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第１２８号

暮らしに新しい彩りを
ひかりのさとのぞみの家

２０１２年の４月に私は社会福祉法人愛光園の一
員となり、伝統ある「ひかりのさとのぞみの家(以
下 のぞみの家)」で働くことになりました。私は
学生時代から障がい分野にとても興味があり、当法
人でボランティアや、施設見学をさせていただき、
利用者への関わり方や、理念や考え方に強く惹か
れ、この法人を選びました。
介護の経験がほとんどない私にとって、のぞみの
家での生活は毎日が新しい発見ばかりで、「共に生
きる」という理念に沿った支援を目の当たりにし
て、「自分もこのように支援していきたい」という
向上心を強く持ちました。小さい頃から「人の気持
ちになって考えて見なさい」と言われて育ってきま
したが、のぞみの家では自分の意思表示をうまくで
きない方々も多くいらっしゃいます。もちろん職員
の力不足で意志を汲み取れないものもありますが、
「人の気持ちになって考える」ということが本当に
難しいです。長年の経験や勘に沿ったベテラン職員
の考え方も確かに大切であるのですが、現状のその
利用者に対してその考え方で満足していただいてい
るのだろうか、などという疑問も持ちました。人は
年を取るにつれて、身体的にも精神的にも変化があ
ります。その変化に沿って、支援の形も変化が必要
です。例えば、「この人は濃い味付けの料理が好
き」と教えてもらっても、年齢と共に味覚も変化す
るわけで、もしかすると薄味が好きになったかもし
れません。
しかし、意思表示がうまくできない方に対して支
援を変化させていくことは難しいです。長年の習慣
などを変えていくことは大変難しく、変化に合わせ
た支援をしたいと考えていても、「これで本当にこ
の人のためになっているのだろうか」と考えながら

生活支援員

本山陽平

毎日支援をさせていただいています。こうして様々
なことを考え、試行錯誤しながら支援をしていくこ
とは、良い支援をする為には必要材料になっていく
と思います。「ここはこうした方がいいのではない
か」という気持ちを他の職員に提案することは勇気
が必要なことですが、長年の習慣などによって内輪
では気づきにくい違和感を変えていくことが新入職
員としての役目であるかと考えます。例えば食事の
席でいつもと変わったメニューを一品付け加えるだ
けで生活に新しい変化があるかもしれません。はた
から見ると無駄なことでも、何か一つ付け加えるこ
とで、生活に彩りを添えていきたいと考えます。
私は住人さんの気持ちに寄り添うこと、楽しく生
活を送っていただく為に何が必要かを考えていくこ
とを持ち続けることを忘れずに、のぞみの家で人と
して成長していきたいです。
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一 歩 一 歩
介護老人保健施設相生

介護職員

竹内陸

先輩職員も優しく、特にプリセプター(指導担
当)として色々とご指導してくださる方がみえる
ので、とても心強い存在です。仕事の話はもちろ
んですが、名古屋グランパスなどサッカーのこと
や仕事以外のことも気兼ねなく話すことができて
います。自分では気付けなかった仕事でのミスを
指摘してくれたり、もっとこうした方が良いとい
うアドバイスをしてくださります。これまでに印
象に残っていることは、今は業務の早さを求める
のではなく、遅くても一つ一つ正確に取り組んで
いくことが重要ということです。

愛光園に入職して早くも５ヶ月が過ぎました。
８月に入って日勤、遅番、夜勤すべての勤務時間
を一人立ちするようになり不規則な勤務形態にも
少しずつ慣れてきましたが、入職してすぐはご利
用者の名前と顔を一致させるだけでも苦労してい
ました。そのうえ介護未経験で入職したので介護
技術も０から覚えていったり、１日の仕事の流れ
を掴むなど覚えることが多くて毎日大変でした。
入職前と入職後では、福祉業界に対するイメー
ジや印象などはあまり変わらなかったですが、配
属先で初めて勤務した時には、思っていたより
色々な症状の方がみえて驚きや戸惑いを感じる場
面がありました。ご利用者との関わり方は、始め
は皆同じで良いと思っていましたが、一人ひとり
違う対応・その人に合わせた接し方が求められる
ということを知り、改めて人と接すること・介助
することの難しさを感じています。

今後は、専門的な知識がもっと必要で自分に
とって不可欠なものになってくると思うので、介
護技術や認知症ケアなどを積極的に勉強していき
たいです。まだまだ未熟でミスも多い私ですが、
焦らず一歩一歩成長していき少しずつご利用者や
先輩職員の皆様に信頼してもらえるように努力し
ていきたいと思います。

私の所属するねむのき・えりか棟には新人職員
の介護を不安に思われるご利用者がいらっしゃい
ます。少し仕事にも慣れ始めたころ、まだ入って
すぐの私が介助を行おうとすると、「あんただっ
たらやめておくわ」とストレートに言われたりし
て少しショックな気持ちになりました。しかし、
徐々に信頼してくれたのか最近では「ちょっと
やってもらおうかね」と私に対して介助を求めて
こられたり、ご利用者との壁が少しずつ無くなっ
てきていることを実感し、この仕事に対するやり
がいを感じることもできています。このご利用者
に限らず自分が介助を行ったあとに笑顔で「あり
がとう」と言われた時には、とてもうれしい気持
ちになります。
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また夏休みの後半には、日本福祉大学の学生さ
んがサービスラーニングという授業の一環で、ら
いふに来て活動をしてくださいました。
最終日には、学生さんが考えてくれたプログラ
ム（カップケーキ作り）を行ってくれました。こ
の日はみんな気になっていたようで、タイマーが
鳴り、声をかけるとすぐに全員が部屋に揃い、活
動を開始。
粉を入れる・卵を割る・かき混ぜる・カップに
入れるなど、どの子も少しずつ順番に取り組んで
いました。他の子が行っているのをじっくり見て
いたり、自分から積極的に行くことはなかなか無
いけれど「やってみる？」と声をかけると近くに
行き、取り組む姿もたくさん見せてくれました。
上手に卵を割る子もいたりと、お家でお母さんの
お手伝いをしていたり、よく見ているのかなと思
うような様子もあり、らいふスタッフも新たな一
面を見ることができ、嬉しい限りです！レンジで
温めているときは、レンジ前で早くできあがらな
いかな？膨らまないかな？と待ち遠しく見ている
子もいました。
何度か様子をみて、やっとできあがると、待っ
てました！！というように、手に取り、美味しそ
うに頰ばり、もうひとつ食べたいなぁ・・・とい
うような表情を浮かべている子もいました。普段
の活動では、他の子と一緒に何かをするという時
間はあまりありません。みんなで一緒に何かをす
るこの時間は、とても素敵なものでした。

みんなで一緒に
〜夏休みの活動を通して〜
知多地域障害者生活支援センターらいふ
直接支援事業

生活支援員
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川口由美子

７月２１日より、らいふに来ている子どもたち
の夏休みが始まりました。また、今年は９月２日
までお休みのため、少し長い夏休みでした。
暑い暑い夏になっても、子どもたちはみんな元
気にらいふ内で楽しく遊んで過ごしています。毎
日朝からの活動で、らいふにはにぎやかで楽しそ
うな子どもたちの元気な声が溢れていました。
昨年と同じく今年度も、夏休み恒例？の水遊び
を活動の１つとして行いました。実施場所は、ら
いふのお風呂場！！何人も入れる浴槽と浴室にビ
ニールプールを用意し、浮き輪・水鉄砲、シャボ
ン玉、水で遊べるおもちゃを持ち込み、涼しみな
がら遊びました。広いといっても、お部屋１室分
ほどの広さ、数人の子どもたちと支援者が一緒に
なって遊びます。お部屋では、１人で過ごして遊
ぶ子も水遊びでは他の子と一緒になって遊んだ
り、支援者にわざと水をかけてちょっとしたいた
ずら？！をしてくる子がいたりと、普段の活動で
は見られないような様子も見られたり、水遊びが
楽しかったようで、終わった後にも再び自ら水着
に着替え、遊ぼうとする積極的な子もいたりと、
新たな発見も多い夏休みでした。

私たちスタッフもたくさんの新たな発見があ
り、子どもたちもこの夏休みを楽しく過ごせたの
ではないのかなと感じています。活動をしてくれ
た学生さんにとっては、活動での気づきやこの経
験をこれからに生かしてもらえればと思っていま
す。らいふでの活動ありがとうございました。
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生活支援員

吉田

悟

母さんが「すごい味があるぅ。どうやって卵の
中に『あ●のもと』を入れるんですかぁ？」。
ファームでは当然そんな面倒で不自然なことは
していません。
ではどうやって旨味調味料が入っているよう
に錯覚するほど旨みのある卵が産まれてくるの
でしょう。秘密は昨年から導入した発酵飼料に
よる天然アミノ酸なのです。漬物、みそ、しょ
うゆ、今話題の麹みたいなもので新鮮な米ぬか
と山の腐葉土が原材料です。東浦町で米作りに
取 り 組 む 鈴 木 裕 二 さ ん（７ ０ 回 中 日 農 業 賞 受
賞）と半田市のあおき造園さんにご協力いただ
き実現することができました。発酵飼料による
旨みは、卵だけでなく鶏肉でも味わうことがで
きます。ファームの鶏肉は市販のブロイラーと
は比較にならないほどおいしい昔懐かしいかし
わ肉です。共和町の共栄飯店さんはじめ多くの
かたのおかげで、現在ファームのすべての鶏た
ちはお肉になって最後まで皆さんのお役にたつ
ことができるようになりました。
食の安心はどんな環境でどんな原料でどんな
生産者がどんな思いで作っているのかがわかる
ことで得られます。ファームではすべての情報
を隠すことなくオープンにしています。今後近
い将来おこるであろう先進国と新興国による地
球規模の穀物争奪戦の中、食糧自給率３９％、
家畜用飼料約９０％を輸入に依存する日本で安
定してみなさんに卵
や鶏肉をお届けでき
るよう今後も国産原
料の比率を高める努
力をしていきます。
どんなときもファー
ムの鶏はみなさんの
健康を支えられる存
在でありたい。その
鶏を大切に育ててい
るのがひかりのさと
ファーム養鶏の仲間
たちなのです。

養鶏を担当して早くも３年が経とうとしてい
ます。自然の中で仲間とともに働き,ともに成長
できること、あわせて安心安全な卵や鶏肉の生
産をつうじて地域社会に貢献できる毎日は、こ
れまでの人生で最も充実しています。３年経験
してもまだまだ毎日が新鮮。私を夢中にさせる
ひかりのさとファーム（以下ファーム）の鶏と
卵の魅力を少しだけみなさんに自慢させてくだ
さい。

一般の養鶏ではケージとよばれる鳥かごに１
〜２羽で入れられ、感染症予防のため外界と遮
断された状態で飼育されています。ファームの
鶏はご存じのように網だけの平飼い開放鶏舎。
歩き回り飛び回り砂浴びをして自由にのびのび
と暮らしています。ストレスがなく適度に運動
した健康な鶏の卵が、おいしくないわけがあり
ません。また餌は一般に輸入比率９０％以上の
配合飼料が使用されます。もちろんその大部分
は遺伝子組み換えされたものなのです。ファー
ムでは可能な限り国産原料を使用し、手作りで
安心安全な餌を与えています。市販配合飼料で
は当たり前のように入れられている添加物やビ
タミン剤はもちろん、人間なら３日分しか処方
されない抗生剤を毎日の餌に入れるなんてこと
は断じてしていません。
ウソのようなこんな笑い話があります。ヒヨ
コ との ふれ あい イベ ント では 目玉 焼き を塩 コ
ショウせず提供しますが、それを食べた若いお
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愛光園地域居住サポートセンター
この度、新町ホームが東浦高校近くの住宅地
に 引 っ 越 しま し た。新た な 土 地 で「藤 江 ホー
ム」として、生活がスタートしています。
今まで長い間お世話になった新町ホームです
が、建物の老朽化に加え、そこで生活している
方々の高齢化に伴う身体的な不便さもあり、こ
の度新しい住居への移転に至りました。昔なが
らの木造りの家は魅力的でしたが、シルバー
カーを使用しながらの生活だった方たちにとっ
ては、段差などが不安になっていました。移転
先が 決まった時 は、「やっ と引っ越しで きる
ね」という声がでていました。

平成２４年１０月○日発行（増刊）

コーディネーター

伊藤

恵里奈

ルパーと外出して過ごしたいという、変わらない
生活を送るために考えなければいけないことは溢
れていました。各関係機関の方々より、たくさん
のご意見と、ご協力をいただけたからこそ、変わ
らない日々の生活を実現していけたように思いま
す。

(新) 藤江ホーム
引っ越しに伴い、少しメンバーが替わられまし
た。残念ながら、同じホームに暮らしているメン
バー全員の相性が良いとは限りません。理由は
様々ですが、ご本人の想い、意見を重視し、メン
バーに替わっていただきました。
その結果、１名の方が藤江ホームではなく福祉
ホーム（びわの木）に移るという選択をされまし
た。ケアホームのような手厚い支援は難しくて
も、一人で気楽に生活したいという想いが強く、
彼女の決意は固かったように思います。私たち支
援者は、一人ひとりが望む生活を、できる限り実
現していくために、知恵を絞り、社会資源を利用
していくことが必要だと思います。
この度、長年に渡り新町ホームへ夕食作りに来
てくださっていた地域ボランティアの方々や、穫
れたての野菜を分けてくださったご近所の方々と
の関係がなくなってしまうのは残念ですが、新た
な場所で新たな出会いを大切にしていきたいで
す。

(旧) 新町ホーム
新町ホームでは、女性４名が生活をしていま
したが、引っ越しの荷造りをする中で、皆さん
が歳を重ねてきた分だけの思い出の品の数々
が、タンスの引き出しからたくさん出てきまし
た。昔の写真を見つけてはボランティアの方と
の思い出などを懐かしんでみえました。若い職
員以上に愛光園の歴史を知っている皆さんです
から、その思い出の品の数々からは、今まで多
くの人が関わり、支えてきてくださったからこ
そ、今こうして思い出話に花を咲かせられてい
るのだと感じられました。
とはいえ、思い出に浸っている余裕はあまり
ありませんでした。引っ越してからも、今まで
と同じように平日は通所先へ通い、休日にはヘ
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奈穂美

敦子さんの受け入れに当たり、「まどかに戻り
たい」というご本人とご家族の強い願いに応える
ため、たくさんの方々にご協力いただき、改めて
まどかが法人内の多くの方とのつながりで支えら
れていることを認識させられました。
まどかは創設から２７年目を迎え、加齢に抗え
ない状況です。行動特性に応じた支援のみでな
く、介護技術や知識の向上を求められるように
なっています。敦子さんが私たちを次のステージ
に引き上げてくださったことに感謝します。
退 院 後、以 前 に も
増してお元気で豊か
な表情と仕草でみん
なを和ませてくださ
る 敦 子 さん。私た ち
には彼女の楽しみを
増やすことが求めら
れています。

４月下旬より体調の悪かった敦子さんが５月５
日朝、土気色の顔。救急車で病院へ。医師の診断
は「重症の誤嚥性肺炎」、入院となりました。
５月２５日、退院に向け胃ろう造設手術の必要
があると医師からご家族に説明され、「そんな状
態でも受け入れてもらえますか？」と連絡が入り
ました。
５月２８日、ご家族に主治医から本人状況の説
明があり、施設長と同席。嚥下反射テストの結
果、気管に異物が入ってもむせないことを知らさ
れる。ご家族も始めは迷っておられましたが、年
齢も若く「命」を選択することを決断されまし
た。
「できれば、まどかに戻りたい。だめなら、同一
法人内の他事業所を利用したい。」というご家族
の強い願いにどう応えていくかタイムリーな動き
が求められました。まどかでは初めての事例のた
め、支援者間では不安が募りました。
平成２４年度から、介護職員による「痰の吸引
等」が一定の条件のもと認められたことにより、
受け入れるには早急に条件を整えねばなりませ
ん。
経管栄養に特化し、指導看護師の兼務や事業所
登録を認めていただくように県担当者に働きか
け、さらに経管栄養に特化した講習と演習を春日
井市にある「心の泉」さんに依頼しました。
ひかりのさとのぞみの家の加藤施設長に敦子さ
ん受け入れに当たって、経管栄養実習の協力を依
頼すると快諾され、元まどか利用者だった深谷三
恵子さんとご家族の協力のもと、まどか女性職員
が交代で食事時にひかりのさとのぞみの家に伺
い、看護師から経管栄養の指導を受けました。
担当者は看護師と連携し、衣類や食事環境を整
え、器具類の取り扱いや衛生面での配慮をし、６
月２２日の退院を迎えました。
支援スキル定着のため、６月２３日には、「心
の泉」さんより経管栄養に特化した、講義と演習
を受けました。

今だけ！！数量限定

秋のブレンド
秋の夜長、
コーヒーでゆったり過ごしませんか？
やわらかな苦みをお楽しみください

豆・粉 ２００ｇ

８４０円
ひかりのさとファーム
ご注文はこちら
ＴＥＬ 0562−84−4151
ＦＡＸ 0562−84−4413
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あいおい刈谷の第１歩
住宅型有料老人ホーム
約３か月前、皆様のご支援のもとに、刈谷市高
須町に住宅型有料老人ホーム「あいおい刈谷」を
開設させていただきました。刈谷に来てまだ右も
左も、何もかもがわからない中で、気の小ささの
あまり異国の地に来たのではないかと思ったりも
しました。
そのさらに約３か月前、私はまさに希望と不安
で胸がどうしようもないほどいっぱいでした。介
護老人保健施設相生からこの新しくできるあいお
い刈谷への異動を命じられたからです。はじめ気
持ちは驚き以外の感情が一寸たりとも入る隙がな
いくらいの状態でしたが、じきにこれは自分に
とって、とてつもなく大きなチャンスをいただい
たのではないか、やらせていただこうではない
か、それと同時に当然ながら未知なる世界へ飛び
出す不安も小さくはありませんでした。
不安は半年たった今でもなくなりはしません
が、それ以上に喜びを感じる瞬間が多々ありま
す。支援相談員として業務させていただいている
中で、ほぼ何も関係性のないところからスタート
し日々少しずつではありますが、地域のお客様や
ケアマネジャーさんをはじめ関係機関の職員の
方々に顔や名前を覚えていただけるようになって
きたからです。そして相談業務を介してほんのひ
とつでもお礼を言われると、言葉には出しません
が、 こちらこそありがとうございます、また一
生懸命やらせていただきますのでよろしくお願い
します と感謝と喜びに浸る瞬間があります。
あいおい刈谷に来てから多くの人との様々な関
わりをとおして、感謝の気持ちを謙虚に伝えるこ
と、謙虚に受け取ることの大切さを一番学んだの
かなと、今振り返ってみるとそう感じます。相談
員一人では何もできませんし、勉強不足でご迷惑
をかけてしまうことも少なくありませんでした。
それでも不器用でも泥くさくても、あいおい刈谷
の私たちが何とかします、何とかさせていただき
ますと個性豊かで癒し系な職員が、あいおい刈谷
のおもてなしで、まずは西三河のお客様から一番
の信頼を得られるよう一人ひとりが精進しておる
ところです。
現在、あいおい刈谷のデイサービスでは月曜日
から金曜日まで数名のご利用者をお迎えしており
ますが、まだまだ試行錯誤の段階で、お一人おひ

あいおい刈谷主任

黒野大輔

とりに少しでも楽しんでいただけるよう元気に
なっていただけるよう、季節も感じていただける
ようなレクや入浴の工夫に努めています。老人保
健施設相生で学んだフットケアにも力をいれてい
ます。またご入居のお客様は徐々に増えてきて、
少しずつ手ごたえを感じ始めたところで、日々の
小さな努力の積み重ねで一層お客様を笑顔にして
さしあげられたら、あいおい刈谷のこの地域での
大きな成長につながると思っています。
今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

ご

案

内

図

交通機関
※刈谷市巡回バス小垣江線（無料）
停留所「もりあと公園東」より徒歩３分
※ＪＲ東海道本線

7

※名鉄三河線

刈谷駅南口から３キロ

小垣江駅から２．５キロ

タクシーで１０分

タクシーで１０分
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割りは、叩けても１回では割れず、割ったスイカ
は皆さんでおいしくいただきました。竹灯篭で相
生玄関からこぶしへの通路を飾っていただきまし
た。アニマルセラピーはかわいい犬が子どもから
お年寄りまでを癒していました。

夏まつり報告
夏まつり実行委員会

低料第三種郵便物許可

常之

平成２４年８月２５日(土)に夏まつりを開催し
ました。例年は『ひかりのさとの会』と『相生』
が別々で夏まつりを開催していましたが、障がい
のある方、高齢者、近所の方、職員など皆で楽し
めるイベントにしたいと言うことで一体となって
新たな形となりました。
最後を締めくくっても
らったのは、豊田おいでん
まつりでおいでん大賞を２
連 覇 し た『侍 Souls』の 皆
さん。元気いっぱい踊って
いただき、自然とアンコー
ルの声が沸きおこり、最後
まで盛り上がりました。
予測していたよりも多くの方々に参加していた
だき、食べ物がすぐに売り切れてしまったり、駐
車場の案内が十分できなかったりしましたが、大
きな事故無く終われましたこと、携わっていただ
いた皆様に感謝し、心よりお礼申し上げます。

相生お客様駐車場をイベントスペースに、鯱
太鼓愛好会の息のあった迫力ある演舞ではじまり
ました。盆踊りは東楽会の皆さんを中心に利用者
や近所の方なども混じり
踊りました。
マジカルパフォーマー
タップリンさんは、子ど
も達にバルーンアートを
プ レ ゼ ン ト、Mr.ミ ル ク
ボーイさんの手品は、ご
利用者さんも参加して盛
り上がりました。スイカ

ひかりのさと案内図

ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です

詳細図
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