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東奔西走②
〜子どもたちの声〜

コミュニティケアリンク東京

理事長

ケアタウン小平クリニック

院長

訪問診療や往診の合間、クリニックに居たり、
隣接するケアタウン小平訪問看護ステーションで
スタッフと打ち合わせなどをしていると、平日に
は午後、日曜日などは終日、子どもたちの歓声や
足音が、近くに、遠くに聞こえてきます。子ども
たちがケアタウンの中庭を駆け回って遊んでいる
のです。
ケアタウン小平の中核を担う NPO 法人コミュ
ニティケアリンク東京が取り組んでいる子育て支
援事業の一環である「集まれ！子ども広場」が、
どうやら着実に地域に根を下ろし始めたようです。
月一回、日曜日の午前中、ケアタウン小平の中庭
やアトリエでは、遊びのプロでもある NPO 法人
「あそび環境 Museam アフタフバーバン」の協
力を得て、近所の子どもたちのために様々な遊び
が展開されています。その結果として、いつの間
にか子どもたちにとってケアタウン小平は安心し
て遊べる場所にもなっているのです。
在宅での療養を望まれる方々が、あるいは余儀
ないものとされている方々が、どのような病気を
持っていたとしても、少しでも安心して、その生
涯を住み慣れた地域で暮らし続けられる。そうい
ったモデルを創ることを目的にケアタウン小平は
誕生いたしました。
地域で暮らし続けるということは、その地域の
構成員の 1 人であり続けることです。その日常に
は、その方の家族や知人、隣近所の人々がおり、
それぞれの構成員には当然大人のみならず、子ど

1

やま ざき

山崎

ふ み お

章郎

もも含まれます。地域で安心して暮らし続けるた
めには、その方のみならず、地域を構成する老若
男女が交流しあいながら、安心して暮らし続けら
れる地域でなければなりません。
ケアタウン小平は在宅療養を支えるための事業
所が集ったチームです。訪問診療・往診専門のケ
アタウン小平クリニック、NPO 法人コミュニティ
ケアリンク東京が運営する 24 時間対応の訪問看
護ステーション、デイサービスセンター、そして
株式会社ダスキンゼロケアが運営する訪問介護と
居宅介護支援事業所を担うケアタウン小平ゼロケ
アステーション、賃貸住宅「いつぷく荘」などに
よって成り立っています。地域の未来を担う子ど
もたちにも、その親御さんたちにも是非ケアタウ
ン小平の取り組みに参加して欲しいと考えていま
す。
ケアタウン小平に響き渡る子どもたちの声は、
安心して住める地域社会を示す声のようで、私に
は頼もしい限りです。子どもたちの健やかな成長
を願わずにはいられません。

ケアタウン小平デイサービスセンター
ご利用者さんと所長 錦織薫とスタッフたち

朝起きて︑今日はデイサービスに行ける
と思うと嬉しい︒
自由なのが
いいわね︒

ここに来る日
が楽しみ︒
前日に少しくら
い体調が悪くて
も︑行った方が
かえって治るく
らい︒

皆さんにここ
で会ったのは偶
然なんだけど︑
出会えてとても
よかった︒
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足マッサージ機を買っ
て自宅でやっていたけど
治らなかったのが︑ここ
に来ていたらいつの間に
か治っちゃった︒
笑ってると治っちゃうみ
たい︒

今までは起きてい
ようと思ってもでき
なかったけど︑ここ
に来るようになって
からは起きていられ
るようになった︒
起きているだけで︑
すごく体の具合はい
いです︒

﹁サービスしてもらう︑
してくれるところ﹂と思
いがちだけど︑ここに来
ると面倒を見てもらって
いるという感じがしない︒
気取らなくて︑そのまま
の自分で来ていいから楽︒

そうね︑初め
て会ったとい
う気がしない
のが不思議︒

みなさんデイサービスに来ることで、前向きになった
自分、新しい友人との出会いや共有する時間に喜びを
感じているのですね。スタッフもそんなご利用者さん
たちから力を頂いています！
デイサービスって自分と出会い、人と出会う場所なん
ですね。
しかし今回、たくさん褒められ過ぎの気がします。
でも、これからも楽しく共に歩ませてくださいね。
本日はご協力ありがとうございました！（スタッフ一同）

＜

はじめまして、デイサービスのピアノです

私は、デイサービスにあるピアノです。
ケアタウン小平にピアノは欠かせません。デイ
サービス、食堂、アトリエに１台ずつあります。
なかでもデイサービスでは毎日のように演奏が行
われます。童謡や唱歌、クラッシックなど、その
音色はご利用者を幼少、青春時代へと誘います。
そしてご利用者は、昔を懐かしんだり何十年も記
憶の奥にあった想い出が甦って幸せな気持ちにな
ったり、時には悲しい気持ちにもなります。
そうしたご利用者さんたちの気持ちに寄り添い、
これからの１分１秒に足を踏み出せるよう、スタ
ッフの人たちはご利用者を支えます。
そんな私ですが、もともとは河辺紫音さんとい
う人のピアノでした。デイサービスの所長が以前
勤めていた病院の患者さんでした。彼女は４年前、
３２歳で亡くなりました。彼女が亡くなった後も
私はご家族の下にありましたが、ケアタウン小平
デイサービスセンターの開設に際し、活躍の場を
ここに移したのです。
紫音さんは、入退院を繰り返す中でも「少しで
もみなさんの力になりたい」と、病院の外来待合
ホールでエレクトーンを演奏し、患者さんや来院
する人たちの心にエレクトーンの音色を届けてい

＞

ました。そんな彼女を私は誇りに思います。
ある日のこと、デイサービスでピアノ演奏を聴
いていた所長が、入口横の面談室に駆け込みまし
た。電話の相手は紫音さんのお母さんのようです。
所長は言葉が出てきません。想い出と涙が、言葉
を詰まらせています。でも、おかげで私の音色を、
久しぶりに受話器からお母さんに届けられました。
私の上には、待合ホールで演奏する紫音さんの
写真があります。所長以外誰も直接会ったことは
ありません。でも、私という１台のピアノをとお
して皆さんは紫音さんと出会いました。ご利用者
さんたちも、彼女を大切に想いながら演奏に耳を
傾けてくれます。
「誰かの力になりたい」と願った彼女は、今も
私の中に生きています。そして私は多くの仲間と
ともに、彼女の願いを叶え続けていくつもりです。

お勧めします！ アロマの香りでリラックス
文化・スポーツ事業理事
人間の五感の中で今最もよく使われているのは
視覚ですが、最も古い感覚は嗅覚といわれていま
す。他のどの感覚より脳の奥深いところで匂いを
感じ取り、体の調子を整えたりリラックスさせた
りする興味深い感覚です。そんな嗅覚にダイレク
トに働きかけるのが、香りのセラピー アロマセ
ラピー です。香りの元は植物のエッセンス、精
油と呼ばれる自然界からの貴重な贈り物です。
ケアタウン小平の開設以来、毎週木曜日、ボラ
ンティア活動の一環として、デイサービスセンタ
ーの利用者の方々にアロマセラピーを楽しんでい
ただいています。
「お薬を飲むほどではないけれど・・・」、「お医
者様に診ていただくほどではないけれど・・・」、
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というちょっとした体の不都合な症状を、やさし
いタッチングでリラックスしていただき、解決で
きるよう、お手伝いをしています。
みんなの輪の中で、おしゃべりしながら足のマ
ッサージをしたり、またじっくり肩や背中をほぐ
したいという方には少し離れたスペースで行いま
す。ささやかなトリートメントの後に、
「楽になっ
たわぁ〜」と言っていただくと、精油の柔らかな
香りに包まれながら、セラピストの私も、文字ど
おり「天にも上る気持ち・・・」になり一緒に癒
されています。
ボランティアは木曜日だけですが、スタッフの
中にもアロマセラピーの有資格者がいますので、
他の曜日の利用者の方にも、勿論アロマセラピー
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に親しんでいただいています。精油は 100％天然
の植物油で薄めて使うので、お肌の乾燥しがちな
高齢の方には、特にお勧めです。
火曜日はアロマサロンの日です。デイサービス
センターの中にある面談室をお借りして、利用者
以外の方にアロマセラピーを紹介しています。有
料になりますが、30 分〜1 時間のトリートメント
を受けていただくことが出来ます。ご近所の方や
口コミでお聞きになった方も大歓迎です。ご興味
のある方は、事務局までお問い合わせくださいね。

アロマ♪マッサージサロン（毎週火曜日）
♭・３０分コース（手足や背中）２，５００円
♯・６０分コース（全身）
４，０００円
※予約制となっております。
TEL 042-321-5985（事務局）

訪問看護日誌②
ケアタウン小平訪問看護ステーション
キュン、キュン、キューンと自転車をすっ飛ば
して訪問に向かいます。花や街路樹、陽射しや風、
四季の変化を思いっきり感じながらの訪問は楽し
く実に気持ちの良いものです。
ご利用者さんに季節を届けたくて「ちょっとご
めんなさい」と一輪いただくときも。小平、小金
井周辺は緑が多い所です。雨の日も風の日も、医
療、介護はお休みがありません。天気が悪いと時
には外に出るのが嫌だなと思うこともあるのです
が、ご利用者さんの顔を見るとそんな思いは吹っ
飛びます。雨の日でも受診に行かなければならな
いご病人の大変さを、訪問を始めて改めて実感し
ました。
訪問看護を始めて１年９ヶ月が過ぎました。い
ろいろな方と出会うことができ、思い出すと感慨
深いものがあります。当ステーションはケアタウ
ン小平クリニックと連携することが多く、がんの
方だけでなく在宅での看取りを望まれる方々をた
くさんお手伝いしてきました。全ての人にとって
在宅がベストというわけではありません。ギリギ
リまで在宅にいて結果的に病院で最期を迎えた方
もあります。どのような場合でも、ご本人ご家族
ともできるだけ後悔がなく、自宅で過ごした日々
がかけがえのない時間だったと思っていただける
ようなケアを提供していきたいと努力しています。
今年４月からがん対策基本法が施行され、今後
ますますがんの方の訪問看護の依頼も増えると思
われます。在宅ケアを始めて実感したことのもう
一つは、病院との連携が大切と言われながらもな
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かなかうまくいかないことです。
「来週月曜日に退
院するのでお願いします」という依頼の電話が金
曜日に入ることもあります。これでは厳しい状況
の中、ご本人やご家族が「在宅へ放り出される」
と思ってしまうのも当然ですよね。でも、少しず
つ病院とのつながりも出来てきました。今後私た
ちも在宅療養にスムーズに移行できるよう、さら
に連携を強化していきたいと思っています。
スタッフもオープン当初のメンバーは２名にな
り、現在は常勤４名、非常勤２名（すべて看護師）
で頑張っていますが、依頼が多く嬉しい悲鳴をあ
げています。私もケアに一緒に参加したいなと思
われる方は是非問い合わせしてみてください。

ケアタウン小平訪問看護ステーション
スタッフ募集のお問合せは・・・
ＴＥＬ 042-321-598７
ＦＡＸ 042-321-5998
受付 ９：００〜１８：００（木・日祝定休）
＜担当 蛭田・中川＞

私のボランティア活動 ①
う え だ

〜社会資源として自分を活かしています〜

植田

私は現在、デイサービスセンターで週２回の入
浴のお手伝いをしています。
仕事をしているときは漠然と、何か私にできる
ことをして、ずっと社会との接点を持ち続けたい
と考えていたのですが、退職して自由な時間がた
っぷりできたとき、このケアタウン小平のボラン
ティア養成講座のことを知りました。
「せめてお風呂とお食事だけはゆっくりできる
ようなお手伝いができないか」。「仕事中は自宅と
職場だけの生活で、すっかり世間様に甘えた暮ら
しだった。これからは少しでもお返しをしなくっ
ちゃ」。「私には時間と体力は充分にあるので、こ
れを社会資源として活用していただく場はないか
しら・・・」。でも決め手となったのは、「私の両
親の世話はすっかり兄夫婦にゆだねてしまって、
ほとんど手伝うこともなく別れのときを迎えてし
まった。ここで私の親にできなかったことをお年
寄りの方に・・・」というものでした。
ボランティア講座では、ケアタウン小平が目指
していることを聞いて、その活動に参加できるこ
とを喜びました。でも「本当に大丈夫なの〜？」
という不安もちょっぴり抱きながら「まっ、いい
か。やってみよう」と一歩踏み出したのです。活
動を始めると、入浴のお手伝いが主要な内容とな
りました。そして職員の心のこもった接し方を見
て、でもめいっぱいの仕事ぶりを目のあたりにす
ると、「私ももう少し力を貸すことができるので

ミツエ

は・・・」と活動枠を広げたりもしました。私に
は楽しい時間ですし、何よりも「私も役立ってい
る」と実感できることは大きな喜びでした。
しかし、１年余り経った頃から、自分の活動の
仕方に「？」がつき始めました。頻回に参加する
だけでなく、キチッと自分の時間を作り、自分が
成長し続けることが、この活動を永く続け、充実
させていくに違いないという風に少し考え方が変
わりました。
そのころから月１回のミーティングがもたれる
ようになりました。そこでは１年ぶりに顔を合わ
せる同期の方々の活動を知り、また新しい方々と
お仲間になり、その知恵や努力や姿勢に刺激を受
けたり学びあったりしてお互いの研鑽の場となり、
自身への励みの場となっております。
今、私のスケジュールではこの活動が最優先の
日程になっています。日曜日がくる度に、体調を
整えて、
「また今週も楽しく活動しましょう！」と
意を新たにするのです。

みゆき往還②
いつぷく荘大家
５月１日、連休の合間の昼下がり、タヴェルナ
で音大生による弦楽四重奏のミニコンサートが開
かれました。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロを
専攻している学生さんが、休日を利用して室内演
奏をしてくれました。
午後２時３０分から開演、いつぷく荘の方に、
デイサービスの利用者の方も加わり、四重奏に耳
を傾けました。第１部は、クラッシクを中心にヘ
ンデル、バッハから。はじめは演奏者も少し固く

は

せ

長谷

い く こ

郁子

なっていましたが、だんだん音が良くなってきま
した。後から聞くと、聴衆の方々がまんじりとも
せず聴いてくださるのと音響が良いのが相まって
自然に心が入り気持ちよく演奏ができたそうです。
次に耳慣れたポピュラーミュージックの演奏です。
「見上げてごらん、夜の星を」
「川の流れのように」
は四重奏で聴くと、また違った趣があります。第
２部は「春の小川」
「ふるさと」等唱歌の定番をみ
なさんと口ずさみながら演奏を聴きました。重厚
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な伴奏に声が震えました。
アンコールと第３部は、ボランティアの T さん
の手作りケーキをいただきながらの音楽談義にな
りました。あごにタコを作りながらもヴァイオリ
ンを練習しているとか、家族に支えられて練習で
きるという若者に、
「どうか素敵な演奏者になって
ください」という親心。いつもではないけど、午
後の時間にこんなちょっと違う時間を演出できた
ら生活に潤いが生まれます。楽しいひと時でした。
５月２日、昨年より半月ほど早くゴーヤを植え
付けました。ゴーヤのグリーンカーテン作りは、
居室が全室南向きなので、真夏の日差しを少しで
もさえぎることができたら、というアイディアか
らです。このアイディアを建設時から提案してく
ださったボランティアの M さんと有志のボランテ
ィア７人が手伝ってくださいました。プランター

には、昨年のケヤキの落ち葉でできた腐葉土と、
園芸用の土をまぜました。プランターの土をブル
ーシートにひろげて、腐った根や球根を取り除き、
日に乾してから新しい土と腐葉土を混ぜます。腐
葉土は、まだ完成度が低く、研究の余地がありそ
うです。これも M さんと再度相談中です。
土をシャベルで混ぜるボランティアさん、腐葉
土をリヤカーで運ぶボランティアさん、いつぷく
荘の方も腐った根や球根を取り除き、
「明日、腰大
丈夫かしら。」午後から苗を植え付け、ベランダに
ネットを張りました。A さんが、要領よく棕櫚縄
とネットをベランダに取り付けてくださいました。
今年のゴーヤはどんな出来でしょうか。憧れのグ
リーンカーテンはいかがでしょうか。楽しみです。
去年より今年、と工夫を重ねて楽しめたら、い
いなと考えています。

ケアマネージャーは『動く相談所』です
ダスキンゼロケアステーション
ケアタウン小平でケアマネジャーをしています
平山です。
私の事務所は、クリニック、訪問看護と並んで
おり、そこで私、堀江の２名と４月に産休に入っ
た志村とバトンタッチをした、所長の田中ととも
にお仕事をさせて頂いております。
「ケアマネジャーってどんな仕事？」と思われ
る方も少なくないかもしれません。マネジャーと
付くのできっと偉い人なんだろう、と思われてい
ませんか？ 介護保険の中では、色々な職種（医者、
看護師、理学療法士、介護福祉士、ヘルパー等）
の人達で、介護が必要となった方を支えます。ケ
アマネジャーもその中のひとつの職種です。医者
が診療、看護師が看護、理学療法士がリハビリ、
介護福祉士が介護、とすればケアマネジャーの仕
事は相談が主になります。
「介護が必要になってき
たけれど、誰に聞けばいいの？」
「何から手をつけ
ればいいのかわからない」といった時、ケアマネ
ジャーがご事情を伺い、ご本人・ご家族と一緒に、
困っている内容を整理して、問題をどう解決して
いくかを一緒に考えていきます。
どういった介護サービスがあるか、事業所ごと
の特色などをご案内しながら、ご本人にあった介
護サービスはどういうものか、どうなることを目
指していくのかを考え、必要となる介護サービス

ひら やま

平山

みゆき

へ繋ぐなどの連絡調整を行います。
介護サービスが開始されたあとも、月に１回は
ご自宅に訪問し、問題は改善されているか、新し
い問題が発生していないかなどを伺いに行きます。
ケアマネジャーは殆ど事務所に詰めていると思わ
れている方もいらっしゃるかもしれませんが、担
当させて頂いているご家庭に訪問している時間も、
かなり多いのが現状です。
「動く相談所」といった
ところでしょうか。
在宅生活を送っていれば、様々な問題にぶつか
ることと思います。心身ともに元気なときは自分
で考え解決していくこともできますが、健康を害
したとき、精神的なコンディションがよくないと
きなどは、問題に立ち向かう力も、考えていく力
も低下してしまいます。そんな時、よく分からな
いけど電話してみよう、話を聞いてみよう、とケ
アタウン小平のケアマネジャーの事務所の扉を叩
いて頂けたらと思います。介護保険の中で解決で
きないことも多々ありますが、そんな時はその問
題の相談窓口をご紹介し、せっかくのご相談が途
切れないようにすることを心がけています。
まだまだ未熟な私達ですが、相談してみてよか
った、思い切って電話してみてよかった、と思っ
て頂ける事務所を目指し、地域に少しでも貢献で
きていかれればと思っています。
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１月から６月までの活動
＊１月「新聞紙もちつき」＊２月「ティッシュの雪で遊ぼう」＊３月「風船の部屋」＊４月「ゴルフ
コースをつくろう！練習編」＊５月「ゴルフコースをつくろう！大会編」＊６月「梅雨を楽しもう」
（以上集まれ！子ども広場）、＊子育て応援講演会「遊びの中で育つ力」
＊豊かな庭作り事業５月「ゴーヤのカーテン（苗植付け）」
※毎水曜日はケアタウン小平文庫をオープンしています。（１５：００から１６：３０）

ケアタウン小平＆聖ヨハネホスピスケア研究所共催
第２回講演会

『鎌田

實

いのちを語る』

日時：平成１９年１０月１３日（土） １４：００〜１６：００
会場：ルネこだいら大ホール 参加費：３，０００円
定員：１，２００人
プログラム： １．講演 鎌田實先生
（諏訪中央病院名誉院長）
２．対談 鎌田先生、山崎章郎医師
申込み受付開始：７月９日（月）より定員になり次第締め切り
申込み方法：往復はがき又はＦＡＸで次の必要事項をご記入の上、
下記の申込み先にお送り下さい。
１．氏名（フリガナ）２．連絡先住所 ３．電話／ＦＡＸ

４．職業

申込み先：聖ヨハネホスピスケア研究所 講演会受付係
〒184‑8511 小金井市桜町１−２−２０ ＴＥＬ 042‑380‑7820（平日１３時〜１８時）
ＦＡＸ 042‑380‑7826（２４時間）
コミュニティケアリンク東京の活動にご協力ください

〜編集後記〜
・第２号いかがでしたか？ ＮＰＯの活動を通して、

ＮＰＯ法人ではよりよい活動を展開していくため
に、皆様からのご寄付をお願いしております。ご寄付
いただいた方には、今後このケアタウン小平だよりを
通じて、当法人およびケアタウン小平の活動をご連絡
させていただきます。ご寄付受入れ口座は以下のとお
りです。ご支援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

地域で活動する方々とお話しする機会に恵まれま
す。そんな時、
「師は地域にあり」と感じます。
（N）

郵便局 口座記号番号００１００−１−２７９４８９
加盟者名 （特）コミュニティケアリンク東京
※払込取扱票の通信欄に「寄付金として」とご明記く
ださい。

発行

・スタッフのパワーと熱い思い、そして何より笑顔
に背を押されて、何かお手伝いできることはないか
と初めて足を踏み入れましたが、結果は……新しい
仲間に出会えて、楽しいです！（O）

・だんだんケアタウン小平の中身が見える内容にな
ってきたと思います。次号、次々号もご期待下さい。
（Ｏ）

NPO 法人コミュニティケアリンク東京

〒187-0012 東京都小平市御幸町 131-5
ＴＥＬ042-321-5985・FAX042-321-5982
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