コスモスの種をまこう

NPO 学習会

コスモス新聞

2 月 17 日にＮＰＯ学習会にて、認知症の方の事例
検討会を開催しました。テーマは「変わりない夫婦
の日常を維持するための支援とは」で、訪問看護と
デイサービスを利用されているご夫婦の事例につい
て話し合いました。効果的な事例検討の在り方を模
索し、ICF（国際生活機能分類）の概念に基づいて、
その利用者さまの「強みと課題」の両面からグルー
プ検討を行いました。
この検討会を通して、利用者さまの「より良い生
活は何が必要か」と日々の試行錯誤しながら行って
いるケアが「認知症の非薬物療法」に繋がっている
ことを再確認し、スタッフ間の情報共有やお互いの
役割を認識する場となりました。
一人ひとりの利用者さまから、実に多くの事を学
ばせていただいています。事例を振り返り、学びを
深める検討会の大切さを実感しました。【Ｓ．Ｈ】

5/24（土）、『日本国際保健医療学会』に参加してきました！
今回の主題は『マイノリティと健康 - いのちの格差をどう縮め
ていくか -』…コスモスからは①東ティモールでのプライマリ
ケア活動報告（渡〇看護師 )②山谷地域での健康相談と路上生活
者への支援報告 ( 鵜〇・薮〇看護師 ) を発表しました。
会場は満員で関心の高さが分かります。ホームレス分科会では、
「コスモスいこいの間」を利用している羽〇さんにも、檀上に上
がって頂きました。ホームレスの実際を知りたいと、質問が相
次ぎました。また探検家の関野吉晴氏（基調講演）の姿もあり、
交流会では「学生を山谷に連れて行きたい」との話も出たり…
学生さんからボランティアの申し出があったりと…
「支援を次の世代に繋いでいきたい」という参加者の熱意が
広がる一日となりました！！
【Ｒ．Ｙ】

5 月 28 日総会が開かれました。全ての
議案が承認され、無事に終了しました。

葉桜の下、大勢の方が来て
くださいました !

ベスト
スマイル賞♪

コスモスお花見会

花より団子 ・ 四姉妹 !?

2014.4.9 ＠山谷堀公園

無事退院してお花見に参加
して下さったＦさんです !

待ってました！久しぶりのこの笑顔！

コスモスで働き始めて︑３ヶ月が

経ちました︒

なかなかベッドサイドに行けない病

棟での看護に疑問を持っていました

が︑今では思う存分︑１対１で利用

者さんと向き合えることに喜びを感

じています︒

入職当初から訪問させて頂いた

Ｋさん︒最期の時を穏やかに過ごさ

せてあげたいのに︑褥瘡の処置で辛

い思いをさせてしまうジレンマ …
でも︑最後の数日間︑及び腰だった

娘さんも添い寝をしてあげたり︑

ひ孫さんを横に寝かせてあげたり︑

ご家族で濃密な時間を過ごされたと

お聞きました︒

住み慣れた家でその人らしく最後

の時を迎える︑在宅ならでとはこの

ことだと実感しました︒その人らし

まだま
い生き方を支えるお手伝い …
だ未熟者ですが︑日々︑勉強の毎日
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＜編集後記＞５月のとある日。 利用者さまのお
宅の玄関に、 桑の実が鈴なりになっていて、 思
わず 「おいしそうですねえ！」 と言ったら、 ご家
族の方が洗って出して下さり、 利用者さまと一
緒にいただきました。 同じように見えるのに、 甘
いのと、 酸っぱいのと、 味がしないのがあるんで
すよ～とご家族が教えて下さったのですが、 本
当にその通りで、 「あまーい！」 「すっぱーい！」
とワクワクしながら頂きました。 ふと、 小学生の
頃、 登下校中の道端になっていた木イチゴを、
まだ青いうちから皆で我先にと食べていたことを
思い出して懐かしくなりました。 大人になっても、
楽しいものですね。
【Ｍ．Ｉ】

初夏号

コスモス三味線部が
花を添えました♪♪

です︒

→利用者 さ
O ん︑
作物のお手入れ中♡

すくすく成長中です♪

→初夏の陽射しを浴びて

連休が明け、すっかり新緑も眩しくなったある日、夏野菜
の苗を植えよう！と、農ジョー有志が屋上へ集結しました。
トマト・キュウリ・ナス etc、変り種はスイカ？育つかな
〜と期待半分不安半分。硬くなった土をほぐし、根っ切り
虫を掘り出しては取り除く作業から始まったものの・・・
耕し方に植え方にと、職人気質のこだわり屋は山谷という
土地柄 1 人や 2 人ではなく。「S 氏：そんなやり方じゃだめ
だよ！」「O 看護師：ホントにもーうるさいなぁ！」なんて、
まるで父娘のやりとりのような場面もあったりして ( 笑 )
まさに家庭菜園？収穫が楽しみですね！
【Ｙ．Ｔ】

第 2 子を出産ししばらく育児に
専念していましたが、 4 月より
復職することになりました。
産休と合わせ 2 年ほど休んだ
ため、 仕事ペースに慣れるまで
しばらくかかるとは思います
が、皆様に支えてもらいながら、
がんばって行きたいと思いま
す。 どうぞ宜しくおねがいいた
します。 【Ａ．Ｍ】

平成２６年

初参加の方とも
話が弾みました♪

たっくんもすっかりお兄ちゃんですね！

コスモス総会

未幸ちゃんはこの夏２歳にになります︒

おかえり
コスモスへ

第４７号

毎年 5 月の恒例レク『こいのぼりのお菓子作り』今年もやりました。
まずは生地のかき混ぜからスタート、力の入った混ぜ方をしたり、
納豆混ぜのような仕草だったり、気の早い人が先走ったりと、
色々な雰囲気で進みます。
焼く段階になるとこれまたテーブル毎に色んな焼き方が…。大きい 1 枚に
してしまったり、うなぎみたいに長くしてしまったテーブルがありますが、
上手くひっくり返せていました。
（焼いている途中で自分が 1 番でかいのを取ろうと狙ってる人がいます）
焼き上がると今度はあんこ塗り、食べたくてしょうがないのを必死でこら
えて模様付けもしていきます。
最後にお茶を淹れて『いただきます』。控え目なこいのぼりから、ふぐみたいなデブっちょまで色んな形がすぐに
食べられて、なくなってしまいました。
午前中はみんな疲れてグッタリしていたのに、おやつ作りの時間には何故か表情が違っていました。
【Ｋ．Ｓ】

ようこそコスモスへ！！

我が家のペット自慢

寿町弁当合戦

～こいのぼりのお菓子作り～

寿町では︑ここ一年で三軒あった惣
菜店が二軒閉店してしまいました︒ご
飯を炊いて安価な惣菜を買って食べて
いた人達にとっては残念なことでした︒
食事配達事業のお弁当屋さんは町内
に四軒ありますが︑そのうちの二軒が
店頭で弁当を売るようになりました︒
三百〜四百五十円のものが五〜六種類
あり︑売れ筋を聞いたところ安価のも
のが人気で︑魚よりも肉主菜のものが
よく売れるそうです︒簡易宿泊所であ
る長生館 ち
( ょうせいかん 経
) 営の﹁長
生 な
( がい き
) 弁当﹂︑スーパーセイワ
ンの﹁美人妻弁当︵勝手に命名︶﹂はエ
プロン姿の美しい女性が売っており︑
昼時には並んで待つ常連さんもいます︒
配達弁当も含め︑お弁当激戦区となり
内容が充実してきました︒
食べることは多くの人にとって大き
な楽しみであり︑生きる源です︒町内
のデイサービスを利用する人が増え︑
昼食は温かいものを大勢で食べること
が︒一人で食べるお弁当も︑安価で美
味しくバランスの良いものが増えるこ
とを期待してい
ます︒
︻コスモス寿
Ｎ・Ｋ︼

デイサービスの一日

コテージが浮かぶ南の島。。。この写真は、入居者 T さんのお部屋のカレンダーです。
Ｔさんが戦前いらしたパラオの海に似ていると、懐かしそうにお話ししてくれます。
船旅の幕開けは横浜港から、指を折りながら…
「まずサイパン、ロタ、テニアン、ヤップ…でパラオ！明け方水平線にヤップ
が見える。そうするとその翌朝、水平線の向こうにパラオが見えてくる。」
道沿いにはマンゴスチンの木が連なり、右に行くと商店街。
船で知り合った日本人の、妹さんがやっているお店にコーヒーを飲みに通った
そう。
キラキラした笑顔で語られるＴさんの素敵な貴重な 60 年以上前のお話に、
私はいつもワクワクさせられます。
この写真を眺めながら、Ｔさんは言われます。「無理だと思うけど、また行ってみたいなあ。」と。そして「（他界
された仲間の入居者）Ｓちゃんは天国でこんな家（コテージ）に住んでいるんじゃないかと思って見てるんだよ。」
と…
お一人お一人の胸に秘められた想い。天国でもこんな楽園で、みんなで会えたらいいですよね。
【Ｎ．Ａ】

通信

ハナちゃん
モモちゃん

ふるさと あさひ館の I さんが、 ベッドの前で飼って
いるネコのモモちゃんとハナちゃん。
子猫の時からいて、 あさひ館のアイドルネコちゃん達
です。 つながれているので、 なかなか I さんのとこ
ろまではたどり着けず…代わりに馬のぬいぐるみをあ
やしている I さんです。。。 【Ｙ．Ｙ】

コスモスハウス ・ おはなで

事務職で採用して頂き、６/９

お手伝いさせて頂いていま

より働かせて頂いております。

す。 利用者さんとのコミュ

医療関係は初めてで、ご迷惑

ニケーションを大切に行って

をお掛けすることもあるかと

いきたいと思っています。

思いますが、一日も早く仕事
に慣れるよう頑張りたいと思

[Ｔ．Ｈ]

います。ご指導宜しくお願い

ｗｅｌｃｏｍｅ

します。 【Ｎ．Ａ】

ケアマネの
現場から

利用者さん宅に訪問の際、ご家族 （
娘

さん）と話をしていると、様子に気付い

て上から腰を曲げながらすりすりとご

主人が階段から降りてきます。

すると 「
しかしこういう仕事っていう

のも大変だよなぁ、出来てあたりまえな

んだからな」と私に話し掛けます。そ

うなんです ・・・ 私は以前、他の利用

者さんで手配ミスをしたことがあって、

それ以来、ぎくしゃくした関係になった

ことがありました。他に例えるなら、い

つものラーメン屋さんに行って一度でも不

味い思いをさせられたら、そのお店に足

が遠のくのと同じ様に美味しいつもりで

来るお客さんの期待を裏切るのと同じな

んですね。

毎回、毎回の事って慎重にしないとい

けないものだと、改めて思いました。

【
Ｈ・
Ｏ】

ご寄附を
ありがとうございます

山〇章・富〇様

朴〇美様

富〇孝〇様

高〇征〇様

相〇元〇様

悦〇様

小〇し〇る様

加〇

「いこいの間コスモス」・「コスモス

ハウスおはな」に多くの方から沢山

のご寄附を頂いています。利用され

ている方々や私達にとって大変有難

く心温まるご支援です。

深くお礼申し上げます。

《ご寄附をお待ちしています》

★コスモスいこいの間

・男性物の衣類（目立った汚れ

がなければ中古可）

・下着・靴下（未使用のもの）

・タオル、石けん

★コスモスハウスおはな

・スーパーレジ袋、石けん

