし、見守る事にしました。ミ

キサー食からみじん食、刻み食と少しずつ形状を変えても、咀嚼・嚥下も特に問題も見られ

ませんでした。 

しかし５月頃より、自分で食べながら激しく咽
むせ

込んだり、口の中に溜め込んだりと嚥下能

力が悪くなってきました。刻み食からみじん食、最後はミキサー食と逆に食事形態を変える

ことになりました。食事時も自分で食べていたのが咽
むせ

込む事が多くなり、誤嚥性肺炎を起こ

してしまう事も考えられ、職員が介助する様になりました。痰がからみ、毎日のように吸引

を行い、その度に多くの痰が取れました。痰が取れると、お茶が飲めたり食事が摂れたりし

ましたが、食べたり飲んだりするとすぐ痰がからみ喉の奥でゴロゴロいったり、咽
むせ

たりしま

した。 

 そんな中、時折考えさせられたのが、食べる事が良い事なのか、咽
むせ

たり・誤嚥したりする

から食べない事の方が良いのか、本人は自分で食べようとしているのに、職員がそれを邪魔

しているが、誤嚥を防ぐ為には仕方がないのか、という事です。本人は食べたり飲んだりし 

たい。職員は食べたり飲んだりしてもらいたいと思う反面、誤嚥

を防ぎたいという思いもある。S さんにとって、どちらが最善

策だったのか、今でも考えさせられます。この先も同様の事で

悩み、考えないといけなくなる日が来ると思いますが、利用者

を見て、その時々の状態に合わせて、良いと思える介助を考え

関わっていきたいと思います。 

 
 

 



心にゆとりのある看護 

訪問看護ステーション看護師 上本 実希 

 

せいりょう園にご縁頂き、半年以上経ちました。初めの頃は、担当させて頂く利用者さん

の表情から、まだ心を開いてくれていないなと感じる中でしたが、訪問を重ねる内に、声か

けに返答してくれたり、笑顔が見られるようになったり、発語がなくとも手を振ってくれた

りと、私も嬉しくやり甲斐を持って訪問させて頂いています。医療型病棟・急性期病棟・ま

だ５０代での母の急死、その後在宅介護での父の看取りの経験等を経て、これまで数多く

の子供から高齢者の人の死に関わってきました。私なりの看護歴と経験を活かした社会貢

献と、支援に努めたいと思っています。これまでの中で、私が大事な事だなと改めて感じる

事、それは「心の穏やかさ」です。要介護者をはじめ、その家族、職員も含め、誰もが穏や

かである事です。利用者が穏やかでいられるかどうかは、多くの場合、介護者の関わり方に

大きく影響されるからです。世の中全ての、どんな職種にも、どんな場面であろうと、人と

人が関わる中では当然に共通する事で言うまでもありませんが、きっかけがどうであれ、例

えば職員のイライラや、不安・不満等で穏やかでない心は、言葉の選び方、口調、態度、表

情、介助する手からも直接伝わります。 

 思うように自由がきかず介助を余儀なくされる体と、支援する側、互いの心身にストレス

ゼロなどあり得ず、心のゆとりや穏やかさを保つ事など、そう簡単な事ではないかも知れま

せん。現在私の担当する利用者の訪問は、週１回～月２回の定期巡回の方々で、基本的には

３０分しか関われません。日常生活全般の支援に携わるヘルパーの方々が、利用者に関わる

時間の多さからすると、はるかに限られた時間です。このほんの僅かな貴重な時間に、自分

がどう関わったかで、相手が心穏やかにいられたかどうかが決まります。 

その方の生活の場が、安心、安全で、普通に穏やかに過ごせる為に、どう声かけして関

わったら安心と笑顔を引き出せるかなと思う中、気づけば自分が安心と笑顔を引き出し

てもらっていたりします。辛いな、しんどいなと感じる事があっても、そんなちょっとし

た癒される場面や、嬉しい楽しいと感じられる関わりが 

あるからこそ、やり甲斐につながっているのだと感じま 

す。どんな場面にあっても、適切な判断と心のゆとり、 

柔軟性を持って対応し、僅か３０分の関わりの時間、そ 

して引き続き関連職員が関わった利用者の今日一日が、 

平穏無事に過ごせる事、その一日一日を積み重ねていけ 

るよう努めていきたいと思います。 
 



Ｈご夫婦のリバティかこがわでの暮らしに至るまで 

ヘルパーステーション 入江 良行 

（サービス提供責任者・介護福祉士） 

 

Ｈご夫婦は令和３年４月にサービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわに入居されました。昭和

３２年に結婚されてから約６４年一緒に暮らしています。ご主人は結婚してしばらく経つと目が見えに

くくなり、３０歳半ば頃に見えなくなったそうです。会社勤めが難しくなり、約３年間盲学校に通って鍼

灸の資格を取られると、マッサージ師としてご自宅で診療所を開業されました。せいりょう園には昭和

６０年の設立当初からマッサージ師として高齢者に関わられ、隣には奥様が付き添われていました。 

ご主人は第１回介護支援専門員の資格を取得され、資格を取ろうと思った理由は、「この先、介

護で仕事していく中で必要な資格だと感じたからです。」と言われました。当時全盲の方で介護支援

専門員の資格を取った方は兵庫県では２名で、新聞にも掲載されたそうです。奥様は「この人は家

事とか体を使うことは何もできないけど、頭はいいからねぇ～。」と笑いながら話されました。 

約３０年間、せいりょう園の職員として働かれましたが、ご主人が年を重ねる毎に身体が弱り、介

護していた奥様も高齢で、昨年の春ごろにご自身の体調を崩されたことをきっかけに、リバティかこが

わに住む決断をされました。 

長年介護に携わってこられたご主人が介護を受けることになった今、何か思うことを尋ねました。暫

く考えられ「忘れることが多くなったなぁ。でも頑張る気はない。自分の終点を見たいと思う。」と言わ

れました。あと「わざと意地悪になっている。」とも言われ「何故ですか？」と問うとニヤッと含み笑をさ

れました。その表情は茶目っ気があり、心に余裕がある人だなぁと私には感じられました。 

奥様は「実家の荷物などをそのままにしたので心配です。もう実家で住むのは難しいので未練はあ

るが整理しないといけない。４０年近く車を運転していたが、私の調子が悪くなり手放した。」と現在不

便な状況を話し、「夫の目が悪くなってから寄り添い続けてきた。山あり谷ありの人生だった。」と振り

返られ、「夫は家のことを何もしたことがない。私が全て何でもしてきた。夫に何もさせなかった。私は

子供の頃から実家で長女として家のことを何でも行い、誰にもさせなかった。だから私は夫のしつけが

悪かった。」と笑いながら話すと、隣で穏やかに微笑むご主人の姿が見られました。 

ご夫婦がリバティかこがわに住むことになるきっかけは、奥様の体調不良でしたが、「二人とも年老

いてできていたことができなくなるからね。」と話されました。選んでいただいたリバティかこがわでの暮

らしに「ここも良いかな」と少しでも思っていただけるような関わりを意識して、見守っていくことが出来

ればと思っています。 

 

令和３年度第１回せいりょう園運営推進会議報告 
 

 コロナ禍による行政からの運営推進会議休止の要請は令和３年１１月１日付で自粛解除になり

ました。それを受けて令和３年度第１回運営推進会議を令和３年１２月９日に下記のとおり開催い

たしました。 
 
［参加者］ 家族代表４名・地域代表４名・加古川市介護保険課２名・ 

地域包括支援センターのぐち 1 名・薬剤師１名・職員１３名 

［内 容］ コロナ感染症発症時の詳細・ひやりはっと事故報告・ 

相談苦情受付報告・身体拘束適正委員会報告・意見交換  



お正月 

  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） 

 

令和 4 年 1 月 1 日に、新年のお祝いをしました。 

豪華なおせち料理やにらみ鯛を囲み、皆様のお膳には、 

お名前を書いた祝箸、黒豆・干し柿・昆布・紅白なますな 

どめでたいお品と一緒に赤飯やお雑煮を用意し全員そろっ 

て、お屠蘇で乾杯しました。（飲めない方は、甘酒でかん 

ぱーい！  ） 

そして、お腹が満腹になったあとは「カラオケ」「福笑い」をして楽しみました。 

穏やかなお正月を、皆様とお元気で迎えることが出来き、幸せな一日でした。 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報（1 月 14 日現在）】 

①サービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわ：８室（33 ㎡～41 ㎡） 

  ［家賃 87,000 円～110,000 円 ・共益費 10,000 円］ 

  ※ご夫婦で入居できます。 

   ②サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくら：9 室（19 ㎡～25 ㎡） 

          ［家賃 54,000 円～77,000 円 ・共益費 10,000 円］ 

③グループホーム：2 室（30 ㎡） 

  ［家賃 100,000 円・共益費 5,000 円］ 

  ※ご夫婦で入居できます。  

④グループハウス岸本邸：1 室（19 ㎡）  

  ［家賃 39,000 円］ 

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

 

 

２０２２年 ご挨拶 

             

社会福祉法人 はりま福祉会 理事長 大西 弘文 
 

この度、渋谷理事長の後任として社会福祉法人はりま福祉会理事長に

就任いたしました。社会福祉法人はりま福祉会では、長らく監事として

務めさせていただいておりましたが、この大役に身の引き締まる思いで

ございます。 

 私たちが目指すのは、誰もが住み慣れたお家で暮らしながら、必要な

サービスをピンポイントで受けられる環境づくりです。フレキシブルに

ご高齢者やご家族が状況に適したサービスを選べるような選択肢を増や

す必要があると考えています。 

これからも、せいりょう園は介護理念のもとで「自由な行動とその人

らしい暮らしの実現」を目指して参ります。あわせて、グループ理念で

ある「お客様のよろこび」 「社員のよろこび」 「地域のよろこび」を

モットーにした行動に尽力いたします。 

 はなはだ微力ではございますが、社会福祉法人としての使命を全うす

べく誠心誠意努力いたす所存ですので、何卒倍旧のご指導ご鞭撻を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 


