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題字  細川 久子 さん 

     

訪問美容を通じ ご縁に感謝 

訪問美容師 濵口 法子 

 

私は高校生の時から美容室でアルバイ

トを始め、同時に通信教育で美容学校に通

い美容師の資格を取得しました。私が中学

生の時に担当してくれた美容師さんは、男

性でとてもかっこよく、カットをしながら

上手なおしゃべりで私をとても楽しい雰

囲気で包んでくれました。その美容院に行

くのが楽しくて「こんな美容師さんになり

たいなぁ。」と、憧れてこの道を選びまし

た。 

そして 20年近く、子育てをしながら、

子育てに合った環境で何軒かの美容室で

勤めてきました。ある時、母親が「訪問美

容という仕事があるらしい」と私に教えて

くれました。そのことにとても興味を持ち、

訪問美容の世界に飛び込みました。あらゆ

るノウハウを学ぼうと、初めは訪問美容専

門の会社に勤めました。そして訪問美容の

初仕事！研修で学んだはずですが、実践す

るのはとても難しいものでした。 

この訪問美容の仕事を始めてすぐに大

きな失敗をしました。ある高齢者施設で女 

 

性のお客様を担当することになり、ご希望

の髪型をお聞きしたところ、“すそ周りは

バリカンで刈り上げて上の方も短めのベ

リーショートで”との希望で「今の髪型よ

りかなり短くなりますがよろしいです

か？」とお聞きしたら、「昔は男性みたい

に短くしていたのよ！」とおっしゃいまし

た。ご希望どおり切り終えた後、その女性

は「スッキリした！」と言われ、施設スタ

ッフ様に終わったことを伝えました。その

スタッフ様がお客様の姿を見た途端、顔が

青ざめていくのがわかりました。ここで私

がした失敗は、美容室では当たり前である

お客様との一対一のカウンセリングをし

てしまったことです。つまり、今ある髪型

より大きく変化する要望があった場合に、

お客様がお一人で判断していいかわから

ない時は、まず施設スタッフ様に相談し、

それでも判断しかねる場合はご家族にも

お聞きする、という段階を踏まなければい

けなかったのです。お客様の短くなりすぎ

た髪のことを、ご家族にお伝えしていただ
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かなければいけない施設スタッフ様、相談

もなくお母様の髪を短く切られてしまっ

たご家族、そして私の判断ミスで髪が短く

なってしまったお客様に申し訳ない気持

ちで、涙しました。 

また、髪を切られる不安から暴れたり、

噛んだり、物を投げる人もいらっしゃいま

す。事前に散髪すること、そのためにタオ

ルやクロスをかけることをゆっくり丁寧

にお伝えすることで納得してくださる場

合もありますが、どうしても拒否されてし

まう時もあり、自分の力不足を感じます。

その他にも妊婦さん、怪我をしている方、

認知症の方、難病の方、気管切開や酸素チ

ューブをしている方、寝たきりの方、意識

のない方、余命わずかでこれが最後の散髪

になるであろうという方。余命わずかだと

おっしゃる方にどうお声かけしたらいい

のかわからず、(励ますなんて大それたこ

とはできないとわかっていますが)何も答

えられないまま散髪が終わってしまい、綺

麗になっていただきたい気持ちだけでは

だめなのだと、いろいろな思いが私の中で

あふれ、気持ちが処理しきれませんでした。

でも「さっぱりした！ありがとう」と笑顔

を下さる姿に、私が励まされることもあり

ました。 

また、悲しいこともありました。私が独

立してからも応援してくださった独居の

方の突然の死。月 3 回予約をしてくださ

る、おしゃれでパソコンが得意な 94歳女

性でした。息子さんからの訃報を受け、数

日前にお会いしたので頭が真っ白になり、

涙したこともありました。 

たくさんの方と出会い、お客様の大切な

人生の一部に関わらせていただくことの

重大さを身にしみて感じています。 

訪問する施設によっては、居室に伺い施

術する場合もあります。歩行が困難で、ベ

ッドでお休みの方もおられ施設のスタッ

フ様にベッドから車椅子への移乗介助を

お願いします。その際、私が移乗のお手伝

いができればと考え、介護の資格を取りた

いと思い始めた頃、介護職の友人から高槻

ライフケア協会主催の介護職員初任者研

修のパンフレットを受け取りました。私は

「これはチャンスだ！やってみよう！」と

受講し、私が目的としていた移乗方法など

介護におけるさまざまなことを学びまし

た。介護技術は今も学んでいます。 

訪問美容は、自由に理美容室に行けない

方へのカット・パーマ・毛染め等をご提供

するサービスです。「なかなか外に出られ

ないから来てもらえて嬉しい。」と、とて

も素敵な笑顔に日々パワーをいただいて

います。 

訪問美容を始めて 7年余り、まだまだ未

熟ですが、もっと快適にご利用いただきお

客様に寄り添えるよう多くの経験を積み、

コミュニケーション技術を高めていきた

いです。 
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通所介護(デイサービス)休止のお知らせ 

 

この度、諸般の事情により、デイサービスは２０２０年１２月３１日をもって一旦休止することとな

りました。今までご利用いただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。休止に

伴い、ご利用者様やご家族様、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることを深くお詫び

申し上げます。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

尚、今後、捲土重来を期し、事業再開の目途がついた暁には、関係者の皆様にお知らせい

たしますので、これまでと変わらぬご協力・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

地域交流センターあすなろ 

 クラウドファンディングの御礼 

 

「地域交流センターあすなろ」は開設から 

５年。当初手探りで始めた「高齢者の居場所

づくり」でしたが、本当にありがたいことに地

域の皆様に受け入れていただき、信頼を寄

せていただきながら事業を展開してきました。 

昨年は各事業に延べ 2200 人の方の参加

をいただき、その成果を実感したところでした。

しかし、コロナ禍ですべての事業を中止せざ

るを得ませんでした。事業はいずれも低価格

で行ってきましたが、それでも多少の家賃補

助や光熱費などに充当させていただくことが

できましたが、このままでは地域交流センタ

ーの存続も厳しいと思っている中、「クラウド

ファンディング」に出会い、挑戦を決意しまし

た。 

9 月 25 日から 35 日間の期間でしたが、

公開開始の 9 月 25 日の 10 時には本当に

緊張しました。「さあ、やるぞ！」と。そして毎

日進捗状況とにらめっこ！！ 

結果は、目標金額の 70 万円に対し、

135％の達成率となりました。フェイスブック

で「いいね」してくださった方、シェアで情報

を広げてくださった方をはじめ、趣旨にご賛

同いただき、ご寄付をいただいた方々に心か

ら感謝いたします。当初の目的に沿って有効

に活用させていただきます。 
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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
 

利用者さんの楽しみの一つに３時のおや

つがあります。ある日、冷蔵庫にソーセージ、

ネギ、紅ショウガを発見！たこ焼きならぬ“ソ

ーセージ焼き”を作ることになりました。元料

理教室の先生だった I さん指導の下、「小麦

粉、卵、もうちょっと水を入れて‥っと。」、生

地が完成。慎重派の O さんが「いくで～。」と

生地を流し、竹串片手に U さんは「よく昔は

つくったわ」と丸め、いやはや皆さん上手な 

 

 

 

手さばきで球形の良い形に。最後にソース、

青のりをふりかけ完成。 

「ソーセージでもいけるな。」「いや、やっぱり

タコやで。」などの感想もありましたが、皆さん

美味しく召し上がられました。まだまだ終息が

見えない新型コロナウイルスですが、今年一     

年に感謝して来年も 

皆さんで楽しく過ごせ

ますように。 

 

 

 

訪問介護 

「老いぬれど 凛と生きたし 梅真白」 
 

Kさんの詠んだ俳句集より、ご自身がお

気に入りの一句です。 

私の母と同じ年生まれ、夫に先立たれ

90 歳を越えてのお一人暮らし、俳句が趣

味等、母と共通点が多い Kさんです。 

訪問すると毎回、「あなたが来るのを待っ

ていたのよ。」と超ウエルカム状態で迎え

てくださいます。して欲しいこと、相談し

たいこと、家電や携帯電話の操作など箇条

書きに沢山メモをして、頼りにして待って

いてくださる利用者さんです。 

微力ながらお力になれること、必要とさ 

 

れることに、この仕事のやりがいを感じま

す。 

Kさんへの訪問時間には、生活の援助だ

けでなく、一人暮らしの寂しい気持ち、不

安な気持ちをしっかり受け止めて、そのグ

レーな気持ちを払拭できるよう丁寧なケ

アに努めていきたいと思っています。また、

Kさんには「散文」ではなく「俳句」の如

く、季節を感じリズムと 

彩りある気持ちを持って 

毎日を送っていただきた 

いと思います。  （H）
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くらし創造の家 朋(とも) 生活介護

気候も良くなった 10月はじめ、三箇牧のコ

スモスロードまでドライブに行きましたが、そ

の時は五分咲きでした。そこの近所のおじさ

んに「見頃は２週間後やで。」と教えてもらい、

２週間後に「さあリベンジだ！」と勇んで出か

けると、あたり一面、満開のコスモス畑でした。 

Y さんは自分から横歩きであぜ道を進み、

行き止まりで戻ってきて、すましていました。N

さんは午前中から楽しみにしていて、着くと

「きれいなあ。」と大きな声を上げていました

が、そのうち遠くに新幹線が通るのが見える

と「ひかり号や！」とそっちが気になるようでし

た。S さんは写真を撮るのにポーズをとり、に

っこり。 

静かにコスモス畑を眺めながら日向ぼっこを

楽しんでいる K さん、朋に帰ってから「よかっ

た。」と感想を言ってくれる H さんなど、それ

ぞれのコスモス花見を楽しみました。 

     

 くらし創造の家 朋(とも) 小規模多機能型居宅介護

12 月に入り、クリスマスツリー作りを

しました。緑の画用紙を三角に切り、幹の

部分は茶色い画用紙でツリーが完成！飾

りは利用者皆さんにお願いしました。手先

が器用なＳさんは「何がええかなぁ。こっ

ちの方がツリーらしいかな。」と言いなが

ら、星の折り紙や丸い色とりどりのシール

を貼ってとっても素敵なクリスマスツリ

ーが完成しました。左利きのＭさんは、右

利き用のハサミが使いにくいかな、と思っ

ていたスタッフが「使いにくくないです

か？」と聞くと「分からん。」と心配をよ

そに上手なハサミ使いを見せて下さいま

した。 

通所介護 

今年も残りわずかとなりました。新型コ

ロナウイルス感染に気をつけながらの一 

年となりました。このような状況の中でも、

ソーシャルディスタンスに気をつけなが

ら、皆さんで行うレクリエーションを実施

しています。テーブル上でのミニボウリン

グ、お手玉をバスケットゴールに投げるお

手玉投げなど、体を使ったゲームです。 

 「わあー、すごいすごい。」「頑張れ！」 

 

 

 

と手を叩いて他の利用者さんを応援し、こ

の時ばかりはコロナ禍のことを忘れて、満

面の笑顔で楽しんでいました。笑うことは

とても大切ですね。皆さん休むことなく健

康に過ごされています。誰一人病気にかか

らず、無事に過ごせてほっとしています。

早くコロナ禍が終息し、穏やかな日々を取

り戻すことを願っています。
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同行援護従業者養成研修実施報告 

           ▽一般課程 １２月１日(火)・２日(水)・３日(木) 

           ▽応用課程 １２月８日(火)・９日(水) 

 

新型コロナウイルスの影響で５月の開催は見送りましたが、ご要望をたくさんいただき１２月に

実施しました。応用課程では、高槻市営バスさん、阪急電鉄(株)さんのご協力を得、車両の乗

降練習や階段の上り下りなど実践的な演習に臨み、１８名の受講生が修了しました。 

                          〈受講者の感想〉 

                          ・アイマスクをつけ視覚障がいの体験をしましたが、この 

体験を肝に銘じ、仕事をしたいと考えています。 

                          ・ハンディキャップと思わない生活を送ってもらうため

に、黒子に徹して、必要なことを情報提供しがんばっ

ていきたいです。 

                          ・勉強した基本の誘導動作を忘れずに、来週から実践

に入っていきます。ありがとうございました。 

 
 

A E D 研 修 
 

くらし創造の家 朋(とも)には、AED(自動除細動器)を設置しています。AED の手順を忘れな

いためにも、職員が定期的に研修を実施しています。研修は演習形式で、ＡＥＤトレーナーで

実際に胸骨圧迫をします。救急隊員がくるまで継続しなければなりません。「結構、たいへんや

なぁ。交代要員がいないとしんどい。」「体重をかけないと胸骨圧迫にならないね。」とお互いに

感想を言い合いながら、手順を再確認しました。

 

年末年始休業のお知らせ 
  

◇居宅介護支援 12月 30日～1月 3日 

◇生活介護   12月 30日～1月 3日 

◇事務所    12月 30日～1月 3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。 
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サービス提供実績報告 (2020年 9月～11月)  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇特定非営利活動法人 

 

 

  

 

♠おいしいもの揃いです！ぜひご注文下さい！      

    リンゴ(サンふじ)  

                        長野県岩下りんご園直送  

                        ５㎏３L ４,８00 円(送料込み) 

５㎏徳用サイズ 4,000 円(送料込み) 

 

 

    茎わかめ佃煮     たこ飯の素      塩わかめ        コーヒー(豆、挽) 

 130ｇ300 円  2 合用 450 円   130ｇ300 円   500ｇ860 円 

≪福祉移送サービス≫ 

利用件数 30 件 

利用時間 954 分 

利用距離 397 ｋｍ 

◇社会福祉法人 

≪訪問介護≫ 

利用件数 3,078 件 

利用時間 2376.00 時間 

生活援助 854.11 時間 

身体介護 1521.89 時間 

≪介護予防訪問介護≫ 

利用件数 668 件 

利用時間 605.83 時間 

 

 

 

≪ケアワーカー派遣サービス≫ 

利用件数 334 件 

利用時間 284.50 時間 

家事援助 225.50 時間 

身辺ケア 52.50 時間 

社会的援助 6.50 時間 

 

 

≪障害福祉・居宅介護≫ 

利用件数 3,108 件 

利用時間 3053.25 時間 

家事援助 1453.25 時間 

身体介護 1404.00 時間 

通院介助 196.00 時間 

≪重度訪問介護≫ 

利用件数 108 件 

利用時間 195.00 時間 

≪同行援護≫ 

利用件数 389 件 

利用時間 1047.75 時間 

≪移動支援≫ 

利用件数 559 件 

利用時間 1565.00 時間 
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    ご協力に感謝します（敬称略・順不同）         2020年 9月 15日～12月 15日 

＜社会福祉法人＞  

□寄附金 累計 1,562,000円  

柗上利男、三俣玲子、池本律子、森本美奈子、三上弘志、橋本正晴、石名田清子、山本一生、瀬

戸口美鶴、村上陽子、山本八州子、鈴鹿佳代子、西本睦子、寛山学、木村浩子、大谷美津、橋本

陽平、末田一秀、袖山真喜子、井村厚、スズキミホ、新宅章之、土山珠榮、石名田眞人、小嶋俊昭、

加藤恵造、土井浩一、西川あり、中田美枝子、米田彰男、曽我正子、大家武、東田正樹、坂本茂代、

西田敏雄、長谷川昇、吉田智子、松井美奈子、田中満、田端智子、高田みちよ、飯塚邦子、増田和

生、土屋俊明、新居晴幸、米谷章、小川早苗、古井紀行、野村生代、森本英雄、逢見直人、河坂昌

利、宮地和夫、藤村久夫、掛布勇、フミタヒデオ、柿本恵美子、浅井宏幸、野村俊雄、田邊宏、岡本

茂、石井法子、宇野あい子、堀田年子、土方正英、並河信太郎、神谷厚子、木村裕、村上富貴子、

森本陽子、小栢幸江、若見晃、野尻貞子、畠山薫、鈴置和子、増田和生、門川順治、濱田知成、浮

田政治、森本嘉代子、上田勵、平沢保人、杉村健吉、村田博、豊田真一、南健而、日置紘太朗、モ

リヤスヒコ、石名田洋一、小川和英、奥山泰行、竹田禮子、垣内明夫。 

□寄 贈  吉田八重子、牟田倫文。 

 

＜ＮＰＯ法人＞ 

□後援会費 累計 176,000円 中村小夜子、前田慎二、瑞野紳子、本城三四子。 

□寄附金   累計 34,440円  深尾政子。 

 

 

編集後記   

今年の一年を振り返ります。コロナに始

まってコロナで終わった一年に思います。

新しいウイルスにより、私たちの生活は随

分と窮屈になりました。季節の移り変わり

も追いつけないほど、環境の変化に戸惑っ 

 

ています。そんな中、時折聞こえる皆様 

のお礼や労いの言葉に、職員や家族の励ま

しや協力に、何かしら心を動かされます。

また新しい年も頑張っていこうと思いま

す。               (Ｋ) 

 

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/ 

 


