第１０２号

わ れ も こ う

（１）
第 102 号
2017 年 12 月 25 日発行

高槻ライフケア協会

題字

大坂 金山

さん

♪ 音楽を、仲間と共に、歌声にのせて
ヴォイストレーナー
地域交流センターあすなろの歌声喫
茶を担当しています。

木 村 真由美

らない範囲でテンポを落として、ゆったり
と歌うことに心掛けています。また、文字

小規模多機能型居宅介護あすなろの

を追う方がお好きな様子なら、違うページ

利用者さまと地域住民の皆さまが「共に

を開いて黙読されていても、そのまま見守

同じ場所で楽しむ」歌声喫茶は、珍しい

っています。私の方を見て歌って下さる

試みです。

方には、しばらく目を合わせて歌います。

運動機能・心身の状態が大きく違う方

(でも、えこひいきのないよう、時間配分を

が、共に過ごす空間は、これからの日本

考えて)当たり前のことではありますが、ち

の社会において、大切な時間になるので

ょっとした気持ちの持ちようが、心地よい

はと判断し、私にはかなりのチャレンジで

時間を過ごしていただけるように感じてい

ありますが、“歌声喫茶”講師をお引き受

ます。新しい方がいらしては、その方の個

けさせていただきました。

性を早々につかみ、毎回通って下さる方

一番に直面したのは、声の大きさの問

には、継続して声に張りや艶が出るように

題です。元気な方にとっては心地よい歌

引き込み、“様々な駆け引き”を試みなが

であっても、穏やかな時間を好まれる方

ら、私自身が楽しませてもらっています。

には大変な騒音です。小規模多機能型

今では、２年を越えてお付き合いさせて

居宅介護あすなろのフロアをお借りする

いただいています。

イベントだからこそ、個々への配慮が必要

♪私の日常を少しご紹介させていただき

となりました。例えば、静かに過ごしたい

ます。

方には、後ろの席に座っていただき、ゆっ

ハンドベル≪星の雫≫を 1996 年から主

くり歌いたい方が多い時には、酸欠にな

宰し、日本製ベルでブライダル業界に参
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入しました。2000 年にはイングリッシュハ

たのも大きな力となりました。自分の声を

ンドベルを導入し、当時は教会や学校関

聞く・自分に向き合う勇気やステージ製作

係にしか販売ルートがなく、すったもんだ

の楽しさを知りました。

の末、やっと購入できました。一人で演奏

次の転機は、2003 年頃。舞台の機会

するソロリンガーから 6 人まで、様々に形

が増えると、歌に合わせて使う声を変える

態を変えながら、独自の世界観を作り出

(自然に変わる？)ことに気がつきました。

します。コンセプトは“音のおもちゃ箱”。

イベントにお越しになる方が声をかけて下

ハンドベルは 6 種類、ピアノや歌なども織

さいます。「きれいな声に魅かれてやって

り交ぜます。いつでもどこでも気軽にベル

きました。高槻ジャズストリート」「 いろん

の音色を楽しんでもらいたい…という想い

な種類の声を使われるのね。 神戸野外

から、小人数でのアンサンブルという形を

ライブ」「 たくさんの演奏者が施設を訪

とっています。

れてくれる。その中で木村さんだけが、

ジャンルも多彩でクリスマス曲・古典曲

観客である施設の人と関わり合い、双

をはじめ、映画音楽、アニメ、日本民謡、

方向のイベントをしている。こういう

唱歌、Ｊ－ＰＯＰと幅広いレパートリーです。

取り組みをしてくれる人を待っていた。

真冬のクリスマスツリー点灯式は、波止

重度障がい者施設」そんな暖かい声を掛

場・真っ暗・強風の中、ＮＨＫ取材と珍し

けて下さるお客様に背中を押され、日々、

い経験もしました。“歌うハンドベル”と聞

前に進んでいます。

いた方に嬉しい称号をいただきました。人

表現力が増え、ジャンルを越えた世界

生に仲間と音楽を見つけました。

が広がる楽しさ、現在も成長できている嬉

♪専門としている歌の話です。何事にも

しさがあります。人と関わる仕事が大好き

不器用でまじめなだけが取り柄の私。歌

です。人との出会いが、今日までの私を

心にたどり着くのに、長い時間がかかりま

作って下さり、そしてこれからの私の行く

した。恩師が「自分の声と向き合う事」を

先を見せてくれているのだと感じます。

説いてくれました。1995 年に師に出会っ

一期一会、そんな言葉を胸に、これか

て 2 年でオペレッタ「ヘンデルとグレーテ

らどんな私に私自身が気づくのかとっても

ル」のヘンゼル役をオーディションで取れ

楽しみです。
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「裁判員裁判」について学ぶ
第５５回あんしんサロン

くらし創造の家 朋（とも）で毎月第２日

これまでに約 243 万人が裁判員候補

曜日の午後に行われている「あんしんサ

者に選ばれ、実際に選任されたのは、補

ロン」が去る 10 月 8 日で 55 回を迎えま

充裁判員を含めて約 78,000 人、裁判員

した。

裁判が行われた件数は約 12,000 件だっ

当日は、「裁判官裁判って何？どんな

たとのことです。

仕組み？～私も指名される？」のテーマ

実際に裁判員を経験した人の多くが

で如月オフィス代表の川畑恵子さんにお

「良い経験だった」との感想を持たれたよ

話しいただきました。

うですが、一方で、休暇制度の未整備や

川畑さんは、裁判官制度がスタートした

会社や周囲の無理解、地方在住者でや

2009 年に自らが裁判員候補に選ばれた

むを得ず宿泊をした場合にも交通費しか

ことからこの制度のことについて考え始め、

出せないなどの課題も指摘されていまし

以来この制度の意味や現状、課題等に

た。

ついて啓発活動をおこなっておられます。
この制度は、「裁判の内容や手続きに

初めて聞くさまざまな話しに質問も多く
出され、充実した一時でした。

国民の良識が反映されること」を期待して
導入されたとのこと。
裁判員が担当する事案は刑事事件で、
なおかつ、殺人、強盗致死傷、現住建造
物等放火、危険運転致死等の重大犯罪

年明け１月のサロンは 14 日(日)

です。

に、くらし創造の家 朋(とも)利用

裁判員候補者は衆議院選挙の選挙人

者ご家族の岸根ゆり子さんに、小

名簿からクジで選ばれ（確率は約

学校での作文指導の体験を通して

0.01％）、さらにその中から実際の裁判に

「ユーモアと笑顔がいっぱいの子

ついての裁判員候補が選ばれ（1 裁判に

どもの詩(うた)から元気を貰いませ

つき 30 人程度）、最終的に 6 人の裁判

んか」とのテーマでお話しいただく

員が選ばれるとのこと。

予定です。
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事業所だより
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通所介護

今年もデイサービスでは、10 月に恒例

な。」と車の中から、右を向いたり左を向

の三島江の「コスモスロード」へ行きまし

いたり大忙しでした。日常を忘れて美景

た。紫や白、ピンクなどのコスモスが色

を楽しまれました。高槻には、近郊に美

鮮やかに辺り一面を染めていました。K

しい風景がたくさんあるのを改めて感じ

さんは「毎年見るけど何回見ても綺麗や

ました。12 月はクリスマス会、そば打ちを

なぁ。来年も連れて来てや。」と嬉しそう

予定しています。これからも皆さんが楽

に話していました。11 月は摂津峡へドラ

しめるレクリエーションを企画していきま

イブ。紅葉に染まるもみじのトンネル。T

す。

さんは「あっちもこっちも真っ赤っかや

くらし創造の家 朋（とも） 生活介護
お決まりの散歩コースに雑貨屋さんが

になりました。普段あまり手作業をしない

あります。そのお店の方が『ハーバリウム

方も一生懸命取り組んで素敵な作品がで

アート』というドライフラワー等をオイルで

き、大変好評でした。また、お店の方も利

瓶詰めにした観賞用植物標本を作る教

用者さんと交流でき、とても勉強になった

室をやっておられ、ある日お店をのぞい

と喜んでもらえました。良い地域交流がで

た利用者の M さんと H さんは、「私も見

きました！！

せて、見せて！」と興味深々。早速、お願
いして生活介護でも実施していただくこと
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くらし創造の家 朋（とも） 小規模多機能型居宅介護
くらし創造の家 朋（とも）ができて 11 年

競争と言うよりパンを食べる方が楽しみで、

になりますが、最初から利用されている K

皆さん手づかみで取るとすぐ食べたいよう

さんは今年で 96 才。とってもお元気です。

です。96 歳の K さんも 「美味しそうなア

秋になると毎年恒例の運動会を行ないま

ンパンやな。」と目を光らせて言われてい

した。赤と白に分かれ、玉入れではいつも

ます。おやつにアンパンを食べ、皆さんも

おとなしい I さんが籠にめがけて「エイ」と

やっと満足そうです。

玉を投げるとスタッフに見事命中。笑いが
起きる瞬間です。パン食い競争は毎年、

来年も、皆さんの笑顔がたくさん見られ
るよう職員も笑顔で頑張ります。

あすなろ

小規模多機能型居宅介護

先日、レクリエーションとしてお寿司を食

て食後、女子チームは「甘い物は別腹よ

べに出かけました。普段、外食する機会が

ね。」と、プリンやパフェを注文していまし

少ない利用者様が多く、このレクリエーショ

た。

ンをとても楽しみにされています。

食通の S さんが「ここは味よし！ネタよ

店内に入るとレ－ンで回っているいろい

し！すべてよしや！」と、名言が飛び出し

ろなお寿司を見て「わぁいっぱいやな。何

ました。「そうだね。」と言いながら「次は中

を食べよう。」と話し、大きいネタに皆さん

華？」「いやいや和食を食べにいきたい

驚いていました。S さんは最後に大好きな

ね。」と賑やかに話がはずむ帰り道でし

茶碗蒸しを注文し、これが思ったより大きく

た。

て「あ～お腹いっぱい！」と大満足。そし

訪問介護
ご兄弟で暮らす N さん宅。お兄様は寡

いるようですが、時にはケンカも。ケアワー

黙で物静か。弟様は明るく快活。対照的

カーが訪問した時に、険悪な空気が漂よ

なお二人です。

っていることがあります。そんな時も、私た

弟「一人暮らしをしようかなぁ。そうすると

ちがお伺いしたことで、空気がフッと和み

兄さんが困るやろうなぁ。」

ます。私たちの訪問は、家事援助だけで

兄（ボソッと）「そんなことはない。一人のほ

はなく、仲直りのきっかけを作る効果もあ

うがラク。」

るようです。

お互い役割分担しながらうまく暮らして
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秋のバス旅行
灘の酒蔵・神戸南京街
バスツアーには最高の秋日和でした。

丸岡トシミ

も美味しく、残さず全部いただきました。

集まった皆さんは、挨拶を交わして出

次の神戸南京街は、大勢の観光客の

発。「夕べは眠れなかった。」「私も寝ら

中を圧倒されながらも、一緒に散策した

れなかった。」と子どものようにワクワクし

T さんは大好きなイチゴのシャーベット

て興奮気味のご様子でした。幾つにな

をペロリと食べ、とても満足しておられま

ってもお出かけは楽しみなんだなぁと感

した。

じ、皆さんの弾ずむ会話に笑顔がこぼ
れていました。

ゆとりある行程で慌てず移動見学が
でき、ほっこりした満足感が得られまし

歴史を感じさせる菊正宗の酒蔵を見

た。バスの中は懐かしのメロデイーを皆

学し、桜正宗記念館でおいしい懐石料

さんで歌い、大盛況でした。お酒に弱

理の昼食に舌鼓を打ちました。目で楽

い私ですが、辛口の日本酒を飲んでみ

しみ、舌で味わいアツアツの紙鍋はとて

たくなりました。

お知らせ

第 11 回

朋(とも)春の交流会

恒例のバザーやつきたてのお餅、マグネットや指編み、テッシュケースなど、子どもと大
人が一緒に楽しめる手作りコーナーがあります。好評の煎れたてコーヒーもあります。 是
非お立ち寄り下さい。お待ちしています。

2018 年 3 月 28 日（水）10：00～15：00

くらし創造の家 朋（とも）
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サービス提供実績報告

（７）
(2017 年 9 月～11 月)

◇社会福祉法人
≪訪問介護≫
利用件数
2,688
利用時間
2,025.96
生活援助
1,173.72
身体介護
852.24
≪介護予防訪問介護≫
利用件数
917
利用時間
867.25

件
時間
時間
時間
件
時間

≪ケアワーカー派遣サービス≫
利用件数
467
利用時間
416.5
家事援助
315.5
身辺ケア
38.5
社会的援助
62.5

件
時間
時間
時間
時間

◇特定非営利活動法人
≪福祉移送サービス≫
利用件数
利用時間
利用距離

63
4,335
1,293

≪障害福祉・居宅介護≫
利用件数
3,221
利用時間
3,224.00
家事援助
1,527.25
身体介護
1,511.25
通院介助
185.50

件
時間
時間
時間
時間

≪重度訪問介護≫
利用件数
利用時間

226
400.5

件
時間

≪同行援護≫
利用件数
利用時間

404
901.5

件
時間

≪移動支援≫
利用件数
利用時間

569
1,778.5

件
時間

件
分
ｋｍ

物品販売にご協力ください
□コーヒー（豆、挽）
焙煎工房タイムリーの特別焙煎豆
1 ㎏：1,700 円 500ｇ：850 円
□泉州わかめ
100％大阪湾泉州ワカメを使用した
こだわりのワカメです。
塩わかめ 130ｇ：300 円
茎わかめの佃煮 130ｇ：300 円
□りんごジュース
長野県の岩下りんご園
1 箱 6 本入り 4,500 円

□島原手延べ素麺 眉山の糸
長崎県島原市の白山製麺製です。
1 ㎏～5 ㎏ ： 1,200 円～5,300 円
＊高槻市、茨木市、島本町､枚方市は
送料無料（その他の地域は実費）

□おとひめこんぶ
南北海道椴法華村の黒口浜一帯で
育成された真昆布一年物です。
1 袋：500 円
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年末年始のお休みのお知らせ
◇居宅介護支援

12 月 31 日(日)～1 月 3 日(水)

◇通所介護

12 月 31 日(日)～1 月 2 日(火)

◇生活介護

12 月 31 日(日)～1 月 3 日(水)

◇事務所

12 月 30 日(土)～1 月 3 日(水)

※ 訪問介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護、移動支援、
ケアワーカー派遣サービスは変わりなく活動しています。

ご協力に感謝します（敬称略・順不同）2017 年 9 月 21 日～12 月 15 日
＜社会福祉法人＞
◇寄附金

2017 年度累計 3,193,000 円

小林フジ子、高島一俊、北畑弘一、高槻ライフケア協会後援会、小谷啓二、小谷泰子、
小谷陽子、松野佳三。
◇寄贈
長谷川ゆり、堀口節子、井上吉弘、藤森善重、(株)トップコーポレーション。
◎社会福祉法人高槻ライフケア協会への寄附金は、確定申告の際、税額控除制
度の適用を受けることができます
＜ＮＰＯ法人＞
◇後援会費

2017 年度累計 306,000 円

田口容子、中城幸野、井上 博。
◇寄附金

2017 年度累計 57,300 円

中島 脩、深尾政子。

【編集後記】
もうすぐお正月ですね。“お正月”と聞いて、皆さんのお楽しみは何でしょうか。おせち料理、
初詣、家族団欒、それとも海外旅行でしょうか。駅伝の応援もいいですね。元旦の社会人駅
伝、二日、三日の箱根駅伝、若い力、頑張る力、チームワーク力って素敵ですね。見ていて
元気をもらいます。どうぞよいお年をお迎えください。(H)
社会福祉法人高槻ライフケア協会
〒569－0806

高槻市明田町 5－7

TEL（０７２）６８３－４９４５

特定非営利活動法人高槻ライフケア協会
〒569－0802

高槻市北園町 4－19

TEL（０７２）６８２－４１１９

