ケアを考え
"くらし" を良くし
福祉を変える
子どもも、障害のある人も
高齢者も、地域の人も、職員も
みんなが個人として尊重され
自然とともにわいわいと楽しみながら
コンヴィヴィアル（Convivial）な社会を
一緒に創造していく。
それが福祉楽団の仕事です。

福祉楽団の
20人

01 その人の生活や習慣を大切にします
多田里奈［24］

杜の家くりもと
ショートステイ 相談員

北海道教育大学函館校 国際地域学科 卒業
社会福祉士・介護職員初任者研修修了

ただ・りな 1996 年、北海道生まれ。地域福祉の実践に惹かれて入職。
介護現場のリーダーを経て最近、相談員に。わからないことばかりで私がい
ちばん相談員の先輩に相談してます（笑）。実家はおもちゃ屋兼銃砲火薬店。

爪を切るのも重要なケアです
高齢になると、皮膚や血管がもろくなってくるので、伸びた爪で掻くだけで傷がで

きてしまったり、内出血が起こりやすくなります。痛みを抱えれば動くことがおっくうに
なり、体力や生活する力が落ちていきます。だからといって短く切りすぎるとばい菌が

入ってしまう。人の身体を科学的な視点でとらえて、生命力の消耗を最小にしながら
生活を整えるのが介護の役割です。

「杜の家」では毎日の食事や排泄をスマホで詳細に記録してデータ管理・活用しますが、

その土台にも科学的な思考がある。入職して最初に教えられる、ケアを「科学的に」実践
するという考え方はとても新鮮でした。必読書の 1 つはナイチンゲールの『看護覚え書』
。

お酒の話が楽しい！
「杜の家くりもと」は

昔から米農家が多い地

域にあって、ご高齢の人

とはお米やお酒の話で

大好きなジャムパン
食べることがすごく好きな入居者さんで

した。お看取りの時期が近づき、食事量も
減って口から食べられるものも限られてくる

なかで、私たちに何ができるのかをご家族

と話し合って、ご本人が大好きなジャムパン
を食べていただいたことがありました。「今

千葉県香取市に「杜の家くりもと」はありま
す。季節の移り変わりを感じられる素敵なと
ころです。入職して私も近くに引っ越してき
たので、入居者さんに地域のことをいろい
ろ教えてもらっています。

4

日もおいしかった。安心して眠れるよ」と笑

顔で言ってもらえたときは、この方にとって

よいケアができたと実感できて、ほんとうに

うれしかった。これも介護の魅力の 1 つです。

よく盛り上がります。私

も日本酒が好きなので

「秋はやっぱり“ ひやお

ろし”ですよね」と言うと、喜んでい
ろいろ教えてくれますよ（笑）。

この地域で長いあいだずっと

暮らしてきた人がほとんどで、最
初は方言が聞き取れず会話に苦

労しましたが、自分も方言があ

るので、それも影響してるのかも

（ 笑 ）。 いまは 地 元 の 北 海 道 の

話もたくさんします。

休日にパンづくりや珈琲のハンドドリップをはじめましたが、二日酔いで潰れる日も多いです。

5

02 いつでも自由に外出できます
植村 航［26］

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

03 訪問介護っておもしろい！
榎本真美［24］

上智大学 総合人間科学部 卒業
社会福祉士・介護職員初任者研修修了

うえむら・こう 1994 年、埼玉県生まれ。入職したのは、いい意味で「福
祉っぽくない」と感じたから。リフレッシュ休暇で長く休めるのもよいところ。
去年は恐山の宿坊に泊まって死について考えました。

施設の外で花壇づくりもします

杜の家やしお
訪問介護チーム サービス提供責任者

えのもと・まみ 1996 年、埼玉県生まれ。「杜の家やしお」は地元。太陽
の光がいっぱいの建物で人も明るくて、見学してすぐに入職したいと思いまし
た。休日は YouTube でダイエット動画を観ながらひたすら体を動かしてます。

晴れた日は自転車が気持ちいい

僕の働く「杜の家」は暮らしの場であって、病院や

ディスポグローブや消毒グッズ、記録用紙、ときどき

学校のように管理を中心とした場ではありません。エ

コロコロや靴下など最小限のものをカバンに入れて、

レベーターや玄関には鍵がかかっていないので、認知

介護が必要な人のご自宅を回ります。多いときは日に

症の人でも自由に出入りできます。それは当たり前の

7 〜 8 軒。移動時のユニフォームは「BEAMS」との

人権を守るためでもあるし、一緒に外に出てはじめて

コラボです。訪問先では掃除、調理、入浴や排泄の

わかることもたくさんあります。花壇でパンジーをいじ

りながら、花屋で働いていたこと、花にまつわるご家族との思い出、いま気がかりな

ご家族への心配ごとなどを話してくれた入居者さんもいて、その人により近づけたよう
な気がしました。

介助などをしますが、家も暮らしぶりもさまざまでおも

しろいですよ。

掃除はなかなか大変なときもあって、野良猫がよく遊びにくる男性のお宅だと動物

の毛を取るコロコロが活躍します。コタツをめくったらネズミが寛いでいたり、庭のス

ズメ用の罠に私がひっかかったりして、予想外のこともいろいろ（笑）。料理がすごく

外からも人がやってきます
「杜の家やしお」にはだれでも使えるバスケのコートがあっ

て、中高生が 3on3 大会をしていたり、館内のフリースペース

上手な女性の台所には本格的な調理器具が揃っていて、一緒に料理をしながら勉強さ
せていただいてます。蒸し器でつくったシュウマイはフワフ

ワでとてもおいしそうでした。

ご自宅だと、その人が歩んできた人生を感じられるし、そ

では小学生がゲームや充電をしたりするのが日常風景です。

こでお話をすると絆が深まるような気がしてうれしい。生

日や、近所の人と一緒にごはんをつくって食べる「ごはんの日」、地域の人たちと多様

にって秘密を打ち明けてくれることもあります。

コンビニやパン屋が来て入居者さんが買い物を楽しめる

なテーマで語り合う「夜の語り場」というイベントもあります。

無料で貸し出す図書コーナーで
実家が本屋なので昔から本が好きで、入居者さんのエピ

ソードと、それに関連するおもしろそうな本をセットで展示す

る「あのひととこのほん」という企画を 1F の図書コーナーで

活の不安や辛い状況の話をされることも多いけど、私だけ

事務所に戻って娘と帰ります
施設内の保育所がありがたい！楽しそうに過ごす娘の写真が

ケアコラボ（ケア記録システム）にアップされるので、訪問の合間
にスマホを見てニヤニヤしてます（笑）。

いろいろと支えてくれる職場で、介護福祉士の資格取得の費

やりました。このときは、
「笑うってのは身体にいいんだってよ」

用もサポートしてもらいました。たんの吸引や経管栄養といった、

した。いつか福祉楽団でちいさな図書館をつくりたいです。

ケアでは必要なケースも多いので、なんとか取れてよかったです。

が口癖の入居者さんの紹介文と『 笑いと治癒力 』を並べま

1 冊の本に救われたり、本を介して人と出会えたり。貸本も福祉だと思います。
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埼玉県立八潮南高等学校 卒業
介護福祉士

介護福祉士でなければできない医療処置があって、特に終末期

父の自動車整備工場が近所なので、利用者さんに「あそこの娘か！」とたまに言われます（笑）
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04

赤ちゃんからお年寄りまで一緒です

撮ってくれました。お祭りのときには、はっぴを着た子
どもたちがお神輿をかついで施設を練り歩きます。

藤﨑祐太［34］

杜の家なりた
子どもチーム リーダー

高齢者のデイサービスがすぐ隣にあるので毎日交流
があります。この日は利用者さんがガラケーで写真を

千葉県立千葉大宮高等学校 卒業
保育士

ふじさき・ゆうた 1986 年、茨城県生まれ。人も場所も明るいイメージ
で楽しそうだなと思って入職しました。「SHINee」や「MAMAMOO」な
ど K-POP が好き。去年のリフレッシュ休暇はソウルを満喫。

いろんな言葉でオハヨウ！
保育所と障害のある子どもの放課後等デイサービス

を担当する「子どもチーム」で働いています。職員のお

子さんが過ごす保育所には普段インドネシア語やロシ

ア語で話している子どももいて、朝の挨拶では日によっ
ていろいろな国の言葉を使うこともあります。

デイサービスの子どももさまざま。身体が自由に動

かせない子と補装具を使って歩く練習をしたり、発

語が難しい子と遊びながらコミュニケーション上達のサポートをしたり、かけっこで勝っ

たり負けたりしながらワイワイやっているとすぐ日が
暮れます。

「杜の家なりた」にはお年寄りもたくさんいて、
抱っこ

してもらったり、おやつを一緒に食べたり、はしゃぎす

ぎて注意されている子も（笑）。職員とともに見守っ
ていただいてるような感覚です。元気な子どもたち

とふれあってお年寄りが笑顔になってくれるのもうれ

しいですね。

田植えもやります
広い施設なので敷地内でも走り回れますが、

近くの川や竹林にもよく出かけるし、側溝でザリ

ガニを見つけるとみんなテンションがあがります

ね。近所の田んぼで田植えをさせてもらうことも

あって、自然に囲まれてのびのび過ごせる環境

です。スマホでたくさん写真を撮って保護者に見
せるとすごく喜んでくれます。僕自身も山や川が

好きなのでかなり楽しんでいます（笑）。

いずれ児童養護施設や自立援助ホーム、里親など社会的養護にもかかわりたいです。
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05

介護の現場を経て保育所のリーダーに
大内 幸［24］

杜の家やしお
保育チーム リーダー

越谷保育専門学校
幼稚園教諭保育士養成学科 卒業
保育士・介護職員初任者研修修了

おおうち・みゆき 1996 年、東京都生まれ。保育だけじゃなく介護も経
験できるなら将来に役立つかなと思って福祉楽団を選びました。休みの
前日は夜ふかしして YouTube を観てます。

介護と保育の施設内ダブルワーク
約 1 年半、「杜の家やしお」内の特別養護老人ホー

ムと保育所の両方で、週に半々ぐらいずつ勤務してい

ました。特養で入居者さんのお看取りをさせていただ
いた翌日に保育所で子どもとかかわることもあり、気

石川大輝［33］
杜の家やしお
副施設長

埼玉福祉専門学校 卒業
介護福祉士

いしかわ・ひろき 1987 年、埼玉県生まれ。2008 年入職。家から近くて、

「杜の家やしお」開設時だったので人間関係がまだできあがってなくて面

倒くさくなさそうだなあと思って入りました。今年、息子が生まれました。

（ 笑）
5 年前まではチョー楽しかった
ずっと「杜の家やしお」です。なんとなく入ったわりには長く続

いてる
（笑）
。この写真は介護の専門性とおもしろさを発信する

（2015 年）に載ったもので、当時は
書籍『介護男子スタディーズ』

ショートステイの現場リーダー。このあと異動がつづいて、リー

持ちの切り替えの難しさを感じていました。でも、

ダーの統括役、生活支援全般をみる課長、施設内部門の部長、

がんばることができました。

ですね。

介護と保育を両方できることが楽しくて、誇らしくて、
いまは保育所の勤務だけですが、入居者さんが声

をかけに来てくれたり、季節の行事では子どもたちと
特養にお邪魔して一緒に楽しむこともあったり、敷地

内でも散歩中に出会えたりするので、以前とそんなに
変わってないのかも（笑）
。「かわいいねえ」と言われ

る子どもたちも、挨拶でハイタッチされる入居者さん

地域部門の部長、そして副施設長に……振り返ると怒涛の展開
現場がとにかく好き。ケアをすることで、寝たきりで入居され

た人が起きられるようになったりとか、入居前はごはんを食べられなかった人が食べら
れるようになったりとか、そういうのが単純に楽しくて、マネジメント職は嫌でした

（ 笑 ）。でも上司にうまく丸め込まれて（笑）
。

他の職員を通してケアを提供するのがもどかしいときもあるけど、つらくて悩んでた職

員が「楽しくなってきた」と言ってくれたり、かかわったことで変化や成長を感じられると

たちもうれしそうで、なにか特別なケアをしてるわけで

うれしいですね。若い職員は特に理想をもってがんばる人が多いので、そこに向かって

事な意味があるのかなと思います。

ネジメントも学ばなければいけないことが多くて、終わ

はないけど、同じ場所に一緒にいる、ということに大

キャンプ研修で宣言！
保育所に集中してもっとよくしていきたいと感じて

いたときに、入職 2 年目の職員を対象とした 1 泊 2 日

のキャンプ研修がありました。協力してテントを張っ

のびのび働ける環境を整えられるよう試行錯誤してます。勉強は苦手だけど、ケアもマ

りがないのもこの仕事のおもしろいところです。

みんなで一緒にやります
去年の年末に、入居者のご家族と一緒に施設の大掃除

をしました。いつもと違うコミュニケーションが生まれて楽

たりキャンプファイヤーで語り合ったりしながらチーム

しかったですよ。施設の職員だけでケアを完結させず、ご

ランを話す場で「保育所のリーダーになる！」と宣言

もっとよくしていきたいです。また、「杜の家やしお」では

驚きました。2 年半経っても課題は山積みです（笑）。

入居者のご葬儀を施設の会議室で行うこともあります。

ビルディングを学ぶ研修ですが、各自がアクションプ

したら、翌月には任せてもらえることになって、少し

YouTube では女性 2 人組の「平成フラミンゴ」をチャンネル登録しています。
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06 介護にハマって12 年!

家族や地域の人たちにも参加してもらいながら、ケアを
終末期ケアに力を入れています。お坊さんに来てもらって

以前はパチ屋に入り浸ってたけど、最近はもっぱら息子の面倒を見てます。保育男子。
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07「みんなの食堂」は 6 年目に突入！
中村麻里［42］
福祉楽団 地域ケアよしかわ
事業部長

日本社会事業大学 社会福祉学部 卒業
社会福祉士・介護支援専門員・相談
支援専門員

なかむら・まり 1978 年、千葉県生まれ。都内の大手ホテル勤務などを経て
2008 年入職。子どもが生まれたあとすぐに働きたくて、0 歳児の託児所がある
職場を探していたタイミングで募集があって即決しました。

訪問介護の事務所を団地の食卓に
「地域ケアよしかわ」では、事務所内のキッチン付き

大テーブルを利用して、夕方から無料で「みんなの食堂」

を開いています。居場所を必要とする地域の子どもや

お年寄り、ママさん、外国の人も来てくれて、みんな

で食べながらわいわい過ごせる場所。野菜いっぱいの
具だくさんの汁物が人気です。料理は吉川市内のお母

さんたちがボランティアで腕を振るってくれて、近くの農家さんからはお米や野菜をいた
だいたり、地域住民や企業や団体などからも食材やご寄付をいただくなど、たくさんの

人の支援で成り立っています。おかげさまで約 5 年で 22,000 食以上ご提供できました。

お弁当はじめました
テーブルを囲んでおしゃべりを楽しんでなんぼの場

所だったので、コロナ禍になって、みんなで頭を抱

えました。人数を制限したり会話を禁止してしまった

ら、それはもう別のものになってしまう。でも、ここ
に集まっていた人たちとの関係を切らさずつないでい

きたい。そこではじめたのがお弁当の無料提供です。

まずは週 1 回、予約制で 100 食。ボランティアさんた
ちが恐るべきスピードで作ってくれてます（笑）。

そのうち予約がどんどん増えてきて、キッチンのサイ

ズ的にもう限界なので、せめて食材だけでも提供でき

るように臨時のフードパントリーで対応中です。ただ、
食事に困っている人たちは栄養バランスが乱れがち

だから、できるだけ野菜を食べてほしくて汁物を最近

復活させました。お鍋を持参してもらって人数ぶんを入れるスタイルです。

昔のお豆腐屋さんみたいでしょ？マグカップも大歓迎。なみなみ入れてます！
子育てしながら働くことを全力でサポートしてくれる職場です。ほんと助かってます。
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夕方になるといろいろな人たちが集まってきます。事務
所の奥のほうにデスクとパソコンがちょっとだけ置いて
あって、訪問介護のスタッフがデスクワークをするそば

で、怒涛のお弁当づくりが行われます（笑）。
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08 感染症対策動画をYouTube にアップしました
仲宗根和也［26］
ケアチーム
看護師

城西国際大学 看護学部 卒業
看護師

なかそね・かずや 1994 年、沖縄県生まれ。総合病院から転職。病院時代
に見学した「栗源第一薪炭供給所」の写真を Twitter に上げたら理事長の
飯田さんが「いいね！」してくれたのも縁で（笑）
。実家は美ら海水族館の近く。

法人全体のケアをよくするのが役目
福祉楽団には複数の拠点があるので、法人全体のケ

青木さとみ［24］
香取 CCC
相談員

獨協大学 国際教養学部 卒業
社会福祉士・介護職員初任者研修修了

あおき・さとみ 1996 年、茨城県生まれ。福祉業界で人も建物もいちば
んおしゃれでいいなと思って入職しました。もうすぐ自動車免許を取れるの
で、2000 年代のインプレッサを買ってブンブン走りたいです。

介護職だからできること
介護現場にいた頃の、とても思い出深い入居者さんがいます。加齢のため少しず

アの質の向上を目指すために「ケアチーム」という部門

つ衰弱してきて、意識がぼんやりしてしまうことが多くなり、介助で口に運んだ食事を

か月ずつ勤務して、現場を体験しながら介護職員ととも

を飲まれていましたが、いまの状態ではむしろ覚醒不良を助長する恐れもあると感じ

が設置されています。入職当初は 3 つの「杜の家」に 1

に課題を洗い出して、まず「感染対策ガイドライン」を改
訂しました。

新型コロナウイルス対策が必要になってからは、国内外

飲み込むのも困難な状態になりました。以前から強い不安を抑えるために精神科の薬

て、一日の覚醒状態の変化、咀嚼や嚥下の様子、発語の内容などをこまめに記録して、
看護師や医師との連携を密にとっていったところ、15 種類あっ

た処方薬を 4 種類に減らすことができたんです。そのうち、だ

の専門機関の最新情報を集めたり、個人防護具の調達に

んだん意識もはっきりしてきて、会話もできるようになりました。

携して現場で研修やモニタリングを繰り返しています。

過ごしてほしいと願って、介護職として科学的な視点で生活を

奔走しました。拠点ごとに設置した「感染対策チーム」と連

全拠点で導入しているケア記録システム「ケアコラボ」

の開発ミーティングにも介護職員と一緒に参加します。システムエンジニアや他の法

人の人たちと議論して「生命チャート」を改善したり、入居者さんの日々の写真や動画、
人生録などを職員やご家族と共有する SNS の機能を拡充したり。病院では治療を優

先に患者さんとかかわっていましたが、より「暮らし」の場に合ったケアを提供したくて

福祉楽団に入職したので、一人ひとりの生活や習慣に踏み込んでアプローチできるの

大好きなご家族とのつながりを感じながら最期まで穏やかに

観察・記録して、他職種と力をあわせてそれを実現できたこと

が、すごくうれしかった。

熱いハートとクールな頭で
最近「香取 CCC」に異動しました。私より先に同じ「杜

はすごく刺激的でおもしろい。ご家族の投稿で「うちのおばあちゃんは砂糖 3 杯入れ

の家やしお」から移ってきた先輩の千本さんがいますが、

がおいしそうに飲んでくれました（笑）。

さん元気にしてるかなあ」とお話があったので、早速 Zoom

たらコーヒーも飲む」とあったので試したら、いつもはコーヒーを飲まない入居者さん

動画をつくって発信しました

入居者さんに私の異動先をお伝えしたとき、
「昔いた千本

でつないだら、すごく盛り上がってました（笑）
。

「香取 CCC」は、さまざまな人の多様な相談を受ける

拠点ですが、その困りごとの原因や背景に身体の病気

新型コロナウイルス対策は福祉業界全体の悩みでもあっ

や不調がないか、ご家族とのかかわりはどうか、生活

全国の介護現場で働く人が受講できるようにしたところ、なん

で相談支援をしたいと思います。やさしい気持ちだけで

たので、長崎大学病院と連携して Zoom 研修を企画しました。
と500 人の参加がありました！講師の説明がとてもわかりやすく、「これは他のケア現場
に広げなくては！」と思い、YouTube にもアップしました。

走るのが好き。高校時代に駅伝部を立ち上げたけど人が足りずすぐ解散しちゃいました（笑）

14

09「やさしい人」で終わらないために

場面での課題は何かなど、介護の経験も活かした視点

は具体的な解決は得られないので、生活を科学的に支
援できるソーシャルワーカーとしてがんばります。

Apple MusicでヒップホップやR&Bを聴きあさってます。最近のヘビロテはCHOUJIの『奮闘中』。
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施設が清潔なところも「杜の家やしお」の特徴
です。いつも掃除が行き届いていて、トイレも

きれい。また、外部からの訪問者に対する体温
チェックや手洗い、マスクの交換、換気など、
感染対策も徹底されています。

10 最適な治療のために介護や看護と連携します
藤田正信［56］
杜の家やしお
非常勤医師

帝京大学 医学部 卒業
越谷ハートフルクリニック 勤務

ふじた・まさのぶ 1964 年、北海道生まれ。埼玉県越谷市の「越谷ハートフル
クリニック」に勤務し、「杜の家やしお」で非常勤の医師を担当しています。
休日はお酒をちょっと飲んで静かに過ごします。もういい歳なので（笑）。

週に 1 回、回診します

スマホを活用したケア
「杜の家やしお」では普段から、ス

タッフが 1 人 1 台スマホをもって、すべ

ての入居者の体温、血圧、血中酸素

飽和度、脈拍などのバイタルサインや、
食事量、排泄の状況に至るまでのデー

タを随時記録しています。これは、科

学的根拠にもとづくケアの実践には不
可欠だと思います。

「杜の家やしお」では、高血圧や糖

尿病といった生活習慣病の人、脳梗塞

の後遺症のある人、認知症の人などさ

まざまな高齢者が生活しています。そ

介護職員は、一人ひとりの日常生活

に密接にかかわって観察しながら、た

とえばとろみがついている食べ物なら
多く食べられたとか、お風呂で入浴介

助をしているときに皮膚の異状を見つけ

のなかで医療が必要な場合に、診察を

たとか、生活の視点から情報を提供し

のカテーテルを交換したりします。ま

まえながら、たとえば感染や貧血、黄

して薬の処方をしたり、胃ろうや尿道

た、ご家族と一緒に治療方針を話し合

うこともあります。

医療を行うにあたっては、情報を

共有することが重要だと考えています。
医療、看護、介護ではそれぞれの専

門性による視点があるため持っている
情報もさまざまです。それぞれの専門

職が連携していくことがお互いの仕事

にとって有益であることが多いと感じ

ます。

てくれる。看護師はそれらのデータをふ

疸がないかなどを毎日みている。そう
いったさまざま情報を医師として活用し

ています。

福祉楽団が導入しているケ
ア記 録システム「ケアコラ
ボ」。 一 人ひとりの身 体の
状態がグラフやチャートで

表示される。利用者の様子
を写真で撮って家族と共有
したりコメントをやりとりし
たりもできる。

基本的に洋楽ロック好き。邦楽だと「赤い公園」が好きで去年はライブにも行きました。
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11 食は生命の源「食べるがいちばん」
川上京子［58］

杜の家なりた
食事サービス課 課長

12 もっともっとケアを学びたい！
奥住比沙子［25］

華学園栄養専門学校 卒業
管理栄養士・介護支援専門員

かわかみ・きょうこ 1962 年、茨城県生まれ。施設の食事を自分たちで提供す
る方針に共感して 2016 年に入職。体力 ･ 気力が続く限り福祉楽団で仕事をして
いきたい。愛車はトヨタ 86。矢沢永吉と「SUPER JUNIOR」の大ファンです。

おいしいものを食べたい

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

明治大学 政治経済学部 卒業
社会福祉士・介護職員初任者研修修了

おくずみ・ひさこ 1995 年、東京都生まれ。社会学の勉強で留学したマ
ンチェスターから帰国後、生きづらさを抱える人の役に立てる仕事を探すな
かで、職員がとても楽しそうに働いていたのが魅力的で入職を決めました。

ケアするためにケアラレル
だれかの人生の最期にかかわらせてもらったり、一人

ひとりの毎日の状態や変化に合わせてケアをしたり、介護

の仕事は頭も体もフルに駆使するすごくやりがいのある仕
事で、そしてすごく難しい。

入職 2 年目で少し慣れてきたかなと感じていた頃、居室

で嘔吐されてしまった入居者さんを前に、焦るばかりで何

食べることが好き。私自身そうですし、施設を利用される方も同じだと思います。施

設内で「太巻き祭り寿司」（地元の郷土料理）のイベントをしたり、「ライブキッチン」と
銘打って一緒に餃子をつくったりしました。土用の丑の日にはどうしても「うな重」を提

供したくて、自分で買い付けに行って価格交渉して実現しました。おいしそうに食べて

もらえるとやっぱりすごくうれしい。利用者さんと食卓を囲んでお話を聞きながら今後

もっと勉強しなきゃ！と思い、同期と一緒に勉強会を開く
ようになりました。

「ケアラレル」企画もその 1 つで、ふだん入居者さんに実

践しているケア、たとえば基礎的なベッドから車椅子への移

乗にしても、ほんとうに安全なのか、自身の体で体験する＝ケアされることで学びや気

の献立を考えることもあります。

づきを得ようと。せっかくなのでポスターを作って施設の目立つ場所に貼りまくった（笑）
。

に合わせた栄養マネジメントは重要視しますが、食べるからこそ身体を作る栄養素が

の現場を知りたくて見学会をやったりしています。どの企画も上司に相談したら「いい

管理栄養士として、高齢者の健康が維持できるように身体によい食材や個々の体調

取り込めるので、食べたいもの、おいしいものを食べて笑顔になってもらえることを最
優先に考えて取り組んでいます。

手打ち蕎麦を楽しむ会

先輩たちも参加してくれて、これまで 5 回開催できました。ほかにも、別の法人のケア

ね、やってみたら？」といつも背中を押してくれます。

キャンプ研修の企画にも参加しました
入職 3 年目になって、法人全体の「2 年目職員研修」

コロナ禍になる前は、食を通じて地域交流できる機会

を手伝いました。毎年アウトドアで行うので、やっぱり

同好会」に来てもらい、近所の人たちも招いて利用者さ

て、香取市内にある「THE FARM」というキャンプ場

を積極的につくってきました。たとえば、「成田蕎麦打ち
んや職員と一緒においしくいただきました。利用者さんが

「一生懸命に蕎麦を打ってる姿はかっこいいねえ」と喜ん

でくれたり、同好会の人には「将来お世話になるからよろしくね」と言ってもらえたりし

て幸せな時間でした。私も蕎麦を打てるようになりたくて特訓中です（笑）。

休日は主人と真っ赤な86 でドライブ＆旨いもの巡り。運転手はもちろんワ･タ･シ（笑）
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もできない自分の無力さにショックを受けたこともあって、

自然に囲まれてリラックスできる環境がいいよねとなっ

で。福祉楽団の理念についてあらためて話し合ったり、

福祉楽団らしさを写真や言葉で表現するワークショップをしました。

いつか法人の枠を越えていろいろな現場でがんばっている若手が集まって勉強会を

するプラットフォームをつくりたいです。さらにそれが国境を越えたらもっとおもしろそう！
休日は Netflix で海外ドラマ『グレイズ・アナトミー』をエンドレスで見返しています。
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常にユニット全体を把握するように意識してい

ます。入居者さんが「これはおいしいね」と喜ん
でくれたり、ご家族から「おかげさまで安心で
す」と声をかけてもらえるとうれしい。ステップ

アップするために、次はケアマネの資格に挑戦
しようと思っています。

13 ユニットリーダーがんばってます
ウチュ・スヘンドリ［34］
杜の家なりた
ケアサービスワーカー

UIN SYARIF HIDAYATULLAH 専門大学 卒業
介護福祉士

うちゅ・すへんどり 1986 年、インドネシア・スカブミ生まれ。大学卒業
後に看護師として病院で勤務したあと、子どものころから好きだった日本で
働きたくて、介護の仕事を選んで来日しました。日本に家を建てたいです。

一日 5 回のお祈り
職員用の「リフレッシュルーム」で毎日

お祈りをしています。毎週金曜日はモス

クへ行かなければなりませんが、そのた
めに勤務日程を調整してもらえるのです

ごくありがたい。福祉楽団は宗教を尊重

やることがたくさん！
上司からユニットリーダーを担ってほ

しいと話があったとき、日本語もまだま
だだしマネジメントの自信もなかったの

してくれるので、イスラム教の女性はヒ
ジャブ（頭を覆う布）をつけたまま仕事を

しています。日本人、インドネシア人、ベト
ナム人、ロシア人が働いていて、いろんな

宗教や文化があっておもしろいですよ。

ですが、「サポートするからがんばって
みようよ」と背中を押してもらって、挑

戦することにしました。

新人さんに食事介助や 体位交換と

いった介護の基本を教えたり、入居者

さん一人ひとりのケアを見直したり、ご

家族と連絡を取ったり、仕事に悩んで
いるスタッフの相談にのったり、法人全

体の運営会議に参加したり……思った
以上に大変（笑）。

でも、いろいろやらせてもらえるから

こそ成長できているのだと感じています。
けっして甘くはないけど、上司もスタッ

フも支えてくれるし、入居者さんの笑顔

を見るとやっぱりうれしくて、なんとか
がんばれています。

家族も一緒です
娘は敷地内の保育所に通っていま

す。妻のリアさんも「杜の家なりた」で

介護福祉士として働いていますが、最

近 2 人目の子どもが生まれたので 1 年

間の育児休業中です。とても働きやす
い職場なので、インドネシアの友人や

後輩に「一緒に働かない？」とLINE や

（笑）
。
Facebook でときどき誘っています

憧れだったトヨタのアルファードを買いました！ドライブでよく富士山へ行きます。
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14 美容の学校で勉強中です
角田陽心［24］

杜の家くりもと
ユニットリーダー

15

髙木亜希子［41］
東京家政学院大学 現代生活学部 卒業
介護職員初任者研修修了

かくた・ようみ 1996 年、青森県生まれ。最初は食品業界志望でしたが、
一対一でだれかの生活を支える仕事のほうが全力で打ち込めると思って
福祉へ。福祉楽団のサイトにビビッときてすぐ決めました。

ちょっとした癒やし、ちょっとした楽しみ
自分が美容やおしゃれが好きなのもありますが、

介護の仕事をはじめてから、入居者さんの生活にも

香取 CCC
センター長

立正大学 社会福祉学部 卒業
社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士

たかぎ・あきこ フランスが大好きで、ことあるごとに「フランス生まれの
永遠の 20 歳」と言い続けています。みんなからはめんどくさいと言われて
います。1978 年、新潟県生まれです。ドジが多くてよく財布を忘れます。

マクドナルドで原付の勉強も
子どもからお年寄りまで、だれでも相談できる「中核地

域生活支援センター」という千葉県独自の相談支援事業

取り入れたいなとずっと思っていました。今年から週

を受託して行っています。LINE や Twitter でも相談ができま

タッチケアやメイク、ネイルなどを勉強しています。

付免許の勉強をしたり、「妊娠したかもしれない」という不

に一度、高齢者への美容技術を学べる学校に通って、
まだ修行中ですが、ときどき入居者さんにタッチケ

アをさせていただくこともあります。私の手でやさし

くほぐすと、気持ちよさそうに喜んでくれます。

メイクはこれから
入居者さんにメイクをすることはまだ自信がありません

が、道具だけはしっかり揃ってます（笑）
。いずれ、おしゃ

れなメイクや着付けをして地域の夏祭りに一緒に行ったり、

エンゼルケア（亡くなられたあとの身体のケア）のときには、

その人らしいエンゼルメイクをできるようになりたいです。

できることに目を向ける
福祉楽団では、利用者の持てる力、健康な力に注目

す。高校を中退して行き場のない少年とマクドナルドで原

安に独りで悩んでいる女性の話を聞いたり、失業した外国

籍の人の仕事探しに付き合ったり、刑務所を出所した人の
生活再建のために役所の手続きに同行したり、借金で住

まいをなくした人と不動産屋を回ったり、再就職の意欲をもてない人から「銀だこ」のバ

イト経験があると聞いてタコヤキパーティを開いたり……ほんとうにさまざま。

支える制度や仕組みがなくて孤立している人と、一緒に考えて、伴走していきます。

ソーシャルワーカーとして支援する仕事ですが、いろんな人と会って、人の数だけ望む
暮らしや生き方があるのを実感できると、自分も生きてていいんだと思えます。不器用

で人に迷惑かけてばかりなので……。

スマホを「当たり前」にしたい
児童養護施設の高校生は

スマートフォンを所持しているか

し、それを活用し高める援助を大切にしています。裁
縫がすごく上手な認知症の入居者さんが他の入居者

さんのボタンをきれいに縫い付けてくれることもあり

ます。普段の生活でも、時間がかかってもなるべく介

助せずに、少しでも自力で歩いてもらったり、その日

の服を自分で選んで着替えをしてもらったりと、でき

ることを奪わないようにしています。

清潔が保持されていれば、自分が好きな格好や髪型で働ける職場なのがうれしい。

22

いつでも、だれでも、どんなことでも

持っている
69.3%
（648 人）

持っていない
30.7%
（287 人）

高校生全体のスマホ所有率は 95% 以上といわれていま

すが、たとえば児童養護施設で暮らす子どもの約 3 割はス

マホを持てていません。持っていてもスマホの料金をまか

なうためにバイトが必要で部活や進学を諦めてしまうこと

も少なくない。

福祉楽団ではそういった子どもたちが当たり前にスマホ

を持てるよう、
「スマホ里親ドットネット」というNPO の立ち上
n=935 人

NPO 法人スマホ里親ドット
ネットの調査より

げに参加し、企業で使われなくなったスマホを譲り受けて貸

与したり、通信費に充てる寄付を集めるための仕組みをつく

りました。全国に「当たり前」を届けられるようがんばります。

職員全員が役職名ではなく○○さんと呼び合うのが、福祉楽団のちょっといいところ。
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「ポテカルゴ」でざくざく収穫中！建物の前（写

真左奥）にあるのは森林の手入れのために伐っ
た木。薪にして、薪ボイラーで給湯用の燃料に

します。ガスも電気も使わずにあったかいお風
呂に入れます。環境問題にも挑みます。

16 サツマイモづくりに夢中です
石倉卓也［31］

栗源第一薪炭供給所（1K）
農林事業課 支援員

宇都宮大学 農学部 卒業
介護職員初任者研修修了・大型一種免許・
大型特殊免許

いしくら・たくや 1989 年、東京都生まれ。大学を卒業して約 1 年間、フ
ランスやモロッコなどの農家を巡りました。入職後は半年間、奈良の森で
林業の研修に参加。本気の「農林福連携」をやってます。

ベニコマチ、ベニアズマ、ベニハルカ
高齢化や担い手不足で管理が行き届かなくなってし

まった畑を借りて、香取市特産のサツマイモをつくって

います。地元の農家さんにイチから教えてもらいながら、

障害のある人や高齢者など、一般の就労に困難を抱え

ている人たちと一緒にがんばっています。

収穫は全自動芋掘り機「ポテカルゴ」を操作しなが

ら協力して行います。サツマイモは地質や天候で出来

が変わるし、寒くなると腐って出荷ができなくなるから
失敗もたくさんある。でも毎日少しずつメンバーの技術

は上がってきているし、やっぱり自然のなかで働くのは
気持ちいいですね。

地域への集客目的ではじめた芋掘り体験会は毎年

どんどん参加者が増えていて、今年はひと月で 100 名
以上。この前は近所の幼稚園の子どもたちが来てくれ

て、小さい子も興味津々な様子で話をきいてくれました。

こういう機会をどんどん増やしたいです。

イチケーグッドネイバーズ
収穫したサツマイモは、品種ごとのおいしさを楽

しめる「スイートポテト」や「いもラテ」にして敷地

内のショップで販売。近所の農家で育てられたイ

チゴを煮込んだジャムや、地域の森林の手入れで
伐り出した木を使った薪や家具とともに「1K good
neighbors」としてブランド展開しています。地域

全体を盛り上げるきっかけになるように、たくさん
売っていきたいです。

趣味は「ちゅう食」
。コオロギはすごくおいしいトウモロコシの味。カミキリムシも◎
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17 恋する豚を全国に届けます
鹿野圭祐［33］
恋する豚研究所
営業部 課長

千葉県香取市にある精肉加工場では、障害のある人たちと一緒
にハムやソーセージを製造しています。自分たちがつくっている

ものに自信をもってほしいので、お客様の生の声はできるだけ
伝えるようにしています。年末はクリスマスやお歳暮で注文が殺
到するので現場はカオスです（笑）。

武蔵野栄養専門学校 栄養科 卒業
栄養士

かの・けいすけ 1987 年、千葉県生まれ。老人ホームの栄養士や大手
コンビニ弁当開発の会社を経て、新しい「食」の仕事を求めて入職。コミュ
ニケーション力をつけたくて営業職をやってます。根暗なので……。

おいしいホンモノの豚肉です
千葉県香取郡の在田農場で育てられた「恋する豚」

の精肉やハム、
ソーセージを、
全国の百貨店やスーパー

マーケット、飲食店などに販売しています。現在 100

を超える店舗で取り扱ってもらっていますが、店舗数を

もっと増やして経営を安定させたい。それが就労継続

支援を利用する職員の給料 UP にもつながります。でも商談で福祉をウリにすることはし

ません。「お涙頂戴」で買ってくれても継続的な売上にはつながらないからです。

試食してもらって、おいしさの理由を豚の育て方から科学的に説明して、店頭での販促企

画をプレゼンしたりもします。
「恋」つながりで企画した「バレンタインに恋する豚」キャンペー

ンはなかなか好評です。商談では雑談もけっこう大事で、出身の習志野高校が昔から野球
が強くて有名なので春夏の甲子園の時期はコレでいけます。自分はバレー部ですが（笑）
。

地元の商品も売り込みます
最近、都内の高級スーパーで「オオノ農園」（香取市）

の落花生「Qなっつ」の取り扱いが決まって、店頭で目

を引くように POP を作成中です。近所の農家さんがつ

くっている干し芋やジャムなどの営業をお手伝いするの

も私の仕事です。地域が経済的に持続していけるように、
というのも福祉の会社ならではかもしれません。

シモキタでコロッケはじめました
新しい挑戦として初の東京直営店「恋する豚研究所

コロッケカフェ」を下北沢にオープンしました。ビール

も飲めて、千葉のおいしい特産品も買えます。3 種の

コロッケと蒸し野菜のお弁当もぜひ。Uber Eats でも。

休日はのんびり庭いじりをしたり、1 歳の息子に離乳食をつくったりしています。

26

27

18

人も仕事もおもしろい！を伝えたい！
高師利紗［26］

サポートセンター
人事・総務部 新卒採用担当

田中秀明［35］
国際基督教大学 教養学部 卒業
介護職員初任者研修修了

たかし・りさ 1994 年、神奈川県生まれ。福祉を勉強する機会はなかった
けれど、祖父母の介護の際に感じた歯がゆさがきっかけで興味を持ちました。
福祉楽団はとにかく職員が素敵！先輩も同期も後輩も尊敬できる人がたくさん。

多様な専門性で福祉の最前線を支える
サポートセンターは福祉楽団全体のバックオフィス業

務を担っています。人、モノ、お金、情報を通じてケア

の現場を後方支援するチームです。組織・人事制度の

構築、サービス利用料や職員の給与の管理、全社的な
ICT 化、新規事業の企画開発や資金の調達、災害対策

のマニュアル作成や備蓄品の手配、他法人との経営連

杜の家なりた
生活支援課 課長

横芝町立横芝中学校 卒業
社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員

たなか・ひであき 1985 年、千葉県生まれ。10 代の頃に 5 年ほどフリーター
でいろんなバイトをしました。キャバクラのキャッチとか（笑）。その後ニートに
なって競馬でお小遣い稼いだり。介護職の母親のススメでこの世界に。

いろいろなチャンスがあります
21 歳で「杜の家くりもと」の介護職として入職しま

した。そこから、訪問介護、障害のある子どもの支援、
地域の何でも相談支援などなど……いろいろな拠点で

いろいろな仕事をしました（笑）。飽き性な自分には合っ

てるのかな。チャレンジの機会をたくさんもらってます。
仕事によって必要なスキルも変わるので、そのたびに

携業務など仕事はさまざま。働く職員も、システム開発、出版、金融、不動産と多様な

ケアの方法や制度を勉強して、会社の制度を利用して資格もいくつか取れました。

いたり、休憩の様子もいろいろです（笑）
。

悩みの相談に乗ったり、現場の介護用具を検討したりの毎日です。中学時代は荒れま

経歴で、コンビニスイーツで癒やされている人の隣で筋トレマニアがプロテインを飲んで

海浜幕張の高層ビルにオフィスがあって、1F のスタバでは朝活をしているビジネス

パーソンをよく見かけます。朝は苦手ですがいつか私も入ってみたいです（笑）。

みんなで流れ星を見ました
入職 2 年目から新卒採用を担当しています。採用計画を立てたり、イベントを企画・

開催したり、学生さんと面談したり。いちばん楽しかったのは、1 泊 2 日の宿泊型イン

ターンシップです。複数の拠点の見学や農業体験をして、夜はみんなで鍋を囲んで、

「栗源第一薪炭供給所」に泊まりました。その日がちょうど流星群の日で、外に寝転

いまは生活支援部門のマネジメントの立場で、職員に介助のレクチャーをしたり、

くってたし高校にも行ってないから、この状況がちょっと信じられない（笑）。ここで働き
はじめてから、自分なりには人並みの生活をおくれるようになったなあと感じてます。

念願の飲み会で酔っ払いました
「香取 CCC」で相談支援をしていた頃、薬物依存症で入院

して、住む家もなく、家族とも音信不通で、退院後の生活につい

て病院から相談のあった 30 代の利用者さんがいました。ご家

族の連絡先を調べて保証人を頼んだり、不動産屋を一緒にまわった

がって流れ星を眺めたのはよい思い出です。

り、食事の支援をしたりしながら、これからどうしたいのか、話し合いをつづけました。

慨深いものがありますが、同時に、職員のためにも利用者さんのためにも、採用も常

薬を飲む、社会復帰のリハビリ施設に通う、生活保護のお金を貯める、それができた

そうやって採用でかかわった職員がケアの現場でいきいき働いているのを見ると感
にアップデートしていかないと、と責任を感じます。福

祉は「人」がいないとはじまりません。よりよいケアを
提供するために人材の幅をもっと広げたい。法学部で

あるとき、「いつか一緒にお酒を飲みたい」と言ってくれて、ちゃんと通院して毎日

ら飲もうと約束した。急に行方がわからなくなって、東北の警察に保護されたと連絡

を受けて迎えに行ったこともあったけど、ついに約束を実現してくれて、一緒に飲み

に行きました。台湾料理屋で 3 時間飲み放題。ほんとうにおいしいお酒で、飲みまく

も理工学部でも体育学部でも、それぞれ福祉につなが

りました。「次は就労だね！」と盛り上がってると、「田中さんと同じ福祉の仕事がした

仕事のおもしろさを伝えていきたいです。

けになれることがあるんだと実感できた夜でした。

るところはあるので、できるだけたくさんの人に福祉の

休日にお気に入りのワンピースでワインを飲みに行くのが好き♡ 普段は立ち飲み屋ですが（笑）
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19 いまのところ10コめの部署です

い」って。失敗してしまったと感じて未来を諦めていた人でも、かかわり方しだいで助

最近 DIY にハマりました。
子ども部屋のテーブルとか本棚とか。いまはベッドをつくっています。

29

20 福祉楽団は 20 年目に入りました

ケアを考え "くらし" を良くし 福祉を変える

飯田大輔［42］
福祉楽団
理事長

千葉大学大学院 人文社会科学研究科 修了
介護福祉士・普通自動二輪免許

いいだ・だいすけ 1978 年、千葉県生まれ。千葉市内の UR 団地に
住む。学生時代のアルバイト経験は、新宿の「ビックカメラ」の販売員
と「山崎製パン」の工場でおにぎりづくりを担当。大型免許を保有して
いるのでマイクロバスで利用者の送迎を担当することもあります。

21 歳の僕は、17 号館の「グリーン」

という名前の学食で就活のエントリー

ています。葬式を済ませて、相続だと
か身の回りの整理をしていると、実家

シートを書いていました。就職氷河期

の居間に 2 冊の分厚いファイルがあり

と呼ばれる時代で就活に必死になって

ました。背表紙に「社会福祉法人設

いる友達もいましたが、僕は働くという

立認可申請書」と書かれていて、そ

ことがリアルには感じられずに、のん

のたたずまいからガチっぽいことは伝

びりしていたように思います。
大学 3 年の冬に母親が入院して、

わってきて（笑）。なんだか面倒くさそ
うだなぁと思いつつ伯父に相談すると、

春を迎えずに死んでしまいました。静

「就職が決まってないなら、やってみ

かに息を止めたその瞬間は鮮明に覚え

たらいいんじゃないか」と笑っていま

した。そんなきっかけで、社会福祉法

年が経ちましたが、いまでも福祉楽団

になってしまいました。

では、介護の根拠となる「解剖生理学」

やりはじめると夢中になるのが僕の

ヒッチハイク
事件

特別養護老人ホームの入居者が早朝に行方不明になり、その日

のうちにヒッチハイクで千葉県から東京都内まで移動していて無
事発見された。

ひらけゴマ！
事件

法人の名称を職員に公募したとき、最終候補として「社会福祉法

「杜の家やしお」
人オープンセサミ」という名前が残った。その後、

の職員住宅の名前に使われている。

ニワトリ産卵 「杜の家くりもと」に迷い込んだニワトリが、中庭で卵を産んだと
事件
大騒ぎに。実は、朝食に出たゆで卵を、職員がニワトリのところ
に遊びごごろで置いたものだった。

を学ぶ機会を多くつくっています。

性格の悪いところでもあります。日本

2021 年の福祉楽団は、分野にとら

社会事業大学の「研究科」というとこ

われない福祉実践をしていきたいと考

ろで 1 年間、ほとんど缶詰めになって

えています。その人や家庭の問題は、

福祉の勉強をはじめました。勉強をは

「高齢者福祉」というような制度の枠

じめたころの印象は、「受容」とか「傾

組みだけでは解決できません。障害、

聴」とか、そういうつかみどころがなく

子ども、貧困、虐待、依存、社会的

情緒的な内容が多いことに悶々として

養護などさまざまな事情を複合的にか

いました。しかし、
「介護概論」の授業

かえた人たちが地域には暮らしていま

で、女性の教授が「介護は科学です」

す。また、空き家の問題や、農業、森

と話しはじめ、そこから介護や福祉の

林、団地のあり方までをも地域の人と

見方が変わりました。福祉の勉強をす

一緒に考えて活動していかなければな

るなかで「科学」という言葉を初めて

りません。多様性を前提にし、制度の

聞いた気がします。

スキマを埋め、コミュニティ経済や文

「 介護は科学 」ということの意味は、
福祉楽団の びっくり事件簿

シャルワークなのです。それから 20

人の設立から「福祉」に突入すること

介護にもソーシャルワークにも解剖生理

化までをも視野にいれるような創造的
な福祉を実践し、だれもが楽しく生活

学的な根拠があるということです。たと

していけるような地域社会をつくってい

えば、発熱がどういうメカニズムで起こる

くことが福祉楽団の使命です。

のかを知り、その発熱の過程でどのよう

人間に対して深い関心があり、探

なケアが必要になるのかを考えること。 求し、ケアの視点をもって創造的な福
湯たんぽで保温するのか、氷枕で冷や

祉に挑戦したいという人は、福祉楽

すのか、解剖生理に基づいて考えます。 団という器を活用し、自分自身の成
また、「ゴミ屋敷」と呼ばれるような家

長につなげてもらえたらうれしいです。

に住んでいる人に対しては、呼吸や皮

失敗することも多くあろうかと思いま

膚の構造を捉え、清潔の保持や換気

すが、より高きを目指す人をささえて、

をすることの根拠を考えます。そうし

学ぶことと、挑戦する機会を保障する

た思考過程をもって生活を整える実践

ことを約束します。

をしていくことがケアワークでありソー
お風呂が大好き。週に2 ～ 3回はスーパー銭湯に行っています。
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採用について

About Recruitment

福祉楽団はみなさん一人ひとりとの“マッチング”を大切にします。今しかない大切な時間

に寄り添い、本音で向き合う採用選考。福祉楽団らしくちょっとわくわくできる仕掛けで、
働いているからこそわかる“仕事のやりがい”や“大変さ”もリアルにお伝えします。

GAKUDAN
INFORMATION
福祉楽団インフォメーション

見楽ツアー

「ごちゃまぜのケア」を見たり、恋する豚のしゃ

ぶしゃぶを味わったり。福祉楽団を五感で知

服装も髪型も自由です

福祉楽団はあなたらしさを尊重します。採用選
考にもいつも通りの服装でリラックスしてご参加

るツアーです。

ください。

オンライン面談

ピザも焼きます

ができます。ちょっとした心配にも丁寧におこ

しょう！ピザを焼くのも福祉楽団の「就活」です。

1 対 1 で、就職や働き方について相談すること

たえします。

せっかく就活をするなら、楽しみながら参加しま

Website
ACCESS

福祉楽団のリクルートサイトです
エントリーはこちらから。FAQ（よくある質
問）や職員紹介のコーナーもあります。

「杜の家なりた」の一日を動画でも紹介し

ていますので、ぜひご覧ください。

>> https://recruit.gakudan.org
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千葉県香取市

福祉楽団の拠点

香取 CCC
千葉県独自の「中核地域生活支援セ

福祉楽団 地域ケアよしかわ

介護事業所で、「団地×福祉」の新しい

地域ケアオフィスです。オフィスの半分

千葉県香取市

す。「いつでも、だれでも、どんなこ

とでも」を合言葉に、年齢や 障害の

栗源第一薪炭供給所

有無にかかわらず相談を受け付けて

を地域のフリースペースとして開放してい

いるのが特徴です。制度の狭間にこ

「 みんなの食堂」は、子どもから高齢者

存の福祉サービスにとらわれない支

ぼれ落ちてしまう人などに対して、既

ます。地域のボランティアで運営している

援をしています。

まで多くの人の居場所になっています。

特別養護老人ホームを中心とした、地域

に開けた施設です。敷地内を近所の人

が通り抜けたり、玄関前にあるバスケット

ゴールに学生が遊びに来たり。「ごはん
の日」では地域の人や入居者さん、職員
が一緒にご飯を作って食卓を囲みます。

福祉楽団のケアの質をさらに向上させる
ため、法人全体のバックオフィス業務を
担っています。職員が安心して働ける職
場づくりを考えたり、介護現場の ICT 化
に取り組んだりするのもサポートセンター
の役割です。法人の枠をこえてさまざま
な職種の人と協働しながら、ビジネスの
力で福祉を変えていきます。

サポートセンター

GAKUDAN INFORMATION

団地の商店街の空き店舗を活用した訪問

埼玉県吉川市

ンター事業」を受託して実施していま

手入れが難しくなった畑や里山を活

用し、さまざまな働きづらさを抱えた

人と一緒に農林業に取り組んでいま

す。地元の特産品であるサツマイモ

を栽培し、スイートポテトにして販売

しています。また、里山から間伐し
た木で薪や家具もつくっています。

千葉県千葉市

杜の家くりもと
千葉県香取市

千葉県の豊かな自然の中にある、福祉

楽団の最初の事業所。特別養護老人

杜の家やしお

成田空港

埼玉県八潮市

ホームやグループホームを中心とした総

合的なケア拠点です。地域に根ざした

サービスにも力を入れており、訪問介

秋葉原駅

西船橋駅

杜の家なりた
千葉県成田市

護サービスや「杜ごはん」（配食サービ

ス）、「杜バス」（移動支援）は地域で
暮らす高齢者の生活を支えています。

東京駅

特別養護老人ホームや高齢者のショー

恋する豚研究所 コロッケカフェ
東京都世田谷区

テイ、子どものデイサービス、保育
所、訪問診療所まで、分野にとらわ

「恋する豚研究所」の東京初進出店舗。「恋する豚」と千葉県

れないさまざまなサービスを行って

ます。再開発を経てこれから変わっていく下北沢の街で、さ

デジタルファブリケーションカフェを

提案します。

で過ごしています。

産の素材にこだわったひとくちサイズのコロッケを提供してい

まざまなクリエイターとコラボしながら新しい豚肉の食べ方を
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トステイに加え、障害者のショートス

いる「大規模で多機能」な拠点です。

併設し、いろいろな人がごちゃまぜ

恋する豚研究所
千葉県香取市

「恋する豚研究所」では、豚肉

のおいしい食べ方や、豚のある暮

らしを提案するコンセプトストアの運営、ハムや

ソーセージなどの製造、それらの商品を全国の

スーパーなどに卸販売しています。福祉を売り
にせず、お客様が本当に買いたくなる商品をつ

くることで、福祉とマーケットをつなげています。
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職種について
それぞれの職員が専門性を生かして人や地域のケアに取り組んでいます。

管理栄養士
食事を通じて健康を支える
栄養マネジメントは利用者の健康を支えるとても大切なケアです。栄養デー

タをもとに献立を組み立てるだけでなく、「利用者の胃袋」と相談しながら
一人ひとりに合った食事の内容や形態を考え、最期まで口から食べていた

だくことを目指しています。また、食のイベント企画を通じて入居者が楽し
める機会もつくっています。

高齢者介護
生命力の消耗を最小限にするように生活を整える
施設や地域で暮らす高齢者の生活を整え、その人らしい暮らしや健康な死

を支えています。専門職としてさまざまな職種と連携しながら、科学的な根

看護師
生活の処方箋を描く

拠にもとづいたケアを実践しています。福祉楽団では、地域のリソースを

F・ナイチンゲールにさかのぼると、「看護（Nursing）」は、生活の視点で

の向上を目指しています。

ながら、介護福祉士や他の職種と連携してケアを展開していきます。

活用したり、ICT などの新しい技術も積極的に取り入れながら、ケアの質

子ども支援

利用者をみつめ、生活の処方箋を描く専門家です。健康の知識に基づき

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

子どもの最善の利益を追求する

持てる力を引き出す

障害の有無や年齢にかかわらず、子ども一人ひとりにとっての最善とは

利用者の身体機能をアセスメントし、生活の中でリハビリテーションを行い

何かを考え、追求しています。３つの「杜の家」には保育所が併設されて

ながら、その人の持てる力、健康な力を引き出します。また、介護をする

のある子どもとない子どもが一緒に遊んだり、高齢者と交流したりするな

法を考えています。

いるほか、「杜の家なりた」には子どものデイサービスもあります。障害

かで、それぞれが発達していけるように支援しています。

障害者支援
コンヴィヴィアルな社会を実現する
私たちは、多様な人々がちょっと楽しく共生していくコンヴィヴィアルな社

人もされる人も楽に安全に介助ができるように、介護職員と一緒に介助方

コミュニティーソーシャルワーカー
地域で生きる当事者に伴走する
地域には病気や障害のほかにも、さまざまな理由で生きづらさを抱えてい

る人がいます。その人のニーズをくみ取り、必要な福祉サービスにつなげ

会を目指しています。ショートステイや訪問介護で障害者の暮らしを支援

るなどの支援をします。また、今ある制度やサービスだけでは解決できな

うに手順を整えたり、本人の相談にのったり。ご家族や学校とも連携しな

を目指しています。

するほか、就労支援も行っています。障害があっても仕事をやりやすいよ

GAKUDAN INFORMATION

福祉楽団には分野を越えたさまざまな仕事があります。

ン
ビタミ
カルシウム

いケースに対しても、一緒に悩みながら「伴走者」のような存在になること

がら支援の方法を組み立てます。

農林業
自然の中ではたらく
高齢化や地域人口の減少などで農林業の担い手は不足しています。手入

れが難しくなった「畑や里山」と、障害者や刑余者などの「就労支援」をつ

なげることで、人も地域も自然もケアすることができます。このような取り
組みを通して「地域の 30 年後の風景」をつくっていくのも福祉の役割です。
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総合職
ビジネスのチカラで福祉を変える
社会福祉法人の運営には、マーケティング、不動産取引、会計、法律、
広報、PC 技術など、さまざまな力が必要です。福祉楽団の利用者や職員

のことはもちろん、日々変化していく社会や地域のニーズに対してソリュー

ションを考え、外部の企業やクリエイターとも協働しながら新たな福祉を創
造しています。
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教育研修制度
新入職員研修

企業と連携した研修プログラムや、さまざまなミッションに沿って調査、探検してくる海

社会人や専門職として、基本的な知識を身に付けます
「福祉」や「ケア」に対する福祉楽団の考え方を、座学を中心に

実習を交えながら約２か月で学ぶ研修です。研修を終えると「介

外研修などユニークなプログラムもたくさん実施しています。

護職員初任者研修」の修了資格が取得できるので、学校で福祉

を専攻していない人でも安心です。

こうした研修を通して、職員ひとりひとりの持ち味を最大限に引き出し、活躍の可能性
を広げていきます。

スキル

1 年目研修

です。同じように、認知症の知識や、感染症対策の手技などは

想いを共有し、３年後の自分に向けて道筋を描く研修です。

2 年目研修

コンピテンシー

場面に遭遇しても、「嫌だなぁ」と思う人もいれば、「楽しい！」

COMPETENCY

3 年目研修

と考える人もいます。こうしたコンピテンシーの違いは、チーム
ワークや個人の成長にも影響します。新しい経験を重ねること
で鍛えられます。

次のステージに向けて、新たな一歩を踏み出します
入職して３年目になると、後輩ができたり役職についたり、キャ

リアに少しずつ変化が現れてきます。入職からこれまでを振り返

自分で考えて行動する力
考え方や行動の特性のことをコンピテンシーといいます。同じ

同期のつながりや福祉楽団の理念を再確認する研修です。研
つもと違う環境でちょっとワクワクできるものを企画しています。

教育機関と連携するとともに、最新の研究成果をもとに技術指
導をしています。

ユニークなプログラムで、チームワークを体感します
修の内容は「海外研修」や「アウトドアキャンプ研修」など、い

介護実践では不可欠なスキルです。こうしたスキルは、専門の

SKILL

配属先で働きはじめて半年くらいが経つと、仕事の壁にぶつか

る時期があります。同期と一緒にそれぞれの成長や今の自分の

仕事に必要な知識や技術
「エクセル 」や「ワード」は、オフィスの仕事をするうえで不可欠

自分の強みや持ち味を確認し、新たな気づきを得ます
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福祉楽団では、仕事の実践に必要な具体的なスキル（知識や技術）の研修のほかに、
コンピテンシー（行動や思考の特性）の研修を充実させています。たとえば、一般の

入職から 3 年目までの主な研修

り、次のステージに進むための気づきを得る研修です。

〜ここから先は職種や役割によってさまざまな研修を選べます〜
「新入職員研修」から「３年目研修」のほかに、職種に応じた「相談員研修」や「認知

症ケア研修」、役職に応じた「リーダー級研修」や「マネジメント級研修」など、在籍

期間にかかわらずに参加できる研修もあります。

また、多様な働き方を可能にする仕組みの１つとして「コース選択制度」があり、自分
の目指すべき方向性を選ぶことができます。

ポテンシャル

もともと持っている力
その人がもともと持っている能力、持ち味のことを言います。い
ま、自分で自覚しているもののほかに、まだ自分では気づいて

POTENTIAL

いない力もあります。いままで読んでこなかった本を読んでみる
ことや、海外に行ってさまざまな経験をすること、職場のチーム
内での葛藤、そういう経験や研修を重ねていくことで、潜在的
な能力を引き出し、自分自身の可能性を高めることにつながり
ます。ポテンシャルを発見することは、スキルやコンピテンシー
の効果的な獲得につながり、成長するための良い循環をつくり

マネージャーコース

マイスターコース

マネージャーとして、法人・施設・チームの

専門職として、利用者・家族・顧客・

部下育成などの役割を担うコースです。

上の役割を担うコースです。

目標を達成するための方法を考えたり、

アンカーコース

マネージャーコースもマイスターコース

も選ばずに、これまでの経験を活かし
たサービスを利用者・家族・顧客・地

地域などへのサービス品質の維持・向

ベーシックコース

入職後一定期間に在籍するコースで、自
身のキャリアを選択する前のステップです。

域などに提供するコースです。

だします。
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キャンプファイヤーを囲んで
仕事と自分を振り返る

すべての新入職員が最初に参加するのが

入職 2 年目で「キャンプ 研修」に参加し

2 か月間の「新入職員研修」です。当時は

ました。研修では、チームで協力してテン

入職したてで緊張していましたが、グループ
ワークを通して同期職員と打ちとけることが
できました。研修では特に「人体の構造」や
「換気の重要性」についての講義が印象に

残っています。今はユニットで働いています
が、入居者の個別性を見ながらケアを考え
ることができているのは、新入職員研修で
じっくりと学べたからだと思います。

藤尾珠恵［24］
杜の家なりた
ケアサービスワーカー
東洋大学 ライフデザイン学部 卒業
介護福祉士
ふじお・たまえ 1996 年、千葉県生まれ。趣味
は旅行。休みの日は家で過ごしています。「毎日
明るく笑顔に」を目標にがんばっています。

海外研修でタイのリアルな福祉に触れました！

トを立てたり、これまでの自分を振り返っ
て「挑戦していきたいケア」を発表しあいま
した。夜はバーベキューをしながらお互い
の近況を話し合ったり、お酒を飲みながら
マネジメント層に仕事の悩みを打ち明けた
りしたのが思い出に残っています。仕事に
慣れてきたタイミングであらためて「介護っ
てなんだろう」と考えることができた、素敵
な時間でした。
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「一人ひとりを見つめるケア」を
学んだ新入職員研修

大庭雄太［27］
杜の家やしお
ケアサービスワーカー
山口大学 経済学部 卒業
介護職員初任者研修修了
おおば・ゆうた 1993 年、福岡県生まれ。介護
のことなど何も知らず最初はボロクソにみんなに
迷惑をかけていた僕ですが、今では楽しくやって
います。大丈夫です。

タイの「カオディン村支援ツアー」に参
加し、村人へのインタビューや老人ホーム
の見学をしました。現地で起きていること
を実際に見て、福祉に対する認識や体制
の違いを感じるとともに、そのあり方につ
いて考えることができました。印象に残っ
ているのは、売店で女性が 店番をしなが
ら寝たきりの高齢者を介護していたこと。
売り場の中に置かれたベッドで過ごすおば
あさんの姿を見て、福祉サービスとはなに
か、そして地域で暮らすこととはなにかを
考えさせられました。
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加藤沙季［26］
杜の家やしお
ユニットサブリーダー
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 卒業
介護福祉士・社会福祉士

かとう・さき 1994 年、神奈川県生まれ。生活か
らその人を支えることの奥深さや難しさを日々感じ
ています。旅行が趣味でしたが外出が難しくなっ
たので、グーグルアースで空想旅行しています。
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福利厚生

1
年に最大 2 回の長期休暇

2

ライフステージに合わせて
働き方を選べる

3

4

資格取得の支援

育児・仕事の両立サポート
「杜の家くりもと」「杜の家やしお」「杜の

余暇の充実は将来の仕事の能率を高めま

1 日 4 時間や週 3 回勤務など、そのときの

働きながら資格の取得をめざす職員に職

す。入職 2 年目から12 日間以上の休暇を

やりたいことやライフステージに応じて働

員能力開発支援金として100 万円まで貸

家なりた」には保育所が併設されており、

1 回、4 年目からは別途 5 日間以上の休暇

き方を選ぶことができます。また、働き方

与します。資格取得後 3 年間勤務すると返

職員も利用することができます。小さなお

を 1 回取得できます。遊びに勉強にと有効

を問わず全職員が無期雇用となります。

済が 免除されます。また、取得した資格

子さんがいても、安心して働くことができ

活用してください。

ダブルワーク（複業）も OK です。

に応じてお祝い金が贈られます。

ます。

5

6

7

8

職員住宅

リフレッシュルーム

食事補助

ガクダンマイル制度

若手職員向けに安価な費用で入居できる

「杜の家やしお」「杜の家なりた」にはリフ

勤務時には職員食を注文することができ

社内研修の参加や、「グッドジョブ 」な職

職員住宅を主要な拠点の近くに整備してい

レッシュルームを整備しています。休憩時

ます。1 食あたり250 円で栄養バランスの

員には「ガクダンマイル 」を付与します。

ます。また、一般住宅に一人暮らしをする

間や仕事の後にゆっくりと体を休めること

とれた食事が 食べられるので、毎日多く

100 マイル集めると、10 万円分の旅行券

30 歳未満の職員には、上限 2 万 5 千円ま

ができます。

の職員が利用しています。

と特別休暇が 2 日間もらえます。
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仕事と生活と遊びをバランスよく楽しめるように、さまざまな制度があります。

で住宅手当がでます。
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9

10

11

有給休暇は入職日から

充実した休暇制度

社会保険

予防接種や
抗体検査の助成

入職日に 3 日間の有給休暇が付与され、

親族の慶事・弔事に際する慶弔休暇、配

あ たりまえの 大 事 な 制 度 で す。 健 康 保

インフルエンザの予防接種費用を一部助

半年後に 10 日間付与されます。その後は

偶者の出産に際する出産支援休暇、災害

険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補

成します。介護職員などの B 型肝炎ワクチ

1 年おきに付与日数が増えていきます。半

時に自宅の復旧を図る際の災害休暇、社

償保険にしっかり加入します。また、労災

ン接種費用は法人が全額負担します。ま

日単位での取得もできるため、ちょっとし

会貢献に際するボランティア休暇などがあ

の上乗せとして、独自で業務災害補償保

た、希望者は B 型・C 型肝炎や HIV の抗

た用事にも使えます。

ります。

険にも加入しています。

体検査を無料で受検できます。
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43

子育てサポート

「イワベの保育所」を設計しました

LGBTQ フレンドリー

当事者の立場から話します
松岡宗嗣

一般社団法人 fair
代表理事

teco

建築家
こんの・ちえ 住宅や福祉施設、公共施設の設
計、まちづくり、アートインスタレーションなどで、

春は裏手にある桜がすごくきれいです

「杜の家なりた」での新入職員向けの研修

や Yahoo! ニュース、現代ビジネスなどで LGBTQ
に関する記事を寄稿しています。

を抱える人の力になりたい」「不用意にだ

職員や地域の人たちが利用できる保育

あります。「イワベ」はこの 地 区 名 の「岩

社内研修の講師として、性の多様性に

所です。場所選びから設計まで、保育や

部」で、森や 畑が 多くて自然豊かな地域

関する基礎知識や、LGBTQ の人が 職場

れかを傷つけたくない」といった心がまえ

介護の現場の人たちと話し合いながらつ

なので、その風景になじむよう、農家の倉

で直面する困難、医療・福祉を利用する

を全体から色濃く感じています。いろんな

くっていきました。「杜の家くりもと」に入

庫や道具小屋をイメージしました。竣工式

際の困りごとなどについて、講義やワーク

職種の人がいて、見た目も経歴も国籍もさ

居するお年寄りが車椅子で気軽に立ち寄っ

に、近所の農家のおじいちゃんがサツマイ

ショップを行っています。きっかけは 2 年

まざまで、素敵な職場ですよね。

て、子どもと遊んだりお茶を飲んだりして

モをもってきてくれたんですが、「ここは農

前、東京藝術大学の「アート×福祉」のプ

はじめて「杜の家なりた」にお邪魔して

自然なかかわりが生まれるように、場所は

作業に最適だなあ」って（笑）。

ロジェクト「DOOR」で理事長の飯田さん

研修をしたときは、ガラス張りの開放的な

「杜の家くりもと」のすぐそば。出入りしや

自然や季節とともに育って、年月を経な

にお会いして声をかけてもらったのがはじ

空間が気持ちよくて、帰る頃には夕日がき

すい土間を広くとりました。太陽や風の気

がら、より愛されていく。そういう存在に

まりですが、新卒から管理職までたくさん

れいで、ちょっと切なくなったのを覚えてい

持ちよさを生かすために大きな窓や障子も

なったらいいなと思います。

の職員さんと交流するなかで、
「生きづらさ

ます（笑）。

遊びと仕事のバランス

本気で休める職場です

「杜の家なりた」ユニットサブリーダーの上野遥香

さん（入職 3 年目）は、友だちと一緒に群馬県
水上でラフティングを満喫！
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仕組みや制度を横断する空間づくりに取り組んで
います。「福祉楽団 地域ケアよしかわ」や「香取
CCC」の設計も担当しました。

まつおか・そうし fair は政策や法制度に関する
LGBTQ についての情報発信をする団体です。ゲ
イであることをオープンにしながら、HUFFPOST
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金野千恵

働きやすい職場づくりを外部コンサルタ

2 回あるのも珍しい。また、遊びや仕事な

ントとしてお手伝いしていますが、大きな

どで他にもやりたいことがあるなら、働く

特徴はやはり「休暇」ですね。有給休暇の

時間や日数を柔軟に変えられるし、W ワー

取得率は全国平均を 14 年連続で上回って

クやカムバックもできる。あくまで個人の

いて、リフレッシュ休暇の取得率は法人全

人生がまずあって、それを大事にしたうえ

体で 94.1％（2019 年度）という非常に高

で無理なく一緒に働きましょうと。そのため

い数字です。休暇の制度があっても実際

に法人全体として何ができるのかを日々議

は休みづらい会社が 少なくない状況で、

論しているわけですが、そこには現場の若

福祉楽団は休むことに本気です（笑）。「休

い人たちも参加するし、逆に経営の人たち

んでも許される」より「ちゃんと休まないと

が現場で「ぶっちゃけ最近どう？」と声をか

ダメ」ぐらいの組織文化で、長期休暇が年

けているのもいつもの風景です。

中川稔大

株式会社日本経営
介護福祉コンサルティング部
課長

なかがわ・としひろ 日本経営の東日本における

介護・福祉分野でのコンサルティング事業責任者。
介護・福祉分野を主としたコンサルティングを行っ
ており、支援実績は 100 法人を超える。日本社会
事業大学専門職大学院卒。福祉マネジメント修士。
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法人概要
福祉楽団 地域ケアよしかわ

社会福祉法人 福祉楽団

所在地：埼玉県吉川市吉川団地 1 街区 7 号棟 107
TEL: 048-984-2332

FAX: 048-984-2333

理事長

飯田 大輔

主たる事務所

〒 261-7112 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1
TEL：043-307-2828 FAX：043-307-4848

事業収入

24 億 8,356 万円（2019 年 3 月期）

所在地：千葉県香取市北 3 丁目 2 番地 13

職員数

459 名（2020 年 10 月1 日現在）

実施事業：千葉県中核地域生活支援センター事業／千葉県

所轄庁

千葉県

実施事業：訪問介護・居宅介護／居宅介護支援・相談支援

香取 CCC
TEL: 0478-50-1919
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法人名称

FAX: 0478-50-1414

生活困窮者自立相談支援事業／千葉県就労準備支援事業

恋する豚研究所
所在地：千葉県香取市沢 2459 番 1

事業概要

TEL: 0478-70-5234

FAX: 0478-70-5235

実施事業：就労継続支援 A 型／相談支援

杜の家くりもと
所在地：千葉県香取市岩部 869 番 60
TEL: 0478-70-5665

FAX: 0478-70-5666

実施事業：特別養護老人ホーム／短期入所生活介護／認知

症グループホーム／デイサービス／ 訪問介護・居宅介護 ／
居宅介護支援・相談支援／配食サービス／福祉有償運送／
企業主導型保育事業

杜の家やしお
所在地：埼玉県八潮市鶴ケ曽根 567 番 1
TEL: 048-999-7667

FAX: 048-999-7668

実施事業：特別養護老人ホーム／ 短期入所生活介護 ／ 訪

栗源第一薪炭供給所
所在地：千葉県香取市沢 2452 番 1
TEL: 0478-70-5234

FAX: 0478-70-5235

実施事業：就労継続支援 B 型

サポートセンター
所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1
TEL：043-307-2828

FAX：043-307-4848

問介護・居宅介護 ／ 居宅介護支援・相談支援 ／ 配食サー

ビス／学習支援事業／企業主導型保育事業

杜の家なりた

恋する豚研究所 コロッケカフェ

所在地：千葉県成田市下方 686 番 1
TEL: 0476-20-7575

FAX: 0476-20-7878

実施事業：特別養護老人ホーム／ 共生型短期入所 ／ デイ

サービス／居宅介護支援／放課後等デイサービス／障害児

所在地：東京都世田谷区代田 2-36-15

BONUS TRUCK 1 階

TEL：03-6804-0666

FAX：03-6804-0666

相談支援・特定相談支援／企業主導型保育事業
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介護ひとくちメモ

ここでは、高齢者とかかわるときに「ちょっと役立つ豆知識」をご紹介します。

1

パタカラ体操

食事前に「パタカラ体操」を行い、噛む

力と飲み込む力を鍛えましょう！方法は簡
単。「パ」「タ」「カ」「ラ」の４文字を大

きく口を開けてはっきりと発音してもらう
だけです。口の筋肉や舌の動きを鍛える

ことで、食べ物や飲み物が間違って肺に
入ってしまうこと（誤嚥）を防ぐことがで

2

きます。

とろとろトロミ

3

飲み物でむせこんでいるのを見たことが

高 齢 者 は 喉 の 乾きを感じにくくなりま

ありませんか？そんな時はトロミ剤を使っ

す。また、筋肉量の減少にともなって、

てみましょう。あんかけのようにとろとろ

体内に水分を溜めにくくなるため、こま

にした水分なら、本人の力に合わ せて

めな水分補給を促しましょう。脱水症状

ゆっくりと飲み込むことができ、誤嚥を

によるめまいやふらつきの予防、便秘の

防ぐことができます。トロミ剤は市販され

解消にも役立ちます。夏場は体内の塩分

ていますが、水溶き片栗粉でも代用でき

も不足するので、スポーツドリンクや塩

ます。

昆布茶などがおすすめです！

4

5

ボディメカニクス

「 だっけんちゃっかん」

たとえば椅子から立ち上がるとき、私た

麻痺や障害によって身体が動かしづらく

ちは無意識に両足をひいて前かがみの

なっている人には「脱健着患」を意識しま

姿勢をとっています。そうすることで身

しょう。服を「脱」がせる時には「健」康な

体の重心と足の位置が揃い、自然な体

方から、服を「着」せる時は「患」ってい

勢で立つことができるのです。このような

る方から。こうすることでスムーズかつ安

「ボディメカニクス」を知れ ば、無理の

ない動きで介助できます。
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水分補給

全に着替えてもらうことができます。腕で
も足でも、服の着替えは「脱健着患」で！

6

ケアの実況中継

介護中は次に行う動きを実況中継しましょ

う。「車イスからベッドに移りますね」「車
椅子から足をおろしますね」「前屈みにな

りますね」「横向きになりますね」「ベッ
ドに座りますね」自分がどんなケアをされ
ているのか一つ一つ「実況」してもらえれ
ば、介護される方も安心ですよね。

新鮮な空気と保湿

7

室内の空気は、いつも新鮮に保つことが

声を低くして話してみよう

重要です。換気の際は、窓や扉を対角

人は年を重ねるごとに高い波長の音を聞
き取りづらくなっていきます。会話のな
かで「え？」と聞き返されるようになった
ら、声のトーンを低くしてゆっくりはっき
りと話しかけてみましょう。

9

消毒用アルコールは
十分な量を使うべし

8
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すぐできる！

線上に開けて空気の通り道をつくりましょ
う。このとき身体を冷やさないように室温
を調整しましょう。また、冬は加湿器を使
うことで喉の乾燥やウイルスの繁殖を防
ぐことができ、風邪の予防にもなります。

介護と感染症対策は切っても切り離せません。正しい
手指消毒の方法をマスターしましょう。①ポンプを一番
下まで押し込んで、十分な量のアルコールを手にとりま
す。②アルコールに指先を浸したあと、手全体にすりこ
みます。アルコールは揮発するときに消毒効果を発揮す
るので、よく乾かしましょう。

10

食べるときは足を床につけ、
姿勢を整えよう

食事の時は「踏ん張れる姿勢」をつくりましょう。誰で

も上を向いたまま食べ物を飲み込むのは難しいはず。
身体の大きさにあった椅子に座ってもらったり、足の下
に台を置くことで、膝が 90 度に曲がり足の裏がしっか

りと床につく状態をつくることができます。
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民 主 的な社 会に暮らす方 法を学びたいのならば、
オーケストラで演 奏するのがよいだろう。
オーケストラで演 奏すれば、 自分が先導するときと
追 従するときがわかるようになるからだ。
他の人たちのために場 所を残しながら、
同 時にまた自 分 自 身の場 所を主張することは
いっこうにかまわない。
A
. グゼリミアン編 『バレンボイム／サイード 音 楽と社会 』（ 中野 真 紀子訳 ） から
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