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皆様はご存知でしょうか。
言葉には、
「書き言葉」
と「話し言葉」
があるのはご承知いただけると思いますが、最近、それにもう一
つの言葉があることを知りました。
それは「打ち言葉」
というものです。「書き言葉」
には、口語体や文語体、さらに古文語体などと、私
の知らないものも沢山あるような気がします。「話し言葉」
にも「日常語」
や「丁寧語」
、
「謙譲語」、そ
れに京都の一部では、今だに公家の話し方をするところが残っているそうです。
「打ち言葉」と言いますのは、スマートフォンで話し合う言葉で、画面にキーを打ち込むので
「打ち言
葉」
と言うのだそうです。今まで私が経験したことがない短絡語や絵文字など、その意味を考えるだけで
も頭が痛くなってしまいます。
それでも周りをよくよく見渡しますと、笑顔や泣き顔、それに怒り顔などが、私が気が付かなかった
だ け で し ょ う か、い つ の 間 に か 私 に 押 し 寄 せ て き て い ま す。今 と な っ て、そ れ ら を じ っ と 見 て い ま す
と、じわっと意味するところがわかってくるようになり、可愛ささえも感じてきて、ついつい、納得の
笑いも出てきてしまいます。
誰が発明したのか知りませんが面白いものを考えたものだと思うと同時に、それに真っ先に飛び込む
若者たちのエネルギーにも感心させられてしまいました。これは、どういう現象なのかと言いますと、
若者たちと私とのすり合わせがうまくできたということです。それは、私と若者たちが同じ世界で同じ
体験をしたことによって、同じ事柄を共有することができたからです。
これと同じようなことを最近体験しました。
無事に南館が出来上がり、利用者にとっては快適な生活の場となり、職員にとっては最新式の働きや
すい場になったわけですが、本館での生活は旧態依然のままです。
しばらくしてから、少しずつ不満が出てきました。一番心配していたことです。困ったなと思ってい
た矢先、新型コロナの感染対応に法人挙げての動きが何をおいてもの至上命令となりました。
自分の事業所は大丈夫だろうというわけにはいきません。新しい施設だとか古い施設だとか言ってい
る暇はありません。全職員が、担当指揮官の下に結束して、昼夜を問わず対応に走り回りました。
ある者は衛生資材が切れないように、ある者は安全区画の設定に気を使い、ある者は食事の対応に、
そしてある者は濃厚接触者の疑いがある利用者のためにチームを組んで隔離生活を支援してい きまし
た。本当に全職員が一つになって脇目も振らずに頑張りました。
私にしては正に涙が止まりませんでした。
そこから何が生まれたのでしょうか。
皆が一緒になって一つの目的に向かって働きました。皆が思いを共有
することができたのです。すべてのわだかまりが消えてしまいました。
皆の頑張りに対しての大きなものからのプレゼントです。
この世に「コロナ対応ピック」があるならば、きっと金メダルでし
ょう。いや、それは日本全国でコロナ対応に頑張っておられる皆さん
も、もちろん受賞です。いやいや、わが国だけではありません。世界
各地で薬もない、ベッドもないという最悪の環境の中でも心を尽くし
ておられる方がたくさん見受けられます。
全員が金メダルなんでしょうね。

http://www.kakurinen.com
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「クンシラン」
（3月の本館玄関）

３月のアルバム
音読教室（デイ・センター）
「生麦生米生卵」「隣の客はよく柿食う客だ」などを
早口言葉を言うことで、口腔機能が鍛えられます。
全員で音読しますが揃ったり揃わなかったり、皆さ
ん苦心されていました。

サクラとイチゴの吊るし飾り（デイ・センター）
お花紙を細く割き、おぼろ月夜に浮かんで見えるよ
うなイメージで制作していただきました。

少しずつ戻ってきた日常！ （養護）
①衣類販売
②出張理美容
久しぶりの衣類販売。
春先の衣類選びを愉
しまれていました。

約3か月ぶりの散髪。
さっぱりした髪型に
笑顔がこぼれます。

ひ な ま つ り （特養）
三味線の得意な職員が「さくらさくら」「津軽よされ節」
「じょんから節」の3曲を披露、皆さん、三味線独特の音
色に聞き惚れてしまいました。
最後は、皆で「ドンパン節」を歌いました。
「ドンドンパンパン、ドンパンパン～♪」と歌に合わせて
元気よく手拍子、おひなさまの形をした和菓子とグリー
ンティーに皆さんニッコリ！

習字クラブ（特定養護）
月2回、習字クラブを開催しています。
皆さん、お手本を見ながらしっかり書かれており、
ご自分の心と向き合いながら真剣に取り組まれて
いる姿が伺えます。

桃 の 節 句 （デイ・センター）

手作りゲーム（特定養護）
年度末クイズ（デイ・センター）
この1年のデイ・センター
での活動アルバムを皆で
振り返るクイズです。
写っているご自分の姿に
一喜一憂しながら答えて
おられました。
二

お好み焼き ひっくり返し

ピンボールゲーム

紙コップめがけてピンポン玉
段ボールのお好み焼き を入れるゲーム。力加減が難
をうちわでいかに早く しく、コツを掴むとおもしろく、
返すか競いました。
達成感が味わえます。

デイ・センターでは、ひな祭りクイズを行いました。
「ひな祭りの『ひな』は何に使われていたものでしょう
か？」（答え：人形遊び）など、クイズ形式でひな祭りの
由来を思い出していただきました。 また、おひなさまと
一緒の写真撮影会。ひな飾りの横でハイチーズ！ お
ひなさまと同じおすましポーズ！ 仲良し同士での笑顔
いっぱい！ など、楽しいひと時でした。

「私の鶴林園」（その３）
2月号から掲載を始めた鶴林園各事業所責任者の寄稿
文、今月は「ショートステイサービス」です。

「私の鶴林園」
ショートステイサービス
センター長 母利 政範
（介護力向上委員会 委員長）
約２０年前、福祉の世界に入る前は一般企業で働いて
おり、まさか自分が福祉の世界に入ることなど考えもし
なかった私は、全てにおいてカルチャーショックを受けた
のを思い出します。
お年寄りのお世話をすること、介護をするということが
如何に大変で、しかし素晴らしい仕事かと。
ただその中で大きく違和感を感じたのは、お客様であ
るご利用者に対しての職員の言葉遣いや態度、いわゆ
る接遇です。
一般社会からはかけ離れた言葉遣いや態度がそこに
はあり、親しみを込めたコミュニケーションという名のもと
でその現状と出会いました。
私たちの仕事は日常生活を過ごすことが困難な人に
対して手助けをすることで、できないことができるように
なること。その中でサービスを提供する側、受ける側にお
いて信頼関係は大切で、コミュニケーションは不可欠で
す。
私が鶴林園に入職して3年半、私は現在、介護力（接
遇力）を向上するための取り組みに携わっております。
あの頃感じた違和感を払拭できるチャンスを頂きまし
た。鶴林園の一員としてこの取り組みを通じて、ご利用者
に良いサービスの提供と、また、良い職場
環境づくりを目指したいと考えております。
三

Ⅰ 理事長方針
一昨年来の新型コロナウイルス感染症は、未だ
終息の兆しが見えず、引続き「WITHコロナ」を前提
とした社会生活、経済活動等が要請されている。
このような中で、私たちが担っている高齢者介護・
福祉サービスは、困難な事業環境にあっても、安易
に中断・停滞することは許されず、継続的な事業運
営の策定、実行が求められている。
今こそ、私たちは、サービス提供の根幹となる諸事
項について、考え方を学び直し、行動に反映してい
かなければならないのである。
本年度は、次の事項を各事業所目標に具体的に
展開、オール鶴林園の視点で連携、補完し合い、
着実な成果を挙げることとしたい。
１．職員力を高める
職員一人ひとりが、自分の職責を理解し、その目的達成
に努力することにより、法人並びに事業所経営に寄与
する。 常に、鶴林園の職員であることを自覚し、覚悟を
持って業務を遂行する。

２．法令遵守を高める
職員一人ひとりが、諸法令、諸規程、諸規則、法人理念、
職員心得等を遵守、その責任を理解し、過ちの無いよう
に努力することにより、法人並びに事業所経営に寄与す
る。
正しい仕事の在り方
= 理念に則ったものの考え方（計画立案）
+ 理論・根拠に基づいた業務の実施
+ 的確な業務の振り返り（次につなぐ）
= 事故・違反・ミスをしない

３．組織力を高める
全職員が、オール鶴林園の旗の下に結集、理事長を頂
点とした組織を理解し、それぞれが縦のライン、横の
ラインとしての結び付きを展開、鶴林園の理念の実現に
努力することにより、法人並びに事業所経営に寄与する。
常に、全体を俯瞰して、物事を考え、行動する。

Ⅱ 令和4年度への思い・抱負
養護老人ホーム 特定養護老人ホーム
副園長 三村知之
養護老人ホームでは、本年度も入園者の皆さん
へ安全な生活環境の提供を行うことを基本姿勢
として取り組んで行きたいと考えています。
また、同時に職員一人ひとりが各々の目標のも
と、独立自尊に向けた実践と研鑽を積み、組織力
向上へ繋げてゆきます。そして、多くの方に信頼さ
れる体制をより強いものにしてゆきたいと考えてい
ます。引き続き、皆様のご支援・ご指導、よろしくお
願い申し上げます。
特別養護老人ホーム
園長 田中英基
令和3年度は、新型コロナウイルスにより多くのご
利用者やご家族に、ご迷惑とご心配をおかけ致し
ました。又職員の負担も限界を超えるような経験を
致しました。私達は、その経験を「強み」とし、コロナ
や自然災害など多くの弊害に対応していかなくて
はなりません。
福祉の歴史は、常に困難な状況から、知恵と工夫
で方法を見出してきました。今こそ、福祉の先人を
見習い守るべきものが守れるよう努めて参ります。
デイ・センター
センター長 清水隆史
42年の歴史と伝統を感じながらも、令和3年6月
には、新・南館１階に移設オープンし、更なる進化を
果たすべく、新たな気持ちで取り組んでいます。
令和4年度は、「歴史：これまで」「今日：いま」
「夢：これから」という3つの基本理念を軸に、全職
員がデイ・センターとして求められる制度上の役割
を認識し、ご利用者の希望に応じたサービスを提
供することで、地域に密着した信頼される事業が
展開できるよう取り組んでいきたいと思います。
今年度も、よろしくお願いいたします。

デイ・センター

４月 の
お楽しみ
養護

特養

出張！

介護・福祉なんでも相談
編集後記

ウクライナの惨状をテレビや新聞で見聞きし、絶句す
る毎日です。
以 前は老 人 ホーム に は過酷 な 戦争体 験 を話し て くださ
る方が大勢おられました。
「南方に派兵され九死に一生を得て帰ってきたが、家の
辺りは一面焼け野原、家族はついに見つからなかった」
「夫は戦争に行き戦死、三人の子供を連れて戦火の下を
逃げ惑った。戦後も一人で子育てするのは大変だった」
「特攻隊員となり明日出撃という日に終戦。自分だけが
生き残ったという思いに苛まれ、お酒に溺れた」等々。
そんな一人ひとりの辛い思いが二重写しに
なるのです。誰の為に⁉
何の為に⁉
世界が平和に向かって動いて行きますように‼ 典
)
(

四

１日（金）
４日（月）
５日（火)
６日（水)
13日（水）
１８日（月)
25日(月）
27日(水）

４月22日(金) ４月２６日(火)
１０時
13時３０分
～1２時
～1６時
志方公民館

加古川西
公民館

介護や福祉、医療に関する
お困り事や心配事があれば、
お気軽にご相談ください。
※ 相談は無料です。
＜お問合せ・申込み＞
地域包括支援センター
かこがわ西
０７９－４５２－２０９７

6日（水）
13日（水）
18日（月）
20日（水）

お花見
祝膳の日
創立記念日
誕生パーティー

毎週月曜日・火曜日・
木曜日・金曜日 足浴
毎週水曜日 手浴
毎週土曜日・日曜日
レクリエーション

お花見
お花見 ふれあいタイム
お花見
衣類販売
祝膳の日 ４月度誕生会
創立記念日式典
映画鑑賞会 地域清掃
ときめき講座

毎週火曜日・金曜日 ティータイム
毎週水曜日 書道クラブ
毎週金曜日 移動スーパー
生き生き体操
毎週日曜日 出張理美容

特定養護
６日（水）
１３日（水）
15日（金）
18日（月）

ふれあいタイム
誕生日会
映画鑑賞(3階)
映画鑑賞(2階）
創立記念日
22日（金） 映画鑑賞（4階）
毎週火曜日・金曜日
おやつティータイム
第2・第4火曜日 移動スーパー
第3・第5木曜日 習字クラブ

