★ 理事長の問わず語り ★
「 見 果 て ぬ 夢 」
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今の仕事を始めてから、ずっと思い続けていたことがあります。
それは、両親が高齢になり、それぞれ自身で日常生活ができなくなったとき、だれがその人たちをお
世話したり、いろいろな相談に乗ってあげたりしていたのだろうかということでした。
配偶者が居れば、一人が倒れても、もう一人が面倒を見ることができるだろう。しかし、両方が高齢
だったらどうするのだろうかとか、子どもが居れば、子ども達が面倒を見てくれるのかなと思ったり、
それでは配偶者が亡くなってしまい、子どもも居ない人たちは、一体どうしたらよいのだろうか。近く
か遠くの親戚が見てくれていたのかなとか、仕事にのめり込めばのめり込むほどに考えていました。
現在では、老人ホームがあったり、ホームヘルパーさんに頼んだりと、制度としてその人たちのお世
話を介護として捉え、仕事として成り立たせています。
それでもわが国では、その役目を大半が家庭の主婦が担ってきたのではないでしょうか。
最近では、ヤングケアラーの問題がテレビや新聞で報道され始めました。
昔は、小さい弟や妹を背中にオンブしながら夕食の材料の買い物に行ったり、オンブしたまま道路で
野球をしたり、女の子同士で遊んでいたりと、親の手伝いをするのが当然のことのように行われていま
した。
このように私たちにとっては、ケアはとても身近な活動でした。
ケアと表現しなくても、ケアを受けていない人、ケアを実践していない人はいない、と言い切れる程、
私たちの周りでは、 人(間生活にとっては）重要な役割であるにも関わらず、この活動を担う人たちが、
あまりに、軽視、無視され、その価値をないがしろにされていたのではないでしょうか。
次に、ケアの領域ですが、親が自分の子どものケアをしたり、子どもが自分の親のケアをする場合、
通常、無条件、無制限であります。
しかし、実際にはこれでよいのでしょうか。隣人として考えるところがあるのではないでしょうか。
施設ケアの考え方も最近では変わってきました。
それは、従来は日常動作、つまり自分で食事をしたり歩行したりと、日常生活が自立できるように支
援 や 介護を 積 み重ね て きまし た が、今 は、考え 方や 意思 決定 の自 律に 重き を置 くよ うに なっ てき まし
た。
つまり、図書館で読みたい本があったとした場合、本を読みたい、図書館で読みたい本を選びたいと
いうのが本人の希望であるのなら、足が悪くてもその交通手段を用意しましょうというのが現在のケア
の考え方です。
身体の自立から精神の自律へと大きく舵が切られました。
これが本当のその人なりの生活を支援するということであり、これ
こそ長年夢に見ていた日本型福祉と言えるものではないでしょうか。
これによって、人は、いつでも、どこでも夢を見ることができるの
です。
それが儚い、見果てぬ夢かもしれませんが、きっとこの世に生を
受けてきた証になることでしょう。
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（制作：養護ご利用者）

５
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創立５４周年記念
ちぎり絵

４ 月 の ア ル バ ム （１）
創立５４周年記念日（4月18日）
養護
感染症対策のため、今年も各階ごとに開催。
理事長から54年という歴史に触れた挨拶のあと、ご
利用者代表から祝辞を頂戴しました。
また、ご利用者から54周年のお祝いにと心を込めて
制作された鶴のちぎり絵が贈呈されました。

特養

お花見

天気の良い時を見計らい、お花見散歩に行きました。
満開の桜を見て「きれいわぁ」と感嘆の声。
久々の春の外気に触れながら気持ちの良いお散歩を
楽しみました。

養護

今年の桜はたいへん綺麗で、満開の桜、黄色の菜の
花、澄み切った青空という春らしい風景を見ながら楽
しいお花見ができました。また、部屋から眺めるお隣
の城山台団地のライトアップされた夜桜も最高！

デイ・センター
特定養護
今年も感染症対策のため、各階ごとに開催。
ご利用者代表が祝辞を述べられ、最後は、ご利用者、
職員そろって掛け声と共にこぶしを元気よく突き上げ、
鶴林園の益々の発展を願いました。

久しぶりのお花見ドライブに、車の中は、皆さん大盛り
上がり。
車からだけでなく、本館ロビーから見るしだれ桜にも
感動・感動！
「早くもっと外出できるようになるといいわねぇ」と、
皆さん、おっしゃっていました。

今年の
お花見弁当

二

特定養護
お天気に恵まれ、良いお花見日和になりました。
「きれいやわ！」「久しぶりに外に行けて良かったわ！ 」
など、ご利用者から喜びの声が聞かれました。

「私の鶴林園」（その４）
2月号から掲載中の鶴林園各事業所責任者の寄稿文、
今月は「在宅介護サービスの3事業所」です。

「私の鶴林園」
デイ・センター
訪問入浴サービスセンター
ホームヘルプサービスセンター
管理者
清水 隆史
福祉の世界に携わり約23年、鶴林園では平成28年
4月から勤務しています。
平成7年1月に起きた「阪神淡路大震災」 、当時住ん
でいた西宮市内で被災し、仮設住宅にボランティアで
炊き出しに来られていた高齢者福祉の方と関わったの
が福祉に進んだきっかけであり、震災で亡くした親族や
地域にできなかった恩返しをすることが、私の使命であ
ると考えています。
鶴林園では、デイ・センター、訪問入浴サービス、ホーム
ヘルプサービスの管理者として在宅介護サービスの基
盤整備を図り、ご利用者やご家族だけでなく地域から
選ばれる「質の高いサービス」が提供できるよう取り組
んでいます。
また、事務局職員として、職員の確保と育成を目標に、
積極的な採用活動や新入職員研修、採用年度別セミ
ナーの開催など、工夫しながら行うことで、「働きやすい
職場の風土作り」が実現できるよう、常に初心にかえり
ながらこれからも取り組んでいきたいと思います。

地域清掃（養護）
お隣の城山台団地周辺の清掃を行いました。
桜を楽しみながら、草引きをしたり、落ち葉拾い
をしました。

新入職員研修
4月1日～2日、レインボーホールで「4月入社職員
8名」ならびに「令和3年度中途入社職員18名」を
対象に新入職員研修会が開催されました。
「職員は鶴林園の宝」と位置づけ、職員の育成に力
を入れている鶴林園、法人の理念・歴史やビジネス
マナーなどについて大きな時間を割いて、トップ自
らが丁寧に話をし、学んでもらうのが鶴林園の特色
です。

鶴林園の将来を担う職員を募集しています！
社会保障及び福利厚生の充実、資格取得支援
など、働きやすく自己成長に繋がる環境で、一緒
に成長しませんか！
先ずは、お気軽にお問合せ下さい。
（施設見学も随時承ります）
Tel : ０７９－４５２－０５２４事務局（清水・土居）
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皆さま、どうぞよろしくお願い致します。

端午の節句飾り（デイ・センター）
端午の節句に欠かせないお飾りの「兜」と「破魔
弓」を折り紙で作りました。
「こんな立派なもの、よく考えたな～」「立派なのが
できたわ」と皆さん喜ばれていました。

喫茶コーナー再開（特養）
コロナ禍で中止していた喫茶コーナーを月1回の
ペースで再開しました。
南館ひまわりホールで、新緑の景色を見ながらの
コーヒーとケーキ。
「やっぱりコーヒーは美味しいわ！」と目を細めて
香りを楽しんでおられました。

デイ・センター

５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

眼に青葉 山ホトトギス 初鰹
と言われるほど、五月の新緑は美しい。
四方の山々はすべてあっという間に生き生きとした
新緑で盛り上がる。桜のような落葉樹も、椿のような
常緑樹も、みんなみんな新芽を出して衣替えをし、春
を謳歌している。
鳥は活発に飛び交い、相手を求めてひときわ美しい鳴
き声を響かせる。
雨後のタケノコも、雑草も負けじとばかりどんどん
伸び、そして花々が咲き乱れる。
日本の五月は、そんな生命力を感じる素晴ら
しい季節です。おいしい初鰹のタタキでも食べ
て元気を出しましょう！
典）
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2日（月）
４日（水）
11日（水)
20日（金)
23日（月）
24日（火)
25日（水）
27日（金）
30日（月）
３１日（火）

５月2４日(火) ５月２７日(金)
１３時30分
1０時
～1６時
～1２時
加古川西
公民館

志方公民館

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

11日（水） 祝膳の日
18日（水） 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
毎週日曜日 出張理美容

ふれあいタイム
衣類販売
祝膳の日 ５月度誕生会
外食ツアー
外食ツアー 地域清掃
外食ツアー
ときめき講座
お楽しみティータイム
外食ツアー 映画鑑賞会
外食ツアー

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
4日（水）
11日（水）
20日（金）
23日（月）
27日（金）

ふれあいタイム
誕生日会
映画鑑賞会(3階)
映画鑑賞会(2階）
映画鑑賞会(4階）

毎週火曜日・金曜日
おやつティータイム
第1・第3火曜日 移動スーパー
第2・第4木曜日 習字クラブ
毎週日曜日 出張理美容

