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特別養護老人ホーム

イエスは、その人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って、
「良くなりたい
か」と言われた。病人は答えた。
「主よ、水が動くとき、わたしを池の中に入れてくれる人がいないの
です。わたしが行くうちに、ほかの人が先に降りて行くのです。」イエスは言われた。「起き上がりな
さい。床
（とこ）を担いで歩きなさい。
」すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。
（ヨハネによる福音書 ５ : ６−９）

老老介護が三割を超えて深刻に
社会福祉法人

上市町社会福祉協議会

事務局長

西野

洋

６月下旬の新聞を見て、びっくりしたのが標題の『老老介護』でした。
高齢者が高齢者を介護する事が広がる中、要介護認定を受けた人と、同居
する介護者がともに75歳以上の割合が、前回調査（平成25年）に比べて
1.2ポイント増の30.2％と、初めて３割を超えたと、厚生労働省が昨年実
施した「国民生活基礎調査」で報告がありました。
調査を始めた平成13年と比べると、11.5ポイント増えており、介護者
の高齢化が一層進み、深刻な状況になっています。
「国民生活基礎調査」は、昭和61年から毎年、医療や福祉などをテーマに実施されており、対象は質問
項目によって異なり、介護では約7,000人から回答があり、調査結果によると、要介護者と介護者がとも
に60歳以上の割合は、70.3％
（前回比1.3ポイント増）
、65歳以上では、54.7％
（同3.5％増）となっている。
次に、介護時間については、「ほとんど終日」と回答したのは、介護の必要が最も軽い「要介護１」で
6.1％だったのに対し、最重度の「要介護５」では54.6％と高くなっており、大変な状況となっています。
このことから、平成12年に介護保険制度がスタートしてから、早くも17年間が過ぎようとしている中、
少子化による人口減少や高齢化による経済・社会構造の変化にどのように対応していくかが問われている
と思います。
こうした経済・社会状況の中で、介護のみならず、多様な福祉
に対する要望にきめ細かく、柔軟に対応していくためには、町民
の皆さんの参加による活動への取り組みが必要になるものと考え
られます。
そして、町民の皆さんの要望を明らかにし、これを解決するた
めには、専門機関や専門職などと、各種団体が役割分担し、町民
の創意工夫による自発的な活動や、福祉サービス利用者の社会参
加などを、促進するための活動が求められていると思われます。
今後、各種調査を参考にしながら、これからの進む方向につい
て、町民の皆さんと一緒に検討していくことが重要であると考え
ております。
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「古西ミサヲさん 100 歳のお祝い」

園行事

あすなろグループの古西ミサヲさんが、７月 10 日、100 歳の誕生日を迎えられ、まさにその当日
に伊東町長様から祝福の表彰をお受けになりました。
ご家族や職員に囲まれて、和やかな雰囲気の中、嬉しそうな表情のミサヲさんでした。
伊藤町長から
嬉しい表彰状授与

ご家族からの謝辞
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町長

あすなろ職員一同からの
プレゼント

湯川 康子
（ホーム介護士）

「プール大好き」

保育園だより
ひつじ組（３歳児）になって本
格的に大きなプールに入れるよう
になりました。歓声を上げて飛び
跳ねている子ども達は、まるで魚
のようです。水が顔にかかるのが
嫌で、離れたところから様子を見
ていた子も、楽しそうに遊ぶ友だ
ちを見ながら少しずつプール遊び
にも慣れてきています。
サルビア、ベゴニアなどの色鮮
やかな花々や年長さんが育ててい
る夏野菜が実る園庭で、夏ならで
はの遊びを楽しんでいきたいと思
います。
幼保連携型認定こども園

だよ！！

も平気
て
っ
か
か
水が

富山聖マリア保育園

－２－

高畑 謡子
（保育士）

「夏に気をつけたい病気とは？」

看護コラム

看護師

平井 容子
（医務リーダー）

夏場に起こりやすい病気として
◆手足口病
◆ヘルパンギーナ
（急性ウイルス性胃腸炎） ◆プール熱（咽頭結膜熱） ◆とびひ
他にも、汗疹（あせも）や、食中毒、夏バテなどもあります。高温多湿は夏の病気のウイルスや細
菌にとって絶好の環境条件です。また、高温多湿は肌のバリア機能の衰えてこられる高齢者の方では、
オムツやパットの蒸れから起こる皮膚トラブルの原因にもなります。夏場は暑さのために食欲が落ちる、
睡眠不足になる、疲れやすくなることなども起こりやすくなります。
ご利用者様の日頃のご様子から体調の変化や体調不良にいち早く気づき対応できるよう職員一同心
掛けていきます。
感染症の発生から予防のため、面会制限、ご利用者様のお部屋の移動等、ご家族の皆様にもご迷惑
をおかけする事もございますが、ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。

ボランティアコラム⑴

デイサービスコラム

隔月第４水曜日にお越しになっている、上
市町ヘルスボランティア連絡協議会の方々に、
５月 24 日、７名で中庭の除草をして頂きました。
皆様のおかげで、見違えるように綺麗なお
庭になりました。

「今、デイで流行ってます！」
オセロ

地図
パズル

高井 郁子
（事務職員）

ボランティアコラム⑵
６月 12 日㈪に、北陸
電力㈱富山支店から５名
の方々が、窓の清掃や屋
根の苔取りのボランティ
アでおいでになりました。
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ご利用者様同士で応援しながら楽しんでお
られます。これからも、ご利用者様が楽しん
で頂ける余暇活動を準備して行きたいと思い
ます！
新家 奈保美
（デイ介護士）

平野 恵介
（運転リーダー）

－３－

おたのしみ予定表
【８月】

２日（水）
１８日
（金）
１９日（土）
２１日（月）

三味線演奏（土肥正彦さん）
ショッピング
（上市町赤十字奉仕団）
家族交流会
歌の広場（加藤與志子先生、進士京子先生）

【９月】 １２日（火）

三味線演奏（土肥正彦さん）
保育所訪問（柿沢保育所）
ショッピング（上市町赤十字奉仕団）
歌の広場（加藤與志子先生、進士京子先生）
保育所訪問（白萩西部保育所）

１３日（水）
１５日（金）
１８日（祝）
２７日（水）

ありがとうございます
ボランティア

（敬称略）

５・６月

加藤興志子さん・進士京子さん
（歌の広場）
、羽柴悦子さん
（お菓子作り、マジック）
、
土肥正彦さん・吉田京子さん
（三味線演奏、舞踊）
、
北陸電力
（株）
富山支店の皆さん
（窓清掃、屋根苔取り）
、牧野伸一郎さん
（デイサービス；塗り絵指導）
、
陽南小学校５年生の皆さん
（中庭花壇耕し及び花苗植え）
、陽南小学校２年生の皆さん
（まち探険訪問）
、
ヘルスボランティアの皆さん
（北中庭除草）
、岡本由美子さん
（デイサービスお手伝い）
、
小原杉太さん（床清掃、加湿器掃除、車いす拭き等）
、菅原美穂子さん
（洗濯物たたみ）
、
廣瀬康夫さん（送迎、洗濯物たたみ）

物品ご寄付

５・６月

講神りつ子さん・佐伯愛子さん、廣島功さん、村上和子さん、上市町商工会婦人部様、黒田正晴さん、
田村稔さん、山本与市さん、本江勗さん

現金ご寄付

５・６月

南澄子さん、石黒裕一さん、古西規義さん、山本与市さん、水口良行さん、城石芳人さん
（以上合計 9 4 , 3 8 8円）

家族交流会 ８月19日（土）

10：00〜11：30

…… 編集後記 ……

舞踊、新人挨拶、よさこい、
ミュージックなどを見聞きして、
グループごとに楽しく会食します。

特別養護老人ホーム

イエスは、弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づ
いて言われた。「あなたがたはこのことにつまづくのか。それでは、
人の子どもといた所に上るのを見るならば・・・・。命を与える
のは“霊”である。肉は何の役にも立たない。わたしがあなたが
たに話した言葉は霊であり、命である」
（ヨハネによる福音書 ６：61 − 63）
先日、日野原重明さんが 105 歳で天に召された。
存命中、あるところで２回ほど「いのちの言葉」というタイト
ルの講演会にお招きして、お話を聴く機会があった。まさに、亡
くなる直前までＱＯＬの頂点を生き抜かれた方でした。 シロクマ
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〒930-0474 富山県中新川郡上市町舘209
Tel. 076
（472）3993 Fax. 076
（472）6967
Hp http://www.seimaria.jp/jyorakuen/
E-mail：jyorak@seimaria.jp
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〒930-0065 富山市星井町3丁目9-1
Tel. 076
（421）6962 Fax. 076
（421）6939
E-mail：hoikuen@seimaria.jp

富山市民病院院内保育所
〒939-8075 富山市今泉北部町2-1

