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題字  西城 利子 さん  

 

 

「ああ、楽になったで」その一言を楽しみに 

あん摩マッサージ指圧師  乾  好孝 

 

●自己紹介をお願いします。 

高槻生まれで、中学校から今でいう大阪北視

覚支援学校（大阪市東淀川区）に通い、そこ

で 20 歳の時、あん摩マッサージ指圧師の免

許を取り、その後２年間は堺市の整形外科に

勤めました。それから２年間は個人の針灸院

に勤め、その半年後に今の高槻市松原町に開

院して 45 年です。2001 年 7 月に高槻ライ

フケア協会の通所介護に来るようになって

18 年と４か月。最初は困った時には妻にも

来てもらいました。 

●高齢者のマッサージをしていて嬉しかっ

た事はなにですか？ 

その人の苦痛を解消できた時で、ぎっくり腰

や寝違いで、痛みに耐えながら這いずり回っ

て来られた方が、歩いて帰られた時は感動で

す。それがいちばんの「やったー！」という

感じです。それと、お腹の調子が悪く、下痢

止めや整腸剤を飲んでも治らない人が来ら

れて、それが一発で止まることです。 

●それはマッサージでわかるのですか？ 

症状を聞くと腰が硬くお腹が緊張している 

 

 

状態で、その緊張を緩めると治ります。病院

に行って下痢止めを飲んでも治らなかった

人がピタッと止まります。下痢や便秘、機能

の後進や低下でも、施術すると治るのです。

浮腫みやほてりは治療すれば、翌日にはシャ

ンとします。昔は、顔面神経麻痺は針治療で

２週間程かかりましたが、今だったら頸椎に

注射をします。お腹の調子や足がだるいとい

う症状は針でないと治らないです。痺れなど

はなかなかとれませんが、マッサージのほう

がよいです。他によくあるのは五十肩で１か

月ほどかかります。 

●若い人と高齢者の治療はどのような違

いがありますか？ 

体力のある人は早く治ります。治すのはご

自身の体力です。回復力を助けるよう施術

をしますが、体力のない人は治るまでに時

間がかかります。要は、血行をよくして排

泄もよくすると健康になります。 

●腰痛の人に、先生はお尻をマッサージし

ますよね？ 

腰痛といっても、筋肉が痛いのか、筋が痛 
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いのか、骨が痛いのか、どこからの痛みな

のかがあります。私の治療範囲は、筋肉の

拘縮や硬くなったところ、筋を痛めたとこ

ろで、回復具合によってマッサージをする

か針をするかが決まります。狭窄のため足

が痺れている人は治りません。よく効くの

は頭痛です。特に女性の頭痛です。それも

血管性頭痛は難しいですが、筋肉性の頭痛

は治ります。硬くなった頭皮は柔らかくな

ります。夕方、目がかすむような場合は代

謝をよくすればすぐにシャンとします。針

かマッサージかは程度によって違います。

針治療は金属なので、アレルギーの人は治

療できないことがあります。症状によって

針かマッサージかを決めますが「こちらの

治療の方が早く治りますよ。」と承諾を得

てから行います。患者さんから「針をして

ほしい。」と要望があっても、アレルギー

などの話をして決めます。今はアレルギー

症状がある人が多いために針治療をでき

る人は少ないです。 

●高齢者は体のどこが一番痛いと言われ

ますか？ 

手足かな。腰は季節の変わりめに多いです。

腰痛の人は特に胃腸の弱い人が多いです。

お腹が張って、便秘か下痢で困ったら腰が

硬くなっているので、ほぐすと元気な人な

らすぐによくなります。 

●高齢者は歩行自体が課題になってきま

すよね。 

人間は足から弱ってきますから、足が弱る

と腰が張ります。腰が弱ると足がねじれて

きて、立った時に体が傾きます。そうなる

と首や肩に障害が出てくるのです。 

●マッサージ療法とはどのようものです

か？ 

健康とはどのような体の状態を言うのか

をご存じですか。よく眠れること、食べ

ること、スムーズなお通じが毎日あるこ

とです。人は皆、必ず老いがやってきま

す。そこで、弱った部分にマッサージを

し、体を若返らせ、元気を取り戻させる

ことです。デイサービスにおいて、一日

一回のマッサージの時間は短くても繰り

返し行うことにより、少しずつ元気にな

ります。マッサージを長時間するとかえ

って症状が悪くなることがあります。利

用者の一人ひとりが、楽に快適に過ごせ

ますよう願っています。マッサージ療法

とはどのようなものかと言いますと、皮

膚を介して血液、リンパの流れをよくし

疲労回復を助けるものです。健康になる

ための一つの療法です。自分に合った療

法を続けることが大切です。 
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あすなろ地域交流センター 

★映画会「ねことじいちゃん」 

あすなろ映画会は３度目になりまし

た。今回はリクエストもあり、写真家

の岩合光昭さんが初めて監督した映画

「ねことじいちゃん」の上映会を企画

しました。『猫が大好き！』というあ

すなろの利用者さんを対象に、午前中

上映会をし、地域交流センターの事業

として、再度午後からも上映会を実施

しました。さりげない日常の中で猫と

じいちゃんを含む、町の人々の暖かい

人間関係が心に温かく届きました。こ

の日のためにスタッフはロールケーキ

に挑戦して何とか成功！映画の後のお

茶会は皆様に喜んでいただけました。 

 

 

 
   ＊手作りのロールケーキでお茶会 

★「カレンダーづくり教室」 

 「たかが？されど」のカレンダーづくり。

地域交流センターあすなろが、開設当初か

ら取りくんできた「アートカルチャーケア」

の理念でのワークショップとして位置づ

けています。 

 「手指の動作で、脳の活性化コミュニケ

ーションを育み、心を豊かに！」の実践と

して、当センターのプログラムに活かされ

ています。40 種類にものぼる手指の動作

を行い、しかも愉しみながら取りくめて、

脳を活性化させ、感性を高め、心を豊かに

することをめざします。 

 

＊皆でできることを担当します。 

葉っぱ、ミノムシづくり 
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 事業所 

  だより  

小規模多機能型居宅介護 あすなろ 

 あすなろでは、この一年、さまざまな分

野のボランティアの方々に来ていただき

ました。毎週来て下さる方は、利用者さん

と顔なじみになり、ゲームをしたり、散歩

や体操、時には悩み相談に乗ったりと活発

な関りをしています。また、素敵なフラダ

ンスチーム来訪時は、利用者さんも見よう

見まねで体が横にゆらゆらユラユラ・・・

と踊っていました。南京玉すだれの披露時

は拍手喝采で皆さん大興奮でした。動物好

きのＴさんは、フレンドドッグのミート君、

プラムちゃんの来訪を毎回楽しみにして

おり、「また大きくなったんちゃう？かわ

いいなあ。」と目を輝かせて触れ合ってい

ます。Ａさんもあすなろ内を、リードをも

ってお散歩しています。11 月には 2～4 歳

のパレット（プレ幼稚園）の子どもたちが

来て、皆さんにイチョウの葉のプレゼント。

その後はお遊戯を披露。「かわいいね。若

返りそう。」と子どもたちとの交流を楽し

みました。いろんな方々の出会いを大切に、

来年もボランティアの方々と一緒に楽し

く過ごせたらと思っています。 

                          

 

 

 

 

訪問介護 

Ｙさんは身体が不自由ながらも自宅で一

人暮らしです。孫の手を使って更衣をし、ド

アノブや冷蔵庫の取っ手に紐をつけて、それ

を持って開閉しています。その様々な工夫に

感心します。寝転がって腹筋を使って起き上

がっていますが「これができなくなったら施

設に入らないとだめだわぁ。」と言いながら

も、見事に起き上がる姿に「すごいな！」と

思いながらいつも見守っています。訪問し、

Ｙさんの「おはようございます」のその声の

トーンで体調がある程度わかるようになり

ました。“今日は体調がよさそうだな”“いつ

もと違ってなんか声に元気がないな”と。 

身体が不自由でも前向きに生活している

Yさんには頭が下がる思いです。そんなYさ

んが笑顔でデイへ出かけられる姿を見て、

“人は年齢に関係なく、気持ちの持ちようで

毎日を楽しく暮らせるのだ”と気づかされ、

いつも私たちが元気をいただいています。         

（T）
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くらし創造の家 朋(とも)  

生活介護・小規模多機能型居宅介護 
 

くらし創造の家 朋(とも)では、11月

に 1階の生活介護と２階の小規模多機能

型居宅介護の利用者さんと合同で運動会

を行いました。まずは恒例の選手宣誓！

生活介護からはＵさんが、はきはきとし

た選手宣誓を行い、２階からは急遽Ｗさ

んが、これまた元気な選手宣誓で一気に

運動会モードに突入しました！まずは借

り物競争です。支援員と一緒に札を取

り、札に書いてある物品を探して司会者

の所まで持って行きます‼「○○さんこれ

違う～‼」「え～違うの～?」というやりと

りがさらに雰囲気を盛り上げ、皆さんと

ってもよい笑顔でした。玉入れは団体戦

で、利用者さんは真剣なまなざしになり

ます。普段は大人しい印象のＷさん、実

は負けん気が強く、しっかり体を動かし

ていくつも玉を投げていました。Ｓさん

もいざ勝負が始まると、普段は見せない

やる気でどんどん玉を投げていました。

いつもソフトな面持ちのＮさんに「Ｎさ

んもっと玉を投げて！」と声をかける

と、ニコニコ笑いながら玉を投げていま

した。K さんは「久しぶりやけど、とても

楽しいわ。」と喜んでいました。いよいよ

最後は恒例のパン食い競争です。このプ

ログラムが皆さん大好きです。すごい形

相になりながらも、しっかり口でパンの

袋をひっぱり取っていました。Ｋさん

は、自分が取ったアンパンを早速開けて食

べ始め、暖かい笑いに包まれました。競技

が終わりいよいよ結果発表！今回は…引

き分けでした。熱戦が終わり皆さんはと

ても清々しい表情でした。無事、運動会

は終了しました。「来年は負けないぞ！」   

                  

通所介護 

11 月の天気の良い日に、利用者の皆さん

とドライブに行きました。摂津峡の紅葉はそ

ろそろ色づき始め、景色を観て「わぁきれい

な～。」「まだちょっと早いかな。」とそれぞ

れの感想を口にし、車内はとても賑やかです。

この日の心象を壁画づくりで表現しました。

飾りの台紙に色紙をちぎって貼ります。ちょ

うど秋の落ち葉の景色です。皆さん、お喋り

をしながら楽しんで作っています。できあが

った壁画を壁に飾り付けると「わぁ、え～な

ぁ。」「そこは私が貼ったんや。」「できあがっ

たらキレイやな。」と皆さんが作ったオリジ

ナル作品です。創作活動を通して季節の移り

変わりを楽しんでいます。 



 
 

6 

 

たかつき に参加！ 
 

高槻市介護保険事業者協議会主催の 

たかつき介護のおしごとフェスタが、 

11 月 9 日(土)高槻市市役所総合センタ  

ー１階展示ホールで行われました。 

介護のお仕事相談コーナーやミニ講座   

「ワークバランス『私らしく働く』」 

「女性のキャリアアップ体験」などが 

あり、介護に携わるすべての人と介護  

の仕事を志す人を応援するイベントで 

す。11 法人がブース出展し、高槻ライ  

フケア協会も参加しました。 

 

高槻ライフケア協会のブースには 9 名の来場  

者がありました。「どのような働き方があるので  

すか。」「介護の経験はないのですが、働けます 

か。」「介護職って具体的にどのようなことをす 

るのですか。」など、様々な質問を受けました。 

介護という仕事に興味のある方、 

是非、一度、   

見学にお越しください。 

 

 

 

 

    お餅つき＆ミニフリマ 

12 月 28 日(土)１０：００～１２：００ 

高槻町研修室うらら(高槻町７－５) 

 

高槻町研修室うららでお餅つきとミニフリーマーケットを開催します。 

皆さんお越しくださいね！ 
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サービス提供実績報告 (2019年 9月～11月) 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇特定非営利活動法人 

 

 

           

 

  

年末年始休業のお知らせ 
 

◇居宅介護支援 12 月 31 日～1 月 3 日 

◇通所介護   12 月 31 日～1 月 2 日 

◇生活介護   12 月 31 日～1 月 3 日 

◇事務所    12 月 28 日～1 月 5 日 

 

＊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。 

 

≪福祉移送サービス≫ 

利用件数 54 件 

利用時間 1,456 分 

利用距離 666 ｋｍ 

◇社会福祉法人 

≪訪問介護≫ 

利用件数 2,645 件 

利用時間 2007.10 時間 

生活援助 741.98 時間 

身体介護 1265.12 時間 

≪介護予防訪問介護≫ 

利用件数 711 件 

利用時間 658.86 時間 

 

 

 

≪ケアワーカー派遣サービス≫ 

利用件数 264.5 件 

利用時間 264.50 時間 

家事援助 210.50 時間 

身辺ケア 27.50 時間 

社会的援助 26.50 時間 

 

 

≪障害福祉・居宅介護≫ 

利用件数 2,353 件 

利用時間 2357.00 時間 

家事援助 1141.00 時間 

身体介護 1089.25 時間 

通院介助 126.75 時間 

≪重度訪問介護≫ 

利用件数 132 件 

利用時間 239.50 時間 

≪同行援護≫ 

利用件数 373 件 

利用時間 1123.00 時間 

≪移動支援≫ 

利用件数 587 件 

利用時間 1903.00 時間 
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    ご協力に感謝します（敬称略・順不同）2019年 9月 16日～12月 20日 

＜社会福祉法人＞  

□寄附金 累計 233,000 円 山本一生、柗上利男、服部章子、小谷啓二。 

□寄 贈 高津勝美、桑原輝美。 

＜ＮＰＯ法人＞ 

 □後援会費 累計 228,000 円 

  有川洋太郎、竹保モモヱ。 

□寄附金 累計 49,720 円  

深尾政子。 

♤物品販売にご協力ください 

     コーヒー(豆、挽)               おとひめこんぶ(真昆布一年物) 

   １㎏：1,700 円 500ｇ：850 円     南北海道椴法華村から。1 袋：550 円 

     泉州わかめ(大阪湾泉州ワカメ)       きざみ昆布(Ａ4 サイズ)  1 枚：550 円 

   塩わかめ 130ｇ：300 円               島原手延べ素麺 眉山の糸 

   茎わかめ 130ｇ：300 円         1 ㎏～5 ㎏：1,200 円～5,300 円 

   たこ飯の素 2 合用；450 円          ＊高槻市、島本町は送料無料。 

           

編集後記   

高槻ライフケア協会の介護職として働

き始めて 10 年が経ちました。子育てをし

ながらの 10 年はあっという間でした。1

歳の頃から時々一緒に出勤している子ど

もはもう 12 歳。「あの頃はまだハイハイし

てたのにね。」「元気に学校行ってる？」と

孫のようにいつも声をかけてくれる利用

者さん。親子で皆さんに育ててもらってい

ると感じる日々です。子どもにとっても、

おばあちゃんの家に帰ってきたような気

分にさせてくれるこの場所に感謝し、令和

の年も頑張ります。              (Ａ)

  

 

社会福祉法人高槻ライフケア協会  特定非営利活動法人高槻ライフケア協会 

〒569－0806 高槻市明田町 5-7     〒569－0802 高槻市北園町 4-19 

TEL(072)683-4945          TEL(072)682-4119  

http：//tlca.info/ 

 


