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　「みなさん、あたらしい憲法ができました。そうして昭和22年5月3日から、私たち日本国民は憲
法を守っていくことになりました」当時の文部省が出した新しい憲法のはなしの前文です。憲法
は国の最高法規であり、私たち国民の基本的人権を定めています。そして前文には憲法の考え
方を明記し、これと違った風に考えてはならないとまで書かれています。
　今年の憲法記念日に安倍首相は突然、「憲法9条に『自衛隊の存在を明記』する」と発言しま
した。そして2018年1月の通常国会に改正案を提案し、審議する方向を指し示しました。2年前
の安保法制（戦争法）により、自衛隊は条件付きで海外での戦争に参加できるまで任務が拡大
されています。戦争する国づくりを進め、多くの自衛隊員の命を危険にさらす9条改憲は許すこと
が出来ません。
　憲法の3原則である民主主義・国際平和主義・主権在民主義は、この70年の間、私たちの血
肉となり脈 と々流れているのです。
　私たちは、24時間・365日健康権や生存権を守る介護の実践に取り組んでいます。その大前
提が平和と人権を大切にされる社会です。いのちと対極にある戦争への道を許さず、「日本と世
界の宝、憲法9条」を守り抜くために、引き続き職員一同で取り組んでいきたいと思います。

今こそ、憲法を暮らしの中に 
　平和と人権が大切にされる社会へ
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小林貞士さん

 同志社女子大学に通っていた18歳の頃です。ある日シェ

ィクスピアの勉強がしたいと沢山の本を持ってキャンパ

スを歩いていると、からかってきた二つ上の先輩がいま

した。同じ合唱団に入っていた彼の、左手に缶ピース、

右手でたばこをふかしている姿がとても格好良く見え、

すぐに惹かれました。その後何度か二人で浴衣を着て大

文字を見に行ったり、下鴨神社や御所で長い間話をした

り、手を繋ぐだけの純粋な恋愛でした。六十年代に安保

闘争が始まり、私たちは学生運動にはまり、いつしか会

わなくなりました。お互いに別々の人と結婚をしました

が、いつも元気でいてほしいと思っている人です。

　親戚同士で、生まれた時から結婚相

手として決められていた人がいました。小さいときは

一緒に遊んだ事もあり、当時のおやつはサツマイモを

蒸かしたものが多かったです。お祭りがあっても二人

で出かけた事はありませんでした。結婚する前に戦争

が始まり、相手は戦地に行ってしまいました。近所か

ら私を嫁にと言う話がずいぶんありましたが、全部断

って相手が戦争から帰ってくるのを待っていました。

戦争が終わり帰って来た相手と結婚しました。子供も

三人生まれ生活の苦労はさほどなく、幸せな人生やっ

たなぁと思っています。

　昭和5年生まれのAさん。同郷

の隣村同士で元奥様は村でも評判

の美人。当時二人は高校生（旧制

中学校）。Aさんは卒業すると、

九州の地主の長男坊だったにもかか

わらず、京都に奥様を追いかけてきて

そのまま同棲、32歳で一人息子を授かったものの、

諸事情で借金を背負い離婚と言う道を選択すること

になったそうです。初恋だったそうです。どんな味

だったのでしょうか？波乱万丈の恋の行方は「情熱

のバラの味」だったのかな。

　初恋は20歳の時、相手は17歳の女学

生でした。家族には、日曜日に「会社

に行く」と言って朝早く喫茶店で逢っ

ていました。コップ一つにストローを

二つ入れ、好きな音楽を聴きながらカル

ピスを飲むという、とても純真な付き合い

でした。ある日、ふたりで家にいたとき、福井の大地震

があり半分壊れた家の中で「好きや」と告白しました。

手をつないだことが記憶に残ります。2、3年後、結婚を

申し込んだが、女姉妹の長女で「家を守らないといけな

い」と言われ、あきらめました。「若いときに戻りたい

なあ〜」 

　20歳で愛知県の大手紡績会社へ就職

し、兵庫県出身者ばかりが集まったサー

クルで気になる人ができました。ハイキン

グなど色々な取り組みで楽しく過ごし、「この人となら結

婚してもいいかな。」とも思いましたが、当時社内恋愛は

よくないという風潮でしたので、二人きりで出かけること

はありませんでした。その後親戚から京都に来ないかと誘

いがあり、仕事を辞めた時に終わった形になりました。若

い頃の淡い思い出です。 　 　 

～初恋は◯◯の味～～初恋は◯◯の味～

　尋常高等小学校の遠足で鞍馬山へ行

った時の話です。おやつに夏ミカンを持って行きまし

た。カバンから出したとき斜面をコロコロと転がってい

き、同じ組のA君が「ミカン、取ってきたら半分くれる

か？」と聞くので「あげるよ」と言ったら、本当に下の

ほうまで行ってミカンを拾ってきてくれました。昔は夏

ミカンでも貴重だったので半分欲しさに取りに行ってく

れたんかと思いましたが、そのあと学校でA君はよく話

しかけて来てくれて、仲良くしてもらいました。初恋か

と聞かれたらよくわかりませんけど、それ以上仲良くな

る事はありませんでした。戦争が終わってからA君が特

攻に志願したとうわさで聞きました。

あわい思い出

Ｓ・Ａさん

橋下和夫さん

S・Wさん

初恋は缶ピの味 情熱のバラの味

夏ミカンの味

幼馴染と蒸かし芋

初恋はカルピスの味

あっさりと終わった恋 矢戸まさこさん

藤田稜子さん



　憲法がつくられてから７０年以上が経ち、安倍内閣総理大
臣が憲法改正を表明しました。このことを皮切りに、近頃の
ニュース番組では憲法について多く特集が組まれるようにな
ったと感じます。憲法カフェを読み始め、皆で意見交換をして
いると、これまで身近に感じられなかった憲法について、自分
自身が生活する中で些細な事でも憲法に深い関係があるこ
とに気が付き、また私たち国民も憲法に守られていると知り
ました。１人１人の尊厳を守るために、できることはしたいと
思いました。これからも憲法カフェを開催する人が増え、平和
への取り組みに関心を持ってくれる人が増えてほしいと感じ
ました。　　　　　　　　　　　　看護師　村田紗帆 

　５月３日午後、憲
法９条改正に異を
唱えるため、円山野
外音楽堂で「５・３
憲法集会in京都」
が開催され、2800
人が参加しました。
安部首相は、自衛

隊の存在を憲法9条に軍隊として明記する条文を加える考
えを明らかにし、2020年施行を目指すと明言しました。参加
した職員の感想は、「座りきれない程の人で、年々参加人数
が増えている。皆の思いが強くなっていると感じた。」とありま
した。集会後は京都市役所前まで「憲法ウォーク」が行われ、
コースとなった祇園や河原町の観光客が、憲法擁護のアピ
ールに応えて手を振り返してくれたそうです！

　このところ、「憲法改正」という言葉をよく耳にします。憲法
を改正すると、私たちの暮らしにどのような影響があるのでし
ょうか？地域の介護に携わらせていただいている葵会デイサ
ービスの職員は、 「MIN-IREN憲法caf 」を使って憲法学習
を進めてきました。
　医療・介護で働く私たちに関わりのある「憲法25条」。戦
後、この憲法25条を元に国民運動が広がり、多くの権利が
かちとられてきました。しかし、経済界や政府が、医療・社会
保障費削減を本格的に進めてきている現状に、政治に対す
る不安や、国民が行動を起こす大切さを職員間で共有しまし
た。また、「集団的自衛権」や「秘密保護法」、「共謀罪」など
次 と々強行採決してきた政府ですが、戦争ができる国づくり
を目指して、「憲法9条」を改憲最大のターゲットとしています。
憲法9条があったからこそ築き上げてくることができた平和。
改憲によって根底から覆されようとしている事態に、「軍事費
より社会保障費を」、「9条を捨てる日本に、平和な未来はな
い」、「徴兵制になるのでは？」など、いのちや暮らしが脅かさ
れている状況に様 な々意見が出ました。
　二度と戦争を繰り返さないために作られたのが日本国憲
法。武力に頼らない平和を追求することの大切さを憲法学習
で学びました。葵会デイサービスでは憲法学習を継続し、い
のちや健康を守り続けるために、声を出して行動したいと思
います。 
　全日本民医連ホームページにて、 「MIN-IREN憲法caf 」
をダウンロードすることができます。ぜひ一度、ご覧になってく
ださい。(min-iren.gr.jp)

　　　　　　　　　葵会デイサービス 　藤井　智貴 

いのちと暮らしを守るために

 憲法カフェの勉強しました

憲法集会と憲法ウォーク！

＜熱中症の４タイプ＞
① 熱失神 　症状：めまい、冷や汗、一過性の意識障害 
② 熱けいれん 　症状：手足のけいれん、筋肉痛、足がつる 
③ 熱疲労 　症状：全身の倦怠感、吐き気、嘔吐、頭痛、40
　 度以下の体温上昇 
④ 熱射病 　症状：40度以上の体温上場、発汗停止、意識
　 障害、全身の臓器の障害 
※熱疲労、熱射病が疑われた場合にはすぐに救急車を呼ぶ
　ようにしましょう。 
※特に足がつる症状は見過ごされやすい熱中症の初期症
　状と言われています。

～熱中症を知ろう！～

MIN-IREN憲法caf

＜熱中症のサインを見つけたら？＞ 　
① 木陰や屋内などの涼しい場所に移動する 
② 衣服を緩め風通しをよくする 
③ 首、わきの下、足の付け根などの身体を冷やす 
④ 水分補給をする（薬局で購入できるOS-1など）

熱中症は屋外だけでなく屋内でもかかります。 
サインがあれば早めの対処が必要です。 
万が一熱中症にかかっても重症化しないように、 
こまめな水分補給や室温調整など、早めの対応を心がけ
ましょう。 

日差しもどんどん強くなり外出が億劫になるこの季節。 
夏場、長時間屋外にいるときに気分が悪くなったことはないでしょうか？ 
それはもしかしたら熱中症によるものかもしれません。 
暑い日を乗り切る為、今回は熱中症の種類と簡単な対策をご紹介します。



配布数　98件　　回収数　77件　　回収率　79％
1）記入される方はどなたですか

8）あなたが苦情や改善の要求をしたときの訪
問看護師の対応はいかがですか

訪問看護満足度アンケート調査　2016年度

本人
27％

家族
69％

その他関係者　0％

ケアマネジャーから
すすめられた　57％

わから
ない 1％

自分で見
つけた 4％

その他　5％

受けた
58.4％

だいたい
受けた
32.5％

あまり受けていない 2.6％
受けていない 1.3％

わからない 2.6％

満足して
いる 64.9％

ほぼ満足
している
31.2％

不満である　0％
やや不満である　0％

満足して
いる 
55.8％

ほぼ満足
している
42.9％

どちらともいえない 1.3％

不満である 0％

やや不満である 0％

受けている
58.4％

だいたい
受けている
32.5％

どちらとも
いえない 6.5％

受けていない 1.6％
あまり受けていない 1.3％

どちらともいえない 3.9％

あまりなっていない 1.3％

なっていない 0％

なっている
66.2％

満足して
いる
31.2％

ほぼ満足
している 
19.5％

どちらともいえない 2.6％

不満である　0％

したことが
ないので
わからない
42.9％

主治医から
すすめられた

31％

2）当ステーションを選ばれた理由は何ですか

3）あなたは契約締結又は利用開始にあたっ
て、訪問看護についての十分な説明を受け
られましたか

4）訪問している看護師の態度や身だしな
み、言葉遣いなどはいかがですか

5）訪問看護師が提供する看護内容はいかが
ですか

7）訪問看護のサービスを受けることで介護へ
の負担や不安が少しでも軽くなっていますか

6）あなたは訪問看護師に介護や病気のことな
どをいつでも相談し、納得できる助言を受け
ていますか

無回答　1％

無回答　2.6％

無回答 0％

無回答 1.3％

無回答 0％

無回答 0％

無回答　4％

無回答　2.6％

どちらともいえない　1.3％

少しなっ
ている
26.0％

やや不満である 1.3％



9）あなたは訪問看護を
この事業所で今後も引
き続き利用したいと思
われますか

ぜひ利用
したい 
70.1％

利用をやめたい 0％

どちらかといえば

利用をやめたい 0％

どちらともいえない 3.9％

無回答 2.6％

どちらか
といえば
利用したい
23.4％

 6月24日(土)紫野協
立診療所2階で第4
回北健康友の会総
会が行われ、約50
名の参加でした。 1
年間の活動のまと
めや会計報告等あ
り、今年度の活動を

担う役員の選出を行いました。北健康を守る会、上賀茂
健康友の会、待鳳健康友の会、かも川生健会、あおい健

康友の会、柏野の6つの支部で構成される北健康友の会
は2723名の会員を有した組織です。（2017年3月31日付
け会員数）。
　高齢者お食事会を積み重ねている上賀茂健康友の会
からは、30数名が集まれる場所がないこと、柏野からは小
学校の統廃合問題が地域の問題となっていることなど発
言されました。各支部それぞれに課題があり、地域を拠点
にした友の会の活動が広がりつつあることを感じました。
　私たちも待鳳地域に移転し、地域の拠り所になれるよ
うな活動を、会員さんと共に進めていかねばと決意を新た
にしました。秋の共同組織の強化発展月間や、恒例行事
となった紅葉狩り、在宅の家族同士の交流なども含めて
全職員で盛り上げていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　（文責：国井牧子） 

～地域と共に、共同組織と共に！～

第4回北健康友の会総会に参加しました

第二部の学習会は紫竹

地域包括支援センター

長による「私たちが　

健康に　楽しく　住み

慣れた地域で生活する

ために」

北村理事長の

挨拶を受けて

開会

　全体として、各項目において、「満足している」という評価は、前年度より低めで「ほぼ満足
している」という評価の方が多くなっていました。
　「訪問看護を利用し相談ができる事で気が楽になった」「時間外でもすぐに、対応してもら
えるので感謝しています」「訪問は、本人や家族との信頼関係が大切だと思っています。事業
所の都合で何人も変わられると困ります」というご意見がありました。事業所としては、複数
の目で見て検討するという事と、緊急時の対応が誰でも出来るようにしておく事を大切にし
ていますので御協力をお願い致します。 「アドバイスが、少し頼りなく思ったりします」という

ご意見に対して、今後は、スタッフ間
で共有し、スタッフ一人一人の看護
技術、知識の向上に努め、よりよい看
護を目指していきたいと思います。 
　利用者、家族の皆様の思いに寄り
添い、引き続き葵会の訪問看護を利
用したいと思っていただける様に、今
後もより一層の努力をしてまいりま
す。 
　　　　　　　訪問看護管理者
　　　　　　　　岩村　留美子

訪問看護アンケートにご協力ありがとうございました。

訪問看護スタッフ全員集合



職員あいさつ

傾聴ボランティア 

　6月20日は、ステーション全体の訓練でした。４部署合
同で行うのは今回が最後です。
　２階の炊事場から出火したと想定し、初期消火から通
報、デイサービス利用者さんの誘導を行いました。「訓練
で出来ないことは、とっさの時も出来ません。」という消防
士さんの言葉に、みんな真剣に取り組み、最後は近所の
子どもたちと一緒に消火器の使い方を練習しました。

ボランティアに興味のある方は是非ご連絡く
ださい。どんなジャンルでも大歓迎です。現
在、尺八・ハーモニカ・歌いましょう・囲碁な
ど来て下さっています。 葵会のデイサービス
の利用者様の笑顔を一緒に増やして頂けま
せんか？

　3月4日(土)に紫竹地域包括支援センター主催で、大宮商店
街で行われた「徘徊模擬訓練」。当ステーションからも5名の職
員が参加しました。

　大宮学区の地域の老人福
祉員、民生児童員、社協、北
福祉事務所長、生活安全課
の係長、地域の介護事業所
総勢60名が大宮会館に集
合。その後4グループに別れ
「801みその橋商店街」へと移

動。徘徊者情報を頼りに地域を歩き、スタッフが扮した徘徊者
保護にむけて、あの手この手で話しかけアプローチしました。熱
が入りすぎてお店の中に行列ができてしまいお客さんにご迷
惑をかけてしまったという反省点も出されましたが、「声かけっ
て案外難しい」と実感。今年度は紫竹学区で行われることも決
まっています。この模擬訓練の後、スタッフのＴさんは実際に道
に迷っていた高齢者を保護しました。普段からアンテナの感度
を高くすることって重要ですね。 

この4月から土曜日と祝日に勤務
しています。担当は個別機能訓練
指導です。 1年前まで紫竹地域包
括センターでケアマネジャーをし
ていました。デイサービスは全く初
めてで、毎回皆さんとお喋りをし、
元気をもらっています。この仕事
で益々若くなる（？）事を期待して
頑張ります。 

～消火避難訓練～

　2017年度の総括会議を開催しました 6月2日(金)夕方から、
葵会総合ケアステーションの総括会議を開催し、32名の職員
が参加しました。
　法人と事業所の2016年度の総括と2017年の方針を確認す
るとともに、各部署からの報告を受けてグループ討論を行いま
した。グループワークは、「待鳳地域と融合する事業所づくり、私
たちができること」「これからの時代に望まれるデイサービスの
在り方」という２つのテーマで行いました。旧待鳳診療所への３
部署移転に向けての課題や、葵会デイサービスが目指すことを
明確にし、地域に出ていく決意を新たにしました。 

～行方不明になっても皆で探せる地域
　　　　　声をかけられる地域づくり～

～2017年度の総括会議開催～

～職員と肩を並べて、毎日大活躍！！～

終日さんざめきを聞きながら、自分が
お世話になる時、こんな風に過ごせる
かなーと思いながらやっています。 

週一度ですが、楽しさせつなさ様々
な経験をさせて頂いております。私も
含め皆々様に良き老後を願いつつ 。

利用者の方にこち
らがパワーを沢山
頂いています。

ボランティア募集

配膳ボランティア

看護師　原　悦子

渡辺　妙さん 水野美代子さん

大槻尚子さん 

地域の人も
参加して
くれました

デイサービス



　6月14日から始まった改修工事も順調にすすみ、7月22
日に 待鳳診療所跡地に無事引っ越しを行いました。
 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所、紫竹包括
支援センターが移転し、7月24日より営業を開始していま
す。葵会デイサービスは現住地(紫竹大宮山ノ前町)にとど
まり、運営を継続します。併せてよろしくお願いいたします。 
　1階は待鳳診療所の待合室、診察場、リハビリ室があり
ましたが、待合室は地域の皆さんがいつでもほっと休める
休憩室として生まれ変わりました。その奥に紫竹地域包括

花は咲かねど、笑顔満開のお花見会開催！花は咲かねど、笑顔満開のお花見会開催！
　4月1日（土）今年も今宮公園でお花
見会を開催、ぽかぽか暖かい日が続い
ていたのに、急に寒さがぶり返し、追い
討ちをかけるように明け方までの雨。芽
吹き始めた桜のつぼみが硬いままでの
開催となった恒例のお花見会。足元は
ぬかるみ、急きょビニールシートを敷い
て対応しました。
　コートがないと震えるほどの寒さでし
たが、待鳳の友の会会員さんと利用者
さん27人、職員12人、歌のボランティア
さん3人と総勢42名の参加でした。

　「桜が無いとちょっぴり寂しいね」と
造花の桜がいつの間にか準備され、訪
問看護師さんの漫才の披露（ピンクの
合羽と花の冠はお揃いで）は、いっそう
の華やかさを演出してくれました。それ
にも負けず劣らず参加者の皆様の大き
な「ワハハ」の笑い声が。「あー今年も花
見を計画してよかった。来年も頑張ろ
う」と思ったスタッフ一同でした。

葵会総合ケアステーションの一部が
　　　　待鳳診療所跡地に移転しました。
葵会総合ケアステーションの一部が

　　　　待鳳診療所跡地に移転しました。
支援センターの事務所があります。
　2階は訪問看護と居宅介護支援事業所の事務所に。
3階は社会福祉法人七野会の訪問介護事業所と会議
室となっています。
　待鳳診療所が紫野診療所と合併して3年が経過して
います。長らく空けたままであった診療所でしたが、これ
からは介護事業所と地域の皆さんが活用できるたまり
場や会議室として、さらに発展させていきたいと思って
います。
　建物の名称は、皆様に親しんで頂けるよう、「たいほ
う」と平仮名を使用しました。お近くに来こしの際は、ぜ
ひお立ち寄りください。　　　　　　　　(文責:国井) 
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食事前のお口の体操

桜はないけど、お弁当は今年も美味しいね

歌のボランティアさんたち

さあ、大きな声で歌いましょう

訪問看護師による、
　恒例の漫才もおおうけ

た
い
ほ
う
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　今年の4月から、祝日も訓練を開始しました。
　筋力や身体のバランス力・柔軟性を高めるために、デイサービ
スで個別機能訓練を始めてもうすぐ3年目を迎えます。訓練メニ
ューの検討から始め、今では99歳の方を含め約40人の方が参
加しておられます。5人までのグループで、椅子を利用し、立って
の足踏みや片足立ち、立ち上がり等約20分間の体操をしていま
す。個室を使い少人数で行うので、自然と利用者様同士の会話
も弾んでいます。少ししんどくても、達成感や自信を持ってもらえ
る事を目指し、今年の4月からは祝日も休まずに訓練しています。
　生活の中に訓練を生かせるよう日常生活動作にも楽しく取り
組んでおられます。
　脳トレでは、簡単な計算や漢字クイズなどに取り組んでいま
す。 

　桜の花咲き誇る頃となりました。デイサービスでは、4月上旬に、
毎年恒例の春のドライブを開催いたしました。期間中は雨が降る
こともなく良いコンディションで参加していただけました。

個別機能訓練

春のドライブ
２０１7

葵会デイサービス

　賀茂川を上賀茂橋まで通り抜け、松ケ崎浄水場へ続
く疏水の道を東へ。その後一乗寺へ足を延ばし記念撮
影。街並みも楽しみながら、デイサービスへ帰ってきまし
た。ドライブ中は、子供の頃のお花見の思い出を話して下
さったり、「きれいやね」と言い合っておられたり、お話は

控えめにジッと桜を鑑賞されている方など、利用者さ
んそれぞれ色 な々楽しみ方で参加されていました。デ
イサービスに帰っても、皆さん笑顔でドライブのお話
をされていました。

ステーションの一部は移転しましたが、葵会デイサービスは変わらず、今までと同じ場所で運営します。 
見学も受け付けています。元気いっぱいのデイサービス！！ぜひ遊びにいらして下さい。

～ますます充実～

生活の中に訓練を生かせるよう

日常生活動作にも楽しく取り組

んでおられます。

脳トレでは、

簡単な計算や

漢字クイズな

どに取り組ん

でいます

葵会デイサービス管理者　河合　隆志
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