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入居者寄稿

湯 淺 福 三

「大和民族の将来」
あかねユニット

日本民族をヤマト民族という。神武天
皇様に始まって今の天皇様へ続いている
民族である。このヤマト民族は将来どう
なるか。
人口問題研究所は、二〇四五年には一
億六四二万人となり、二千万人の減とな
ると発表した。高齢者数が三〇％を超え
るという。高齢化率は三六％である。高
齢者とは六五歳以上の人である。この高
齢化率の高い町村は現在四六五もあると
いう。
一体この日本という国の将来はどうな
るのか。この高齢化のひどい町村の多い
我が国はどうなるのか？日本の国の将来
は安心してもよいのか？考えてみよう。
今年の一月のテレビ深夜便で説明した
こと。我が日本の国は六年あとには国民
三人に一人が六五歳以上となる。一二年
後の二〇三〇年には、デパートと銀行が
無くなる。一五年後には家の三戸に一戸
が空き家となる。二二年あとの二〇四〇
年には自治体の二分の一が無くなる。
二四年後の二〇四二年には、高齢者の

数が四千万人となる。三二年後の二〇五
〇年には世界的食糧難が起きる。団塊ジ

ュニアが七五％以上となる。四七年後の
二〇六五年には、社会保険が破綻する。
二一一五年には総人口が五千万人となる。
このあと日本の国は誰が支配するのか…
このことを見て私は寂しさを感じた。
涙が出た。将来の個人の生活はどう変わ
るか。今までと同じように個人の生活は
できるのか？と。我が家の墓場は今まで
と同じように守られるのか？と。涙が出
るほど悲しい気分にまでなった。五〇年
後も、今までと同じように我々個人の生

活はできるのだろうか？自由な生活がで
きるか？と心配である。
私がこれまで貧乏しながらもやってき
た自由な毎日ができればそれだけでもよ
い…と寂しさと涙のうちに生きた。
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今からちょうど30年前、昭和63年７月21日の出来事
寿光園がある殿賀地区は土石流による大きな被害にあいました。
毎年この地区では防災訓練が行われます。その日は寿光園も避難
訓練を行っています。災害が起こったときにあわてないよう、普
段から心がけることや準備すること、避難場所、避難経路などを
確認しておきましょう。
寿光園では非常用の水・食糧を100人で 3 日間過ごせる量を備
蓄しています。

防災備蓄品

災害時の心得

現在寿光園に
備えてある備蓄品

●早めの避難を
避難勧告が出たときや危ないと感じたときは隣近所の人と連絡
を取りながら早めに避難しましょう。避難する前に電気・ガス
などの火元を消しましょう。こどもやお年寄り、体の不自由な
方などの避難に協力しましょう。
●最新情報を入手
テレビやラジオから最新情報を入手し避難の呼びかけに注意し
ましょう。
●避難は原則徒歩で
荷物は最小限に。狭い道や川べりなど危険な場所はできるだけ
避けて避難しましょう。

水・食糧・スポンジブラシ
布団・毛布・リネン類
小型発電機・ベッド
ストレッチャー・担架
プライベートスクリーン
車椅子・歩行器
ポータブルトイレ
炊き出しセット・扇風機
ストーブ

●避難に適した服装で
ヘルメット、長袖、長ズボン、軍手、底が厚く履きなれた靴で。
持ち出し品はリュックサックに入れて両手を使えるようにしま
しょう。

「からだが喜ぶこと! していますか？」
「もっと自分のからだとお話ししましょう !」
いつも参加者の方に「何年使ったでしょうこのからだ？長年使ったこのから
だ！愛おしいね！まだまだ機嫌よく動いてくれるよう手をあてて（手当）磨き
ましょう」と声を掛け体を撫でる事から始めて頂いています。
お風呂に入って体を洗うように撫でると
無理なく関節が動き意外に沢山の筋肉が動
きます。
久保 恵 先生
「草津節」に合わせ体操と組み合わせながら行うと「ど
っこいしょ」「ちょいなちょいな」と声も出て温泉気分で
呼吸筋もストレッチされ伸びや深呼吸の体操になっていま

健康体操の様子（毎月１回）

す。その他歌や音楽に合わせて体と心がほぐれ心地よさを
感じて笑顔になって頂ける時間になればと思っています。
がん ば
「楽しく顔晴る！」
２
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徹医師 家族会講演

「最期の時の過ごし方」
日高医師に講演していただきました内容について要点をお知らせします。

看取りとは

これ以上、病状が改善されない方に対し、延命治療などを行わずに、な
れ親しんだスタッフ・ご家族に看取られて安らかに最期を迎えていただく
こと

延命治療とは

回復の見込みのない患者さんに対して生命維持のためだけの治療を行う
こと（人工呼吸器挿管・気管切開・心臓マッサージ・ＡＥＤなど）

病院の役割

病気を治す所です。
生活をする所ではないので病気の見込みが立てば
（治
療がなければ）退院となる

施設の役割

自宅での生活の延長であり、常時、医師・看護師が居るわけではないが、
なれ親しんだスタッフにより日常生活を営むことができる

急変時の対応

高齢者の方はどこに居ても急変はある。その時にはどうするかを決めて
おくことが大切！
①無理に延命せず、施設でできる範囲の治療
（点滴・酸素吸入など）
を行う
②積極的な治療を望む

※②の場合、心臓マッサージ（高齢者の方にはリスクが高く、
力強くやらなければいけないので骨折等がある）・気管切開
を行う。気管切開は大きなチューブを入れるので大変苦しい
ので意識があったら出来ない（意識のある方には強い麻酔を
かける）。チューブを一旦入れると今の刑法では外すことが
できず、外すと殺人となる。外したくてもそのまま 何日も、
長ければ何年もその状態を続けなければいけない。

アドバイス

家族会日高先生講演

何がご本人にとっていいことなのかをゆっくり考えてほしいですね。周
りの人のエゴで長生きさせようということは控えていただきたいと思いま
す。一番良いのはご本人の意向を聞くのが良いですが、施設におられる方
で自分の意向を言える方は少ないと思うので、ご家族の方の希望を優先し
ます。いつでもご相談ください。

家族会講演会を振り返って
自分に生を分け与えてくれた、母や父の人生の最期の在り方を選択することは、ご家族様
にとって終生何らかの重荷を負うことになろうかと思います。
ご家族様のそのような不安や負担を軽減するために、ご本人はもとよりご家族様に寄り添
いながらケアを続けることを看取りといいます。数日で最期を迎えられる方もあれば、2 年
以上におよぶ方もおられます。
ご家族様と同様、施設職員にとってもこの間のかかわり方が尊厳に満ちたものでなくては
なりません。
今回の家族会では、時間の制約もあり医療の立場から講演いただきましたが、次回は、施
設側の指針や看取りケアがどのように進められてゆくのか、看護・介護の立場から学ぶ機会
としますのでよろしくお願いします。
施設長 齋藤正守
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入浴について
生活の場面の１つに『入浴』があります。汚れを落とすだけ
なら清拭やシャワーだけでも十分ですが、入浴には気分爽快、
リフレッシュする効果があります。 日本は温泉大国であり、
『浴槽につかってくつろぐ』、ゆず湯やしょうぶ湯等の『季節
湯』など日本特有の文化があります。近隣にも温浴施設があり皆様楽しまれているので
はないでしょうか？
寿光園ではお体の状態や職員の腰痛対策等を踏まえ写真のような浴槽設備をそろえて
いますがハード面だけだはなく「こだわり」を大切にしたいと思います。
面会の際にお風呂でのエピソード、
こだわり、思い等をお聞かせ下さい。
『好きだった入浴剤やシャンプー』
『お孫さんと一緒に入浴させたい』
『バラ風呂に入れてあげたい』等…
また「背中を擦ってあげたい」等の
ケアへのご協力も大歓迎です。家族
様と両輪で『ああ、いい湯だ』『し
あわせだ』『気持ちいい』そんな声
が聞こえるお風呂を目指して…

管 理 栄 養 士 か ら
今回は副食（おかず）についてお話しします。現在は大きく分けて①普通②き
ざみ③マッシュ④プリン食の四種類があります。普通食は通常のおかずですが
元々少し小さめに切ったり魚は骨のない物を使用したりしています。マッシュ食
は粒のない滑らかな状態でそのまま飲み込めます。きざみ食は普通食とマッシュ
食の中間です。現在寿光園ではきざみ食の方も食べられる形のあるおかずを増や
せるように加熱時間を長くして柔らかくしたり，柔らかい素材に加工された魚を
使用したりしています。写真の魚の切り身は
きざみ食の方が召し上がっているものです。
プリン食は飲み込みやそしゃくが難しかっ
たり量を殆ど食べられなかったりする方に補
助食品を使用しながらエネルギー量を確保し
ています。
食事について不明なことや心配なことがあ
るときはお気軽にご相談ください。
４
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善意ありがとうございました
平成30年4月から6月までの皆様からいただきました善意を
紹介し、厚くお礼申し上げます。

訪問・ご奉仕
○音楽ボランティア高山先生
○音楽ボランティア中島先生
○喫茶ボランティア様
○寺族婦人ボランティア様
○上殿小学校様
○眞教寺仏婦ボランティア様

ご寄付・ご寄贈（◎ご寄付・○ご寄贈）
◎三浦千賀子様 お礼
◎小坂フミ子様・智生様 お志
◎本 川 淸様 お礼
◎明賀 英子様 亡夫秀實様 お礼
◎小林 嶺子様 亡武田トヨ子様 お礼
◎眞田 俊久様 お礼
◎栗栖 明文様 亡母スエコ様 お礼
◎高橋 義則様 亡父鈴政一成様 お礼
◎美優会様
◎大江 義行様 亡妻札代 お礼
◎山県太田組ダーナ募金会様
○佐々木政信様
○佐々木サツエ様
○岡田 喜六様
○Ｙショップ森脇様 ○林 加奈枝様
○山県葬儀社様
○越智
○佐々木富明様
○加計電友会様
○鹿児島モトヱ様

行

事

予

定

啓子様

寿光園では楽しい行事を開催しております。
ぜひご参加ください。

7月

●法話会
●健康体操
●恵比寿屋訪問
●認定こども園とごうち訪問 13日

8月

●法話会

●健康体操

●追弔法要

9月

●法話会

●健康体操

●敬老会（日時未定）

5日

3日

●納涼会

3日

※法話会は毎週火曜日

新入職員
紹
介

◆採用職員（パート） 5月21日付採用
●氏 名／井上明美
●出身地／安芸太田町中筒賀
●趣 味／ゴルフ、買物
●目 標／笑顔をモットーに、サービスとケアの向
上をめざし頑張ります。
よろしくお願いします。
５
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5/20 殿賀花田植を見学しました
早乙女さんたち

に記念撮影
田楽飾り牛と一緒

6/4 やまゆり訪問 （上殿小学校様）

一緒に手遊び

をしました

6/15 家族会 （茶話会の様子）

ご家族と一緒に楽しい時間を過ごされました
６

