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謹賀新年

最高の人生の見つけ方
元気で長生きするために今できること
老健の可能性は無限大
VIVAローゼ発足
自分の知らざる内的世界を探る

「最高の人生の見つけ方」
とは
あけましておめでとうございます。
昨年は徳仁天皇の御即位に伴い、元号が改正されたことが最も印
象に残る歴史的出来事でありました。令和時代の幕開けとともに未来
への希望に期待をしながら、私の気持ちも引き締まる思いでした。
また、今年は四年に一度のオリンピックイヤーでもあります。開催国
ということもあり日本は大いに盛り上がることと思います。
スポーツ好
きな私としてはとても楽しみなイベントです。
さて、2019年10月に放映された、吉永
小百合さん、天海祐希さん主演の映画「最
高の人生の見つけ方」
が好評を博しました。
鑑賞されたかたもいらっしゃると思います
が、
この映画は2007年公開のハリウッド版
をリメイクしたもので、原作はジャック・ニコ
ルソンとモーガン・フリーマンが出演する私
の大好きな映画です。あらすじは、全く違う
人生を歩んできた二人が、末期がんで余命
６ヶ月と告げられ、たまたま同じ病院で遭

ハリウッド版

遇。同室で時間を共に過ごすうちに意気投
合し、
この世を去るまでにやっておきたいこ
とを記した
「棺おけリスト
（Bucket List）」
を
携え病室を脱出し一つ一つ実行していくの
です。
ところが、次第に自分を見つめなおし
ていく過程で、実は自分が本当にしたいこと
はすぐ身の回りにあったことだと
「みつける」
事になるのです。旅から帰った二人はすぐさ
まそれを実行し、
ストーリーはエンディング
へと向かいます。二人のドタバタ劇は、間も
なく死を迎えるという現実から束の間私た

リメイク版

ちの緊張を和ませ、
また、
クライマックスに向かうにつれ、心にじわり
と感動をもたらしてくれます。
特定医療法人フェニックス
社会福祉法人フェニックス

敏 毅

の人生」
とは何なのか、
また、医療に携わる立場から、患者様、
ご利用

リハビリテーション科専門医
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者様にとっての
「最高の人生」
とどのように向き合っていくのか、
という

理事長

長 縄

今回この映画がリメイクされたことをきっかけに、私にとって
「最高

ことを考える良い機会となりました。
よく
「必死にやる」
とか「死ぬ気でやってみる」
という言葉を聞くこと
があります。皆さんはその言葉の意味を考えたことはありますか？
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私なりに少し思いを巡らせてみたのですが、私たちは普段、明日は当たり前に来るもの、
と思って過
ごしています。
でも、先ほどご紹介した映画のように、
ある日突然自分の人生に限りがあるということを
告げられたとしたら、
その瞬間から
「死」
というものはすごい勢いで現実となります。
そうした時、人は自
分のしたいことを
「明日でなく、今しよう」、
と真剣に考え始めるのではないでしょうか。
そうすることで
自分の
「生」
を充実させたいと思うのではないでしょうか。
「最高の人生」
を送るには、
ということを考える時、
それは
「生と死」
の両方を考えることでもあり、
ど
のように最後までの時間を生き抜いていくのかを考えることであると思います。
少し話がそれますが、皆さんは
「ガリバー旅行記」
をご存知ですか？
私は昔読んだことがあるのですが、その中でとても印象
的な場面があります。主人公のガリバーがラピュタから日
本へ渡る途中、
ラグナグ王国という国に立ち寄るのです。
そしてそのラグナグ王国というのは
「不死」
の人間の国だっ
たのです。
それを知ったガリバーは、
「人が死の恐怖に押し
つぶされなくて良いなんてなんて素晴らしいことなんだ！」
と言って歓喜の声を上げます。
ところが、
その喜ぶ姿を見た
ラグナグ王国の人々の間に不穏な空気が漂いはじめ、
ガリ

死を望む不死人間ストラルドブラグ
（ガリバー旅行記より）

バーに“不死”の弊害について説明を始めます。年は取り、
老いていくけれども死なないことがどういうことであるかを

聞いたガリバーは大きなショックを受けます。
そして、
ただ長生きすることだけが幸せではないというこ
とに気が付くのです。
現在人生100年時代が当たり前に言われるようになりましたが、
どのように時間を過ごしたいかが
大事なのではないでしょうか。
昭和時代と比べて令和時代シニアは心も体も若くなっていると言われています。
「衰え」
や
「死」
はい
つかやってきます。
いつの時代に生きていても、私たちはその普遍的な事実と向き合い、
そこから自分が
「本当にしたいこと」
や
「本当に大事にしたいこと」
を見つけていくのではないでしょうか。
また、長い人生
において、
ある時期そのことを見失ったり、変化していくことがあることも当然のことのように思います。
フェニックスグループの理念に
「私たちは、
あなたの“本当にしたいこと”を見つけ、
ゴール（目標）に
向かって共に歩みます」
という一節があります。私たちスタッフは常にそのことを忘れないよう胸に刻
み、理念を携帯し、患者様、
ご利用者様とともに日々接しています。
本年も“Yes, we can”を念頭に掲げ、
みなさんと共に歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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施設情報等が見やすくなり、検索しやすくなりました。
ぜひご覧ください。

http://www.phoenix-g.jp
フェニックスグループ

検 索
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元気で長生きするために
今できること
フェニックス総合クリニック

副院長

長縄 康浩

消化器病専門医 ／ 消化器内視鏡専門医 ／ 日本消化管学会 胃腸科専門医

令和の時代を迎え日本は超高

図1

齢社会に突入しています。65歳以
上の方が25%を超える一方で、人
の寿命は伸び続け100歳以上の
人口も急激に増加してきています
（図1）。医療費や年金などの社会
保障制度への問題も大きな課題
です。
これから令和の時代を生き
ていくためにはこれらの変化を認
識し、自分の人生のプランニング
が必要だと思います。
これまでの時代、多くの男性は
就職すると60歳の定年を迎える
まで会社のために働き、その後は数年間延長

があると言われています
（図2）。それはこれか

雇用される方もおられるものの、
いわゆる老後

らも長くなっていくことでしょう。
では今までの

という期間を過ごしてきました。年金制度がで

人生設計で大丈夫でしょうか? 十分な貯蓄が

きた1961年頃は男性では約12年、女性で約

あればいいかもしれませんが、生産人口が減少

16年の老後期間でした。現在、
日本は世界随

するこの世の中では、皆がより長く健康を保ち

一の長寿国となり、定年を約5年送らせても

長く働くことが必要となってきます。実際われ

2017年には男性約16年、女性約24年の老後

われは十数年前の人と比べて5年ほど体力的

図2

にも若返っていると言
わ れておりますので
（図3）、体力的には働
く事は可能だと思いま
すし、長く仕事をした
方が、健康が保たれる
というデータもありま
す（図4）。それではど
のように健康を保てば
いいのでしょうか。
テレ
ビや本で健康や病気
に関して様々な情報を
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目にしますが、
私は細かいことを気に

図3

するより、大きく捉えることが大切だ
と思います。現在事故や自殺などの
特殊なケースを除けば、死因は図5
のように、がんや脳血管疾患、心疾
患などの生活習慣病が多くを占めま
す。脳血管疾患や心疾患はいわゆる
動脈硬化が原因ですので、がんと動
脈硬化に注意すれば長く健康でいら
れるといえます。
がんについては後述しますが、動

図4

脈硬化を予防するにはどうしたらよ
いのでしょう？血管は弾性のある管
でゴムホースのようなものです。
そし
て心臓はゴムホースに水を送るポン
プです。動脈硬化の予防とは、
その取
り替えることのできないゴムホース
とポンプの劣化をいかに防いで長持
ちさせるかということをイメージする
と分かりやすいと思います。
ゴムホー

スに過度な水圧をかけないことと、 図5
中に流れる水質をきれいに保つこと
が劣化の予防になります。血管に例

えると水圧とはズバリ血圧で、塩分
やストレス、睡眠不足などが影響し
ますが、残念ながら多くはいわゆる
体質によるものです。
また、水質はコ
レステロール、血糖、尿酸などの値で
す。
タバコやアルコールの多飲なども
水質の悪化に影響するでしょう。テ
レビ番組でこの野菜がいいとか、高
価な健康食品の宣伝がされていま
すが、それらだけに注目するよりは、
水圧と水質に良いことをイメージし
たほうがバランスのとれた生活を送りやすいと

けていますか？働いている方は年に一回必ず定

私は思います。水圧を上げないように塩分の過

期健康診断を受けていることと思いますが、
この

剰摂取を避けて、規則正しい生活と運動習慣

定期健康診断が水圧や水質をチェックできる機

を身につけ、偏った食生活をしないことなどが

会です。
どこか1つ異常値があれば受診されるよ

容易にイメージできると思います。

う促されますが、少しずつ全体的に悪い場合は

ところで、
皆さんは健康診断や人間ドックを受

要注意です。
１つ１つは大きな異常ではなくて
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も、小さな要因が合わさることで劣化（動脈硬

発見できるものや対策型がん検診では対象に

化）
の速度を早めてしまいます。皆さんもご自身

ならないがんの検査などがありますが、基本的

の水圧や水質の特性を知って意識することで健

に全額自己負担となることと、過剰診断となり、

康に対する意識を高めることをお勧めします。

手術を行ったものの最終的には良性と判断さ

さて、もう一つのがんに関してですが、一般

れてしまう場合もあります。それでも手遅れと

的な健康診断(健康かどうかを調べる検査)で

なるような進行したがんになるケースは少なく

はほとんどその存在を調べることができませ

てすみます。家系的になりやすいがんや金銭的

ん。
がんを調べる検診はがん検診です。(がんな

な面も含めてご自身で判断して検査を受けて

どの病気かどうか検査するのが検診です。) 検

いただくことが必要です。

診には２種類あり、
自治体などが集団を対象に

我々フェニックスグループは、がんの早期発

予防対策として行う対策型検診と、希望者が

見・治療と動脈硬化の予防を行い、運動により

個人で行う任意型検診があります。
自宅に郵送

身体機能の維持を行うことで、
みなさんがこれ

されてくるがん検診は任意型検診で、公的資金

からも長く健康で、豊かな生活が送れるように

が使用されるため安価で受けられ、集団として

サポートさせていただきます。長く健康で働き

死亡率の改善に寄与しますが、がんの種類に

続けるためには、社会との交流や心と頭の健

よっては癌の発見率は低く、
ある程度進行した

康、知識の維持・向上などが必要です。我々は

状態で発見されることもあります。任意型検診

医療介護だけでなく、皆が生き生きと元気に暮

はいわゆる個人で受ける人間ドックで、医療機

らせる地域づくりにも微力ながら尽力していき

関によって様々な種類があり、微小な病変まで

たいと思います。

人間ドックは、健康診断を充実させたものです。
健康の為に、まず、自分の体について知りましょう!!
医師診察
身体計測
視力検査
聴力検査
血圧測定
心電図
胸部X線

Aコース ￥28, 000

尿検査
血液検査

左記 + 胃バリウム検査

血液一般・肝機能検査・腎機能検査
膵機能検査・生活習慣病・感染症
膠原病・腫瘍マーカー
など

便潜血検査
腹部超音波

Bコース ￥33, 000
左記 + 胃内視鏡検査

Cコース ￥28, 000

左記 + ピロリ菌・ペプシノゲン検査

内視鏡検査
経鼻内視鏡や鎮静剤の
使用も可能です。

専門コース（オプション） オプション検査もたくさんありますのでお気軽にお問合せください。

消化器

1-1. ピロリ菌検査
1-2. 大腸内視鏡検査

肺

2-1. 胸部CT検査
2-2. 喀痰細胞診
2-3. 肺機能検査

脳・脳血管

3-1. 頭部MRI・MRA
3-2. 認知機能検査
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腹部

骨密度

動脈硬化

甲状 腺

4-1. 腹部CT
5-1. 血圧脈波
5-2. 頸動脈エコー

6-1. 骨密度検査
7-1. 甲状腺エコー
7-2. 甲状腺ホルモン

腫 瘍マーカー

8-1. 肺癌
8-2. 前立腺癌
（男性のみ）
8-3. 卵巣癌
（女性のみ）

ご予約・お問い合わせ

☎058-322-2000

【受診日】月曜日〜土曜日（木・土曜日午後、日祝日休診）

腸 活のススメ

最近、
「腸活」
という言葉を耳にしませんか？
腸活とは、良い腸内細菌を増やし腸内の環境を
整える事です。人の腸内には腸内細菌が約100兆
個いると言われています。腸内細菌は善玉菌と悪
玉菌、
日和見菌の大きく3つに分かれ、良い腸にす
るためには善玉菌を優勢にすることが大切です。
腸内環境を良くすることは、肥満や糖尿病、大腸
がん、動脈硬化症、炎症性腸疾患など様々な病気
の予防に効果的です。
ここで腸活の食生活のポイントを紹介します。

① 応援する食品「プロバイオティクス」
「プロバイオティクス」
とは腸内で良い働きをしてくれる細菌や酵母の事です。
皆さんがよく耳にするビフィズス菌や乳酸菌、納豆菌などが「プロバイオティクス」

〜腸活で健康的 な 身 体に〜

です。
それらが含まれている食品は発酵食品です。
【発酵食品例】
味噌

ヨーグルト

甘酒

乳酸菌飲料 ぬか漬け

キムチ

納豆

…etc.

② 育てる食品「プレバイオティクス」
「プレバイオティクス」
はいわゆる
「腸内細菌のエサ」
です。
腸内細菌が腸内で生きるにはエサが必要です。
そのエサとなるのがオリゴ糖や食物
繊維です。
しかし、最近では食物繊維の摂取量が少ないのが問題となっています。
いつ
もの食事にひじきやきんぴらごぼうなど小鉢を一品プラスして腸活をしてみましょう。
また、
ヨーグルトに砂糖の代わりにオリゴ糖をかけたり、バナナをトッピングしてみた
りするのもおすすめです。
ちなみにフェニックスの昼食で提供
しているヨーグルトは砂糖とオリゴ糖を1：2の割合で入れて

ぜひ、
「腸活」
を
して健康的な
身体作りを
してみて
下さいね。
食事サービス課
管理栄養士

います。参考にしてみて下さい。

材

料 ＜1人分＞

トッ
ピ
オス ングに
スメ
♪

・無糖ヨーグルト 60g
・オリゴ糖

4g

・上白糖

2g

山田 有莉
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老人保健施設 サンバレーかかみ野

可能性は
無限大！
老 健 は楽しいところです

サンバレーかかみ野

看護師

奥村 裕美

サンバレーかかみ野に異動し4年が経ちました。
訪問看護や病棟など医療の現場で過ごすことが多く医療と介護の中間施設である老健に最初は戸惑い
を感じました。
しかし、次第に医療者中心の多職種協働から職種の垣根を超えた真の協働で成果がでる
職場でのやりがいや楽しみを感じるようになりました。
老健の役割は主に、①在宅復帰のためのリハビ
リ提供 ②療養（医学的管理）、看取り ③介護者
支援（レスパイト、急な用事などへの対応）
です。
多くの方が元気になられご自宅に帰っていただ
くことが私たちの共通の目標です。
脳血管疾患等で突然手足のまひ、失語、嚥下障
害を発病し病院を経て入所される若年の方もい
らっしゃいます。失意の中、意欲が低下し、独居・家
族介護等の問題で最初から自宅復帰を諦めてしま
われる方も多くみえますが、私たちは常にご利用者
さまの「帰りたい」、そして私たちの「帰してあげた
い」
という気持ちを共に持ち、二人三脚で過ごして

サンバレーで花開いた第二の人生
私は2019年3月25日早朝に脳出血を発症しました。
3か月のリハビリ期間を経て、サンバレーかかみ野へ
入所しました。
発症後、左半身が全く制御不可能でまるで自分の身
体ではないような感覚でした。そしてその現実を受け入
れること、
そしてそこから気持ちを切り替えるのに約５か
月かかりました。最初はもうこんな不自由な生活だった
ら続けたくない、
と本気で思っていました。
そんな中、稲盛和夫さんの「心」
という本に出会い、
ま
た、
サンバレーという環境にも段々慣れていき、今では良
き戦友にも恵まれ毎日を楽しく暮らしています。
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います。
ここサンバレーの独特な明るさ（または騒々し
さ？）
に囲まれ、
とても元気になられる方も多く見か
けます。病状や家庭環境等で
「とても自宅介護は無
理」
と思っていた方が、
「どうしても帰りたい！」
と泣
いて希 望され 、今では自宅 に戻られ 、引き続き
ショートステイに来てくださるケースもありました。
サンバレーは歴史も長く、
システムや看取りに対
する教育なども確立されており、経験豊富で元気
なスタッフがご利用者さまと楽しい時間を過ごして
います。
これからもより良いサービスを提供できる
よう日々努力していきたいと思います。

井奈波 博之
私は、経営の道一筋50年「仕事＝人生」
で生きてまい
りましたが、
ここへきて新たな人生の大転換が訪れ、
また
その変化をも楽しんでいます。色々な方々に支えられな
がら、良き仲 間に
も恵まれ、今 後の
人生を人のために
生きていこうと思っ
ています。そして、
その姿を見た方の
希望につながれば
嬉しく思います。

フレイル って何だろう…？？
フレイルという言葉を聞いたことはありますか？フレイ
ルとは高齢者が筋力や心身の活動が低下している状態
（虚弱）のことであり、適切な介入により再び健康な状態
に戻る可逆性が含まれています。そのため、身体的・精神
的・社会的な多側面に総合的に働きかけることで要介護
状態に陥るのを妨げる効果があるとして近年様々な取り
組みがなされています。
また、高齢者では肺炎の最大の発
症原因は誤嚥で、
７０歳以上で誤嚥による肺炎が６０％
に達すると言われています。
フレイル予防とともに、誤嚥
性肺炎予防が２つの大きな柱と考えています。

フレイルのイメージ図
多くの高齢者が中間的な
段階（フレイル）
を経て
徐々に要介護状態に陥る

サンバレーかかみ野では、
フレイル予防のため多職種で“食欲のわく仕掛け”をたくさん作り実践しています!

食事

運動

アクティ
ビティー

見た目にも口にも美味しい食事を工夫し提供しています。
とても
美味しいと評判です。
また、嚥下機能の低下している方にも美味しく
召し上がって頂けるよう嚥下食にも工夫を凝らしています。
個別のリハビリはもちろん、
それ以外にも運動の機会を多く持って
もらうためにリハスタッフ、
フロアスタッフと共にフロアリハビリを工
夫しています。
それぞれの方の歩く機能に合わせた方法でのウォーキ
ングタイム。棒体操や立ち上がり体操。発声訓練。体を動かして大き
な声を出すと気分もスッキリして食欲が湧いてきます。

オシャレなフランス料理

多才なボランティアさん方による出し物を楽しみに毎日午前と午
後の２回１階の大広間までご自分で車椅子を動かしたり、歩いたりさ
みんなで楽しく卓球タイム
れながら参加されます。
「今日はこのボランティアさんの出し物がある
で」
「カラオケ楽しみだわ」等、予定表を見てご自分のスケジュール管
理もされます。生活にメリハリが付き、起きている時間が長くなり、食
欲が湧いてきます。
１杯のコーヒーを毎日楽しみに、ボランティア

コーヒー さんや仲良しの利用者様同士のおしゃべりにも
喫茶

アクティビティーの様子

花が咲きます。

フロア

季節感を大切に、壁面の飾りを利用者様とともに作成しています。
季節折々のおやつ作り、盆踊りや大運動会など企画が盛り沢山です。

毎週口腔外科の先生による診察があり、歯科衛生士、
フロアスタッフ、STによ
口腔ケア る口腔ケアに力を入れています。毎日の口腔ケアはお口の中をきれいにし、肺炎
を予防するだけではなくお口を動かし、嚥下リハビリをする良い機会です。口腔
ケアとともに毎日継続して嚥下リハビリを実施しています。
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私たちは、
あなたの“本当にしたいこと”を見つけ、
ゴール（目標）に向かって共に歩みます。
就労移行支援事業

VIVAローゼが発足しました！
！

フェニックス障がい福祉サービス就労移行支援
事業が開始になりました。
就労移行支援VIVAローゼでは、就職までの必
要なトレーニングをする場所です。例えばパソコン、
体力作り、集中力を高めるための作業を行います。
ご家族、お知り合いの方で一度行ってみたい方
がおられましたら是非ご相談ください。
ご利用者さんのご紹介

１日のプログラム例
月〜木

第2.4水/金

9:40〜 朝礼
10:10〜 掃除
10:30〜 パソコン
ビジネスマナー
11:20〜 休憩
11:30〜 体力づくり（レッドコード）
インターンシップ※

※特定の職の経験を積むために企業や組織
において労働に従事している期間のこと

伊藤 和由さん（45歳）
5年前に脳梗塞を発症し右半身に麻痺が残ってい
ます。今まではデイサービスを利用されていましたが
その日々に疑問をもっておられました。
自分は死んでもおかしくない状況だったのに幸い
一命をとりとめ、現在こうして生かされているのには
何か意味があるのではないかと日々考えてみえます。
そして、現役の時のようにとはいかないまでも、もう
一度仕事をして自分が社会の一員としていつまでも
参加していたいという思いから、今回VIVAローゼに
来ることを決められました。

梶浦 久子さん（52歳）

12:20〜 昼食・休憩（持参・注文どちらでも可）
13:30〜 作業

（褥瘡用ガーゼ作り・
資料のホチキス外し・
契約書作成・
封書作業など）

13:30〜14:00
日報記入・終礼

15:00〜 日報記入・
15:30 終礼
対象：65歳未満の障がいをお持ちの方で
一般就職を希望する方。
（ 手帳や診断書が必要）

Ｈ24年に脳出血を発症し、右半身に麻痺が残って
います。
梶浦さんは病気発症前と後では自分の性格が大
きく変わったと実感されています。以前の自分と比べ
ると本当に穏やかになり、子どもの接し方も変わった
そうです。今までは訪問リハやデイサービスを利用さ
れてみえましたが、日々の家事をこなすだけでなく、
以前のように仕事をしたいという意欲が現在も強く、
そのため就労支援を利用し、
トレーニングを受けな
がら今の自分に合う仕事を探していきたいとやる気
満々です。

このような意欲あるご利用者さまから私たちスタッフも大きなエネルギーをもらっています。
まだ
立ち上がったばかりですが試行錯誤しながら社会復帰を目指します。

【お問合せ】
電話０５８-３７０-９７００
携帯０８０-３２５４-６２８７まで
担当山田・丸山
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ご相談ください。
一緒に考えましょう‼

PHOENIX DANKE

優秀演題賞に選ばれました！
！
令和元年9月15日、16日NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネット
ワーク第25回全国の集いin東京2019が開催されました。
「 地域包括ケア」
のカテゴリーで「2040年問題を見据えた地域デザイン機能の強化〜総合
受付機能を強化しシームレスな連携を目指して〜」の演題で発表し、実践交
流会において優秀演題賞に選ばれました。日頃の活動が評価されたと感動
し、今後の働く活力となりました。私たちは「つなぐ」
ことが仕事です。人との
保健師
関わりの中に喜びがあり、
「あなたがやりたいことを一緒に考えます」の思い
主任介護支援専門員
で、活動していきたいと思います。
山口 恭代

グループホーム

私の部屋 クラブ活動報告
今年度より私の部屋では、グループホームで初めての
取り組みとなる
「クラブ活動」
を行っています。
現在、軽音クラブ・茶道クラブ・園芸クラブ・体操クラ
ブ・オシャレクラブ・お手紙クラブ・体操クラブと７つのク
ラブがあります。
まずは日の関わりから入居者の皆様がお
好きな事・得意な事を見つけ、そこからクラ
ブの内容を職員で話し合い、皆様にどのクラ
ブに所属して頂くかを決定した上で活動を
開始しました。
今までもユニットごとに様々な行事や活動を計画し行ってきましたが、入居者様そ
れぞれの得意不得意や好き嫌いが違い、全員参加が難しい状況が悩みでした。
例えば、お裁縫をやろうと思っても全員ができる訳ではありません。
カラオケをしよ
うと思っても、歌なんて嫌いだと話される方もみえます。
だったら、ユニットごとでの活動に縛られずに、皆様がお好きな事や得意な事をグループホ
ームに入居されていても継続して行えるような取り組みをしよう！と思ったのがクラブ活動を
始めた、私たち職員の最初の思いです。
実際活動させて頂くと、皆様の昔ながらの知恵
などに私たち職員の方が勉強させて頂く事の方
が多くあります。
私たちが知らない入居者様の一面もまだまだ
あると思います。そんな一面を引き出せるよう、そ
して今後も皆様に楽しみを持っ
て生活して頂けるような取り組
みを続けていきたいと思います。
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第3回 ＨＯＴの会を開催しました！
第３回ＨＯＴの会が１０月１５日陵南福祉センターで開催されました。本人、家族、ケアマネ
ジャーなど合計１０名参加されました。
ＨＯＴの会とは在宅酸素療法を行っている方とご家族が、
日ごろの生活の中で不安に思っている
ことなどを話せる交流の場です。
在宅酸素療法を行うようになり、呼吸法、ストレッチを
一緒に行いました。
今後、介護者に背中をさすってもらうことで呼吸が楽に
なるという意見から介護者ができることの助言もしていき
たいと思っています。
今後も１年に２回、
４月と１０月に開催しますので、在宅
酸素療法を行っている本人、家族、専門職など興味のある
方はぜひ参加をお待ちしています！
ご家族の方との意見交換の様子

インターンシップ 鵜沼第二小学校の生徒さんが

見学に来ました
11月7日、鵜沼第二小学校3年
生の皆さんが、職場見学に来訪さ
れました。患者さんと接する看護師
さんや、
リハビリの様子を見ながら
将来の夢を膨らませる生徒さんも
いました。初めて見る様子に興味を
持っていただけたようで、たくさん
質問の手も上がり楽しい交流の場
となりました。

みなさん真剣に理事長のお話を聞いています

百寿会 平均年齢94歳！
もも

じゅ

か い

10月17日に第一回百寿会が行われました。
男性4名、女性4名の90歳以上の元気な方々に集まって
もらい、長生きの秘訣を伝授いただきました。中島はまさん
は1 0 0 歳を迎
えられ 、現 在も
まだお元気でい
みなさんほがらかな笑顔が印象的
らっしゃいます
が、毎日必ずしていることは、“鼻うがい”と”ラジオ体操”
だそうです。皆さん共通していることは、好き嫌いなく食
べることと、自分のことは自分でする、ということでし
た。三月には第二回を開催する予定で、
どの方も再会を
心待ちにしている様子でした。
「100歳までがんばるぞ−!!」
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部活動紹介

ハミングバード 〜フェニックス合唱同好会〜
ハミングバードというのはフェニックスの職員に
よる合唱同好会。
フェニックス内の施設の慰問を目
的として結成して1年になります。
結成以来の活動は今年8月10日に「すずらん・
DANKE」、11月16日には「だんらん・ComDo33」
を慰問しました。今後は2月1日に「メゾンペイネ・
ComDo2」
を慰問する予定となっています。
回を重ねることに皆のやりたいことが形になっ
て、バージョンアップしていくハミングバード。
真っ赤なほっぺたで元気に合唱
多職種の職員で結成されているためにお互いに
横の繋がりも出来て、
とても楽しく練習活動をしています。
来年も笑いを絶やさずに”ハミングバード”はもっと羽ばたいていきますよ！

60歳以上の
有償ボランティアさん

大募集!

自分の
余暇を利用して
お友達と一緒に
働きませんか？

経験等
何もいりません

何をするの？
・お年寄りの話し相手、見守り
・身の回りの整理、整頓
・アクティビティの手伝い

お気軽にお問い合わせください
【お問い合わせ先】
フェニックスグループ 特定医療法人
（メゾンペイネ内）
社会福祉法人 法人本部 労務室
☎058-379-3588 担当：寺本 ※9:00〜17:00（平日）
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人生を顧みて、
自分の知らざる内的世界を探る
特定医療法人フェニックス

社会福祉法人フェニックス

会長

長縄 伸幸

しかし、社会環境が複雑化している現在では

人は未成熟で生まれ、小さな群れの中で肌を

家族や社会との関わり方も難しくなっています。

触れ合いながら外敵から身を守ってきました。
やがて、言葉の獲得と数を認識できるように

そこで、本日は知られざる自分自身との関係、
す

なると自分の経験や思いを仲間に
「語り・伝えら

なわち、
「自分の内的世界」
と真摯に内証してい

れる」人間へと進化してきました。

ただきたいと思います。

個人 ＝ 家族との関係 × 社会との関係 × 自分自身（内的世界）
との関係
人生山脈を書いてみよう

内的世界を瞑想のも

（例）人生の満足度（％）
100

と深く内証したいと思い

結婚
50

ますが、まず、自分の過

就職

ごしてきた人 生を静か

人生の満足度（％）

0

現在（

歳）

未来

100

に振り返ってみましょ
う。次に自分の過ごして
きた人生の満足度を経
時的に実線でグラフ様
に描いてみてください。
次に、今 後 残された人

50

生どう過ごしたいのか
想 像し、その満 足 度を
何となく延長線（破線）

0

で予想してみてください
現在（

才）

未来

（私の人生山脈）。

自分の大切なものを探してみましょう
私は今月70歳の古希を迎え、
やや気力や体力
の衰えを感じ始めています。
自分に与えられた役
割を一途に果たしてきた人生の充実感に浸ると
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ステージ1
彼女が老化度を測る目安としているのが「く

ともにそれを支え続けてくれた先輩・同僚および

れない指数」です。友達が「○○してくれない」、

家族に感謝をする今日この頃です。

配偶が「○○してくれない」、娘や息子が、世間の

人生の折り返しである60歳の還暦も過ぎ、余

人々が「○○してくれない」
と絶えず他人を当て

生の人生も1/3過ぎ去ろうとしている今こそ、
そ

にする人たちを彼女は「くれない族」
と呼んでい

の任を全面的に後進に譲り、今後自分の人生に

ます。
どんな若い人でも他人に向かって
「くれな

ふさわしい花を咲かせてみたいと思っています。

い」
と言い出した時は老化の始まりです。
そこで、

作家の曽野綾子は
「昔の老人には老いる才覚が

今後の人生に必要であると思われるあなたの大

あった。老いの基本は自立（自律）
である」
と述べ

切な2項目を次のページの4つのカテゴリーの

ています。

中に書いてください
（合計2項目）。

切である。
また、思い切った冒険はとしよりの特

ステージ2

権である。
そこで、
さらに3項目を先ほどのカテゴ

戦前生まれである彼女は子供のころから
「才
覚を持ちなさい」
と訓練されていた。何事にもい
ちいち人を頼らないで自分で考えなさいと地域

リーの中に追加してください
（合計10項目）。

ステージ5

で教育されてきた。今こそ高齢者だという甘えを

あの世があるか否かは分からないが、分から

捨て、過去の経験を活かし率先して正しいと思

ないものはある方に賭け、病人になっても明るく

うことを自分の才覚で行動すべきであると。
そこ

振る舞い喜びを見つけること。自分の能力の衰

で、今後の人生に必要であると思われるあなた

えを感じたら生活を徐々に縮小させることを考

の大切な3項目を先ほどのカテゴリーの中に追

える。そして家族への最高の贈り物は自分の生

加してください
（合計5項目）。

き様を見せることである。
そこで、
さらに2項目を
先ほどのカテゴリーの中に追加してください
（合

ステージ3

計12項目）。

今の老人はレストランで帽子をかぶったまま食
事をしていたり、音を立ててスープを飲んでいる。
皿を持ち上げて食べたり、
パンを切らず大きいま

自分の将来の人生設計が出来ましたか？

まかぶりついている。
ただ黙って食べている男性、

先程描いた「私の人生山脈」の未来を描いた

大きな声で回りを気にせず喋り散らす女性など。

破線部分をもう1度見直してさらなる大きな夢

いくつになっても身だしなみに気を付けるのはも

を実現しましょう。

ちろんですが、
それより最も大事なのは
「精神のお
しゃれ」
である。
そこで、
さらに2項目を先ほどのカ

追記：
「人生40にして惑わず」
という格言があり

テゴリーの中に追加してください
（合計7項目）
。

ますが、人生100年時代を迎え、
「人生3段階か
ら5段階」
に変わろうとしている今、40歳代以降

ステージ4

の人々にも人生を見直し再充電する必要があり

老人になったら若い人の出る幕を作ってあげ
る。
そして
「何をしてもらうか」
ではなく
「何ができ

ます。その時、下記書籍を参考とされることをお
勧めします。

るか」を考え、与える側に立つと幸せ感が増す。 『老いの才覚』
曽根綾子、
ベスト新書
また、老人の仕事は孤独に耐え、1人で遊ぶこと
を習慣づけ、その中で自分を発見することが大

『妻のトリセツ、夫のトリセツ
（女性脳・男性脳）』
黒川伊保子、講談社

4つのカテゴリーを書いてみよう
カテゴリー①大切な物・思い出のある品物
（

）（

）（

）

）（

）

）（

）

）（

）

カテゴリー②大切な人や動物・ペット
（

）（

カテゴリー③大切な思い出・出来事
（

）（

カテゴリー④大切な活動・仕事
（

）（
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この街の元気をつくりたい。
トータルケアでしあわせを応援します。
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
フェニックス総合クリニック

メゾンペイネ ………………………TEL（058）370-5225

TEL（058）322-2000

（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

フェニックス在宅支援クリニック …TEL（058）322-2100

らぽら・ぽら ………………………TEL（058）370-2800

（老人保健施設）

介護予防デイサービスCom.Do2 …TEL（058）370-2800

ハートピア・フェニックス …………TEL（058）322-2221

ひだまり………………………………TEL（058）370-8885

（老人保健施設）

（グループホーム）

フェニックスデイケアセンターA&S TEL（058）322-2222

サニーテラス…………………………TEL（058）370-9915
（グループホーム）

フェニックス在宅相談センター ……TEL（058）385-2244

事業所内託児所 ショコラ …………TEL（058）379-3588

地域包括支援センター フェニックスかかみ野 TEL（058）384-8844

Anti-Aging複合施設

サンバレーかかみ野 ………TEL（058）370-7777

健康館フェニックス

デイケアセンターきらら ……………TEL（058）370-8875

介護予防デイサービスCom.Do……TEL（058）379-2022

（老人保健施設）

メディカルフィットネスQ10 ………TEL（058）379-3388

（デイケア）

（デイサービス）

事業所内託児所 それいゆ ……………TEL（058）379-3588

ドクターズレストラン GA楽 ………TEL（058）379-1818

ケアハウスだんらん ………TEL（058）379-3377

コミュニティ・プラザ

ダンケ

フェニックス DANKE

さんさん

デイサービスCom.Do33 ………… TEL（058）379-3773
（デイサービス）

DANKE（暖家）………………………TEL（058）370-0070
（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

私の部屋…………………………TEL（058）370-1200
（グループホーム）

Com.Do DANKE …………………TEL（058）385-1155

Com.Do那加…………………TEL（058）322-5757

デイサービスセンターすずらん …TEL（058）385-3033

（デイサービス）

（リハビリデイサービス）

（認知症対応型デイサービス）

Com.Doパークサイドテラス …TEL（058）372-3535

地域交流広場 DANKE ……………TEL（058）385-1155

（介護予防デイサービス）

就労移行支援事業

VIVAローゼ …………………TEL（058）370-9700

関I.C
ケアハウス

各務原C.C

だんらん

サンバレーかかみ野

岐阜C.C

R156

おがせ街道
東海中央
病院

JR高山線

那加
新那加

各務原

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

Com.Doパークサイドテラス

至犬山

R21
名電各務原
三柿野
至江南

関・江南線

東海北陸自動車道

N

私の部屋

蘇原
市民公園

Com.Do那加

各務原I.C

おがせ池

おがせ

メディカルセンター

アピタ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

特定医療法人

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番

フェニックスグループ

羽場

検索

交通のご案内

メディカルセンター・フェニックス

名鉄各務原線 おがせ駅 又は名電各務原駅より徒歩10分
JR高山線 各務原駅よりタクシーで5分

サンバレーかかみ野

東海北陸自動車道 関インターより車で10分
名鉄各務原線 三柿野駅よりバスで15分
JR高山線 蘇原駅よりタクシーで7分

社会福祉法人

岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

http://phoenix-g.jp

2020新春号

（デイケア）

Vol. 12

（小規模多機能サービス）

リハトピア・フェニックス …………TEL（058）322-2220

