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老いの『覚悟』と産む『勇気』 

―『介護～看取り』と『出産～育児』は『表裏一体』― 

 

 日本では７０才は「古来稀な長寿」として『お祝い』の対象でした。高度経済成長

の中で平均寿命が飛躍的に延び、現在は男女共に８０才代です。女性は程なく９０才

にも届きそうで、日本は百歳も『稀』ではない『長寿国』です。その一方で生まれる

子供の数は、団塊ジュニア世代の年間約２００万人以降、４０年以上に亘って減り続

け、２０２１年の出生児数は約８４万人です。 

２０００年発足の介護保険は、『高齢社会対策』と同時に『少子化対策』でもありま

した。しかし制度開始２１年を経て『少子化』は収まらず、今や労働力不足の時代に

なり、多くの外国人技能実習生が働いています。やがては外国からの『移民』に頼る

時代になりそうにも思えます。 

 今は世界共通で１５才以上～６５才未満を「生産年齢人口」に数え、１５才未満は

年少者、６５才以上を高齢者とし、『社会活力』を維持できる適度な人口構成を目指

します。『子を産み育てる営み』は全動物の『根源的本能』ですが、人以外は『生殖機

能』を失うと永くは生きず、『長寿』は人間の特性です。そして『長寿と少子』が永く

続く『日本の現状』は、何処か『いびつ』です。 

群で暮らす動物は人も含めて『出産～育児』の営みを

『群の中』で行います。しかし老いて死に逝く時、人以

外の動物は『群』を離れ、『人のみ』が『老いて死に逝

く身』を子や仲間に委ね、仲間達は『世話』して看取り

ます。人間社会でのみ、『出産～育児』と『老い～死』 

の営みが『同一集団』の中で平行して進行し、両者に

『人ゆえ』の『密接な関係性』が生れます。 

（次ページに続く） 

 



    

（前ページの続き）  

人は『子を産み育てる』営みと『親を看取る』営みとの間で『葛藤』しながらも『思

考する力』を蓄え、『思想や宗教』を創り、『人間性や社会性』を育み、『文化・文明』

を築いて、連綿と引き継いで来ました。『赤子が育つ』幼少期と『死に逝く身を委ねる』

老年期は、共に『自然』が与えた『引継ぎ期間』です。『老いて要介護の身』を受容れ

る暮らしで『死に逝く身』に『覚悟』が備わり、『介護する中』で若者達が覚悟に気付

いて『子を産む勇気』で応え、『育てる歓び』に出逢います。しかし今、予防重視で『覚

悟に気付けぬ人』が増えています。 

自然界では『熟柿』が落ちて『新たな実』が生ります。人の世では『介護～看取り』

と『出産～育児』の『真逆の営み』が『表裏一体の関係性』を築き、『人』が入れ代っ

て『社会』を引き継ぎます。『人と人との関係性』は死後にも続き、生者は『死者とも

対話』し、自らの『生き様・死に様』を探ります。 

介護と育児は共に『生と死』に向き合い、『思想と人間性と社会性』を育み、養

い、映し出す、『人のみの、人ゆえの営み』です。『大切に‼』。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 

『２０２２年１月５日 朝日新聞 朝刊 『折々のことば』 鷲田 清一 ２２５３』 

 

今年最も心に響いた言葉をご紹介し、

『老いて締め括る人生』を支えて看取る

『老人介護』に携わる皆様への心よりの

『エール』と致します。 

人の世では、この世の『命日』はあの

世における『誕生日』。生者は『縁ある

死者』とも対話し,より善い『生き様死

に様』を探ります。 

人のみが『死を超え、遺伝子も超え

て』、人ゆえの『思想と文化』を受継ぎ、

改善し、次世代に引継ぎます。 

                        せいりょう園   渋谷 哲  



Ｍさんの自愛の家さくらでの暮らしについて 

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） 

 

 Ｍさんは、平成 29 年 5 月にサービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくらに入居されまし

た。現在 88 歳です。きっかけは、以前住んでいたマンションが老朽による取り壊しで住め

ない状況になったことです。新たな住まいを探す際、高齢者の一人暮らしということで、娘

さんが探してくれたそうです。 

 若いころのＭさんは地元にあるミニスーパーを経営して、夫婦で休みなく働き続けてこら

れたそうです。お店の売り上げが厳しい状況の時は、会社員として夜勤の仕事も掛け持ちで

行っていたそうです。休みなく働いていたので趣味も持てなかったと仰っていました。そん

な日々の中で奥様が 50 代後半に末期のがんで他界されました。「妻には苦労ばかり掛けて

しまって申し訳なかった。」と語られていました。家事を妻に任せてきたＭさんは娘さんか

ら家事を教わり、その後一人で約 20 数年暮らしています。自炊されていますが栄養が偏る

ことを気にされ、夕食のみ配食サービスを利用されています。 

 幼い頃、小児麻痺を患っていましたが、生活するうえで身体の動きが不自由なことはな

かったそうです。60 代後半ぐらいになると左半身に少し麻痺が出ていますが、家事の殆

どをご自身で行っています。利用している介護サービスでデイサービスに出かけ、リハビ

リを行い身体の現状維持に努められています。最近はコロナの影響でデイサービスが休

業で利用できないこともあります。「動かなければ衰えてしまう。」と言われ、ご自身で動

くことを普段の生活でも心掛けているそうです。 

 週に１度ヘルパー訪問に入ります。ご自身では難しい水回り等の清掃とお風呂に入る際の

見守りをさせていただいています。お風呂好きなＭさんは一人で入ることに不安があり、「傍

に居てくれるだけで安心してお風呂に入れます。」と喜ばれます。 

 娘さんはＭさんの健康を考え、お総菜などを定期的に届けられます。コロナ禍で会うこと

が難しい状況ですが、電話でよく話されるそうです。「娘は自分を心配して色々と言ってくれ

ますが、言い方が妻に似ています。まるで子供に言い聞かせるみたいな口調です。」と笑って

話すＭさん。娘さんが心配してくれていることをありがたく感じている様子でした。 

 「ようやく自愛の家さくらでの生活に慣れてきました。今後自分の身体が動けなくなった

時には引越ししなければなりませんか？」と聞かれた際、「介護サービスを利用しながら住み 

慣れたここで暮らすことは可能ですよ。」とお伝えすると「安心

しました。もう引っ越しはしたくないです。ここで暮らしたいの

で宜しくお願いします。」と言われました。これからもＭさんに

は、自愛の家さくらでの生活を続けていただけるようにサポー

トしていきたいです。  



祖母の看取りについて 

ユニット型特養 水井 竹織 

（介護福祉士） 

 

令和３年４月２日にせいりょう園のショートステイで永眠した祖母について書こうと思い

ます。享年８５歳でした。 

私が物心ついた時には祖父が他界しており、祖父の母と祖母が２人で広島県の瀬戸内海の

「大崎上島」という小さな島で生活をしていました。橋もなく、フェリーでしか渡れない海と

山に囲まれた島です。祖父の母とは同じ敷地で生活をしていましたが、食事は母屋で一緒に

摂っていました。祖母は、祖父と曾祖母をその土地で看取りました。それからは、祖母は１人

で生活していましたが、徐々に転倒する事が増え加古川で生活する事になりました。祖父を

看取った時、色々な管が繋がっている所を見ており「私は延命はしたくない」「自然な形で最

期を迎えたい」と話していました。 

加古川での生活は介護サービスを使いながら自宅で生活をしていましたが、徐々に足が弱

り自宅での生活が困難になり、せいりょう園のショートステイの利用を開始しました。胃が

んで胃の２/３を切除しており、肺疾患もあったので食は細かったです。車いすは自分でこい

で出来る事は本人が行い、自分の力を最大限に活かしていました。そういった事も徐々に出来

なくなりながらも、最期までトイレの希望はあり、亡くなる当日も早朝２時の巡回時に介助し

てもらい、４時の巡回時には息を引き取っていたとのことです。昔からプライドが高かった祖

母だったので、最期まで祖母らしいなぁと思いました。眠っているような安らかな顔で、お通

夜まで亡くなったという自覚さえ出来ませんでした。 

本人は「最期は島で」と大崎上島の思い入れが強かったので、２年前には一緒に帰省し島を

１周しました。その時の祖母の嬉しそうな顔が忘れられません。祖母が亡くなり、悲しくない

といえば嘘になるかもしれませんが「管に繋がれてまで生きたくない」という思いは叶えら

れ、本人の希望に出来る限り寄り添えたので後悔はありません。せいりょう園で生活をする

事で、最期まで自分の力を使い自分らしく生きられたのだと思います。本人の持てる力を奪

うことなく自分で出来る事は自分でして必要なケアをしてくれた同僚には感謝しかありませ

ん。 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除になった、お盆前の８月に少数の親族で大

崎上島に行き、祖母の家の庭と海に散骨に行きました。私の夏休みや冬休みの思い出は、私の

兄弟や従妹６人の面倒を祖母が見てくれた事です。夏は朝から夕方まで海に連れてってくれ、

冬はこたつに入り祖母が作ったみかんを食べたり、祖母の親族一同でお餅つきをしたりと楽

しい思い出ばかりです。実際に私が子供６人を見るとなったら困惑すると思います。期間も



２週間～１か月と長期間です。そんな意味でも祖母は凄かったなぁと思います。上記以外に

も祖母との思い出を挙げたらきりがありません。祖母を悪く言っている人を見たことがなく、

亡くなった後も希望を叶えてもらい人徳ではないかと勝手に思っております。本人も穏やか

な顔で最期を迎え、人生やりきった！というような顔でしたが、散骨を終えた親族一同も同

様に祖母に対し最後の希望を叶える事ができた！というような清々しい面持ちでした。散骨

に対し反対されている方もおられると思いますが、一個人の自己満足だと思っていただけれ

ば幸いです。 

 

 

 

コロナ禍の生活の中で 

ケアハウス生活相談員 伊藤 洋子 

（介護支援専門員) 

 

Y さんは、ご主人が亡くなられた後おひとりで暮らされていましたが、近隣に身内の方がお

られず将来的なことも考え、ケアハウスに入居されました。 

遠方で暮らされているご兄弟がおり、Y さんはご兄弟のことやそのご家族のことをとても

気にかけておられ、ご兄弟も Y さんのことをとても気にかけておられます。Y さんは時折電

話で連絡を取り近況を報告しあったり相談事があれば相談されています。また、お手紙や年

賀状のやり取りをされ、相談員としてご兄弟に連絡させていただいた際には、「コロナ禍で会

いに行きたくても会いに行けないので、たまにでも本人の元気な声が聞けたらそれだけで安

心します」と Y さんと同じことをご兄弟も話されています。 

 Y さんは、はにかんだような笑顔が素敵な方です。コロナ禍で外出したり、ご友人と会っ

て話をしたり食事をしたりすることが出来ないなど、生活が変わった中で思うようにいかな

いことや不安に感じることもあるかと思いますが、買い物はヘルパーを利用されたり、デイ

サービスへ行かれたり、敷地内を散歩されたりとご自身のペースで過ごされています。職員

がお部屋に伺わせていただいた際、廊下などですれ違う際、散歩中にお会いする際にはいつ 

も笑顔を添えて挨拶や言葉を掛けてくださいます。他の入居者

の方のことであっても、体調が悪い方がいれば心配されその方

の体調が良くなれば安心されるなど、一緒に一喜一憂し、気遣

いも忘れません。 

 今の世の中だからこそ忘れてはならないと思うことを Y さん

は忘れず変わらず自然にされています。私自身もそうありたい

と強く思います。  



S さんの看取りについて 

地域密着型特養介護職  稲城 玲香 

（介護福祉士） 
 

 S さんは、令和２年１１月１３日から入所となり令和３年１１月２４日に永眠され１年

間せいりょう園で過ごされました。 

 入所当初は、よだれが出るとのことで箱ティッシュの持参があり、ティッシュでよだれ

をふいていたのですが、私の夜勤の時に口の中にティッシュをつめて寝ていることがあり

窒息しているのではないかと心配になり、すぐに声をかけたことがあったことを思い出し

ます。コロナ禍ということもあり居室で過ごすことが多く、いつしかよだれをふくために

持っていたティッシュを濡らし、床掃除を１日中されるようになりました。冬場にはアカ

ギレになるほどでした。居室の洗面台の水を出しっぱなしにして１階の厨房まで水漏れに

なったこともありました。 

 夜間はベッドで横になることが少なく、居室から車いすを使用せず這って出て来たり車

いすで廊下を自走していたり、居室内の３段ボックスやテレビを倒してしまったりしてい

ました。テレビを倒した際にテレビの線が抜けてよく職員に「テレビがつかないんです」

と言いに来られることも多かったです。 

 S さんは昔理容師をしていたこともあり、人と話をすることが好きな方でした。よく職

員と話をしている時に好きな男性職員の話をすることがあり、その職員のことを「王子様」

と呼んで笑顔で話しておられました。身体が柔らかく、「身体柔らかいですね」と声をかけ

ると「そう⁈昔よくスポーツをしていたの…テニスでしょ…ソフトでしょ…」と色々な話を

して下さいました。 

 ある時、「帽子が似合うように坊主にする！」と言われたときは驚きました。対応していた

職員が話をしても本人の意思は固く「坊主にする！」と言っていたそうです。実際に坊主にさ

れ、家族の方も色々な帽子をもって来て下さり、ファッションを楽しんでおられたのではな

いかと思います。「帽子よく似合っていますね」と言うと「そう⁈坊主にしてよかった」と笑顔

で言われていたのを今でも覚えています。S さんと関わった中で１番印象に残っているエピ

ソードだったのではないかと思います。S さんとの関りを思い出していると、せいりょう園で

過ごしたのは１年間でしたが、S さんとのエピソードが多く、もっと長い期間せいりょう園で

過ごしていたのではないかと思うぐらいです。 

 亡くなる少し前から自分でできることも職員に「できないんです」と訴えることが多く

なりました。その際、本人の残存機能を維持するためにもできないと訴えがあってもすぐ

介助をしてしまうのではなく、本人の様子を見ていましたができることもできなくなって

いたりできる時もあったり見極めが難しく、職員に依存してしまっているところもあった

ように思います。その事が今でも頭に残っており、あのケアでよかったのかと考えること



があります。今回の S さんの反省を踏まえて今後いいケアが出来るように努めていきたい

と思いました。 

 令和３年１１月２１日声かけに反応がなくなり、主治医の往診で脳梗塞の診断がありま

した。それから亡くなるまでほぼ毎日いっぱいの家族の方が面会に来られました。コロナ

禍で中々面会が難しいなか短時間ではありますが、最期に直接面会ができたことはよかっ

たと思います。 

 S さんは入所当初から「ここは自由でいいわ」と話されたことがあり、本人が言われて

いる通り自分のペースで自由に過ごされていたのではないかと思います。これからもその

方らしく生きられるようにケアしていきたいと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループハウス岸本邸入居者募集！ 
 

『グループハウス岸本邸』（住宅確保要配慮者専用賃貸住宅）は、住宅地の中に 

ある１棟家で、リビングやキッチンなどの生活空間を共有しながら暮らす住宅です。 

地域住民として落ち着いて生活できる環境で、自治会の一員として町内会長さん 

や副会長さんも気にかけて下さいます。お互いの存在を尊重しあいながら共同生活 

ができる女性を募集しています。年齢は問いません。見学もできます。 

 

入居対象者：高齢者、障がい者、ひとり親世帯 

設   備：台所・食堂・トイレ・浴室・洗面は共用 

家   賃：１階 39,000 円 2 階 30,000 円 

  そ の 他：敷金・礼金・共益費なし。光熱水費は実費負担。 

  問 合 先：せいりょう園介護相談室 ℡（079）424-3433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 ３月 1５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：8 室 ② 自愛の家さくら：8 室  

・グループホーム２F：2 室 ・グループホームまどか２F：1 室   

・グループハウス岸本邸：3 室  

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

  

102 号室 201 号室 

 

 


