年 ︶︑有 限
を介護する日が来る︒今のうちか

れるという︒いずれは自分も家族

会社さざなみに入社した参鍋敏
ら学んで備えておけば︑ゆくゆく

２０１０年︵平成

子︒介護の仕事に携わるように
は役に立つのではないかと︑知識

そうした流れで紹介された就職

を身につける程度の気持ちで︑介

うになっていったという︒これ
先が︑さざなみだ︒現在はさざな

のふれ合いを通して仕事へのや

までに経験した心に残る出来事

壱番館では︑入居者様の身体介助
や生活介助を行っている︒

飽くなき向上心

命じられる時間が増えてきたた

半勤めたが︑仕事が少なく待機を

は会社の紹介で下請け会社に１年

いえ経験も知識も足りず︑突然泡

専門的な技術が必要だった︒とは

居者様を担当していたため︑より

ない頃は︑比較的介護度の高い入

介護業界に足を踏み入れて間も

め︑﹁ 何 か 他 の 仕 事 を ﹂ と ハ ロ ー

に︑何もできなかったこともある︒

を吹いて苦しみ始めた様子を前

時代は介護職に注目が集まり始

﹁これでは夜勤も満足に務まらな

ワークに通い始めた︒

めていた頃︒職業安定所所長の推

いのではないか﹂ともどかしさを

ホッとしたような表情を見せてく

薦を受ければ︑介護士になるため

福祉士の資格も取得する︒すべて

れた︒またある人は︑身内のよう

覚え︑喀痰吸引や胃ろうなど︑あ

らゆる処置に対応できるスタッフ
は入居者様のため︑介護のスキル

の学費がハローワークから援助さ

を羨ましく思った︒

に 親 し み を 込 め て﹁ あ り が と う ﹂

尽きると感じる瞬間でもある︒

くでお世話をしてきた者の冥利に

別れに立ち会うのは悲しいが︑近

と最期の言葉をかけてくれた︒お

を少しでも高めようと努力を重ね

い︒目の前で苦しむ入居者様を助
けたい︒﹂
会社に訴えると︑すぐに参鍋の

べ﹂と声に出して呼んでくれたこ

通 じ て い た が︑ あ る 時︑﹁ さ ん な

タクト︒それだけで互いの思いは

してきた︒普段の会話はアイコン

たって胃ろう介助などのお世話を

て い た あ る 人 に は︑ 長 期 間 に わ

た﹂と思ってもらえること︒最初

ど︑やっぱりここに決めてよかっ

て よ か っ た ﹂﹁ 他 も 見 学 し た け れ

いは︑入居者様に﹁さざなみに来

も感じるようになった︒参鍋の願

いるうちに︑自分なりにやりがい

入居者様とハートで向かい合って

した日々を送ってきた︒様々な挑

かったかな﹂と思うくらい︑充実

ちからこの仕事に就いておけばよ

今となっては﹁もう少し若いう

介護の仕事は辞められません﹂︒

ツポーズしています︒これだから︑

拠︒﹃やったあ！﹄と心の中でガッ

多くの入居者様の介護に携わっ

とがあった︒嬉しくて︑今も忘れ

は反発していても︑いつかはこち

戦をさせてくれたさざなみの環境

思いに応えてくれた︒専門の講師

天職を得て︑充実の日々

られない思い出となっている︒

らの思いを受け入れてもらえるよ

には感謝しかないという︒この先

てきたが︑一人ひとりとの間には

入居者様の看取りに立ち会って

うに︑日々︑気持ちを込めてお世

も体が動く限り︑入居者様の生活

の下︑３か月にわたって勉強をさ

きた経験も︑それぞれに感慨深い︒

話をしている︒

を支えていきたいと意気込みを見

大切な思い出がある︒脳梗塞を発

最期を迎える時︑﹁今日は参ちゃん

﹁難しい顔をしていた入居者様

せる参鍋の活躍を︑温かく見守っ

せてくれたのだ︒講習期間を終え

年 目︒

が来るよ﹂という看護師の声かけ

が︑お風呂の介助中に鼻歌でも歌

ていきたい︒

介護の仕事に関わって

に︑参鍋が出勤してくるのを待っ

い出したら︑心を預けてくれた証

症し︑寝たきりで言語障害を持っ

ていてくれた人︒顔を覗き込むと︑

12

親身な介護で築いてきた信頼関係

﹁あの人のように︑自分も一人で

参鍋 敏子

ると︑念願だった喀痰吸引や胃ろ
うの知識も得ることができた︒
歳の時には︑国家資格である介護

62

わおんの介護士を兼任︒さざなみ

み壱番館とヘルパーステーション

参鍋︒ 歳で定年を迎え︑その後

係のない会社に勤めていたという

前職は福祉業界とはまったく関

畑違いの職種からの転身

てもらった︒

や︑仕事への思いについて語っ

護の学校で学ぼうと決断︒

なって

年が過ぎ︑入居者様と

22

りがいは一層強く感じられるよ

10
55

介護士
さざなみ壱番館、ヘルパーステーションわおん
てきた︒
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ヘルパーステーション

わおん

参鍋さんの第一印象は？

最初はとても怖い人かな？という印象を受けまし

た。しかし、今ではよくお話をする仲になりました！

あお き

よう こ

青木 陽子さん

プロフィール

参鍋さんにまつわるエピソード

いつもテキパキと動かれていますが、ときどき、そそっかしいところ
もあり意外な一面があります。
参鍋さんへのメッセージ

いつも教えていただいたり、手伝ってくださったり、ありがとうござ
います！

必見！

「参鍋敏子」さんへのメッセージ
巻頭インタビュー

第一印象は？

最初はなかなかお話しす

あお き

巻頭インタビューに登場いただいた参鍋さん。
普段はどのような方なのでしょうか……？
その素顔に迫ります！

参鍋さんにまつわるエピソード

普段からきびきび動かれています。
時々、
物

がないと探されているので一緒に探してみ

ると目の前に……と大笑いすることも(笑)

少しあわてんぼうなところもありますが、そ

こが参鍋さんの魅力なのかもしれません。

参鍋さんへのメッセージ

仕事と家事、習い事と忙しいと思いますが、

これからも明るく頑張ってください！

一人っ子として生まれ、�～�歳まで北京で過ごしました。

パイロットの父は戦争で亡くなり、
その後親族のいる和歌

山へ母と戻りました。母は料理屋の中居として住み込み

で働いていたため、月�回ほどしか会えず、私は母の姉夫

小中学校のエピソード

小学校のとき、男の子に死んだ蛇を首にかけられ、怒っ

ヘルパーステーション
もり

わおん
えい こ

森 栄子さん
参鍋さんの第一印象は？

介護に対して熱心だと思いました。

さざなみ城東

しん どう いつ こ

進藤 弌子さん

社会人になってからのエピソード

�階建てのお店を自分で営むことになりました。�階はお
店で、�階は住まいです。
この頃、
ようやく母と一緒に住み
始めることとなり、
とても幸せな日々を送りました。

た私は机の板を持ちながら追いかけ続け、職員室に泣き

今後の人生の目標

ことがあります。その後先生から「進藤さんは女の子で

楽しい人生でした。母を看取ることもできてよかったと

ながら駆け込んだ男の子を、先生たちの前で突き倒した

しょ。男の子を叩いたらだめよ」
と注意されました(笑)

青木 由佳さん

くさんお話をするようになりました。

家庭環境

たごはんなど、美味しい母の味を覚えています。

か

る機会がなかったのですが、今ではた

県新宮市です。

を作ってくれました。アサリや野菜を混ぜて、甘辛く炊い

わおん
ゆ

昭和��年��月��日生まれの��歳です。出身は和歌山

婦に預けられていました。
その月�回のとき、母はよくご飯

ヘルパーステーション

参鍋さんの

利用者様紹介

施設の利用者様にこれまでの人生についてと、
今後の目標をお伺いしました！

若い頃は、自分がしたいと思うことも実現してきたので、
思っています。次は私の順番。現在は病気もないし、今の

高校時代は、親類の家を出て喫茶店を営んでいる友人の

まま過ごしていくことが目標です。

料は����円だったことをはっきり覚えています。そこで�

さざなみのスタッフに一言

した。その後、母がお金を出してくれ、美容の専門学校へ

きます。
このように、対話や対応をしてもらえていることに

家に住み込みで働かせてもらっていました。初めての給

年ほど働き、お金を貯め、
アパートで一人暮らしを始めま
入学。寮生活をしながら�年間働きました。

身内がいなくてもここにいれば淋しくないと思うことがで
感謝しています。

今もそう思います！

社会人になってからのエピソード

急に病欠者が出たとき、用事を済ま

など、さまざまな仕事を経験しました。

印刷をした紙を畳む仕事や、歯ブラシをケースに入れる

参鍋さんにまつわるエピソード

作業、はんこのケースを作る作業、木でくしをつくる作業

せて夜勤勤務に入っていただいたこ

さざなみ大池橋

とがありました。そのときは本当に
助かりました。

参鍋さんへのメッセージ

現在、人手不足でシフトもたくさん

入っていただいていますが、どうか
お体を大切にしてください。

かな い ゆうせい

プロフィール

金井酉生さん

大正��年５月８日生まれの���歳です。出身は朝鮮半
島の南西、済州島（チェジュ島）です。

家庭環境

旦那さまとのエピソード

お父さんの知り合いと��歳で結婚しました。��～��歳

までで子ども７人を産み、戦争中も旦那と２人で子ども
を育てました。

今後の人生の目標
自由に歩くことです。

細かく覚えていないのですが、あまり遊んでいなかった幼

さざなみのスタッフに一言

れていました。

しますね。

少期でした。母が亡くなった後は、娘が手料理を作ってく

いつもありがとうございます。
これからもよろしくお願い

資格取得者紹介

今回は、介護福祉士の資格を取得した２名に、
勉強方法や取得のメリットをインタビュー！

実際に取得した彼らだからこそわかる、
介護福祉士の魅力を

さざなみ
京都南
み やま せい や

三山 誠也さん

教えていただきました。

これから取得を目指す方にとって、
役立つ情報が満載です。

勉強方法

なってからでした。取得ルートはいくつか

こ ばやし やすし

小林 靖さん
勉強方法

取 得 日

���� 年３月 �� 日

今後の展望

京都府での初任者研修が今回の資格取得に

若くないため、体力的にいつまでこの仕事

は畑違いのこの業界に転職しました。その

目の前の仕事を着実にこなしていけるよう

活きたと考えています。約３年前、前職と

ときに２か月間の初任者研修に参加し、毎
日９時から �� 時まで介護の基本を勉強しま
した。他の人の倍の時間をかけて研修を行っ

を続けられるか分かりません。気負わず、
頑張ります。

資格取得を目指す方へのメッセージ

たことで、基礎をしっかりと身につけるこ

資格取得がゴールではなく、日々の支援を

当時一緒に勉強していた仲間と「試験、頑

取得を一つの目安として、基礎的な業務を

とができたと感じています。試験の前には、
張ろう」と声を掛け合っていました（笑）

適切に行うことが私たちの使命です。資格

今後の展望

引っ張っていくというよりも、自分の知識

を始め、本格的に勉強したのは ���� 年に

介護福祉士

���� 年３月 �� 日

強をするのが苦手な私にとって、アプリを
感じます。���� 年 �� 月頃から徐々に勉強

取得した資格

取 得 日

学んだ知識を活かして、一緒に働くメンバー

使った勉強は手軽で取り組みやすかったと

さざなみ
京都南

介護福祉士

空き時間に、スマートフォンのアプリで勉

強していました。机に向かってひたすら勉

※公益財団法人 社会福祉振興・試験センター HP より抜粋

取得した資格

を支える人となることが目標です。周囲を
が周囲をサポートするのに役立つと嬉しく
思います。

資格取得を目指す方へのメッセージ

ありますが、私は３年間の実務経験を経て、

もちろん資格を取ることも大事ですが、何

試験の対策に時間を費やしました。

んだことは必ず自身の力になります。実際

筆記試験を受けるルートだったので、筆記

取得のメリット

一番実感しているのは、現場で扱える知識
が増えた点です。仕事をしていると、体位

より大切なのは、取得過程の勉強です。学

に取得してみて、勉強の大切さをしみじみ
と感じました。皆さんも自分のペースで勉
強を頑張ってください！

変換のやり方や食事の姿勢をなんとなく覚

えて実行してしまいがちだと思います。し
かし、勉強をしたことで、実務に必要な知

皆さんいかがでしたか？自分にあった

ができるようになりました。

ですね！

周囲からの信頼感が高まります。加えて、

勉強する過程は大変なこともあります

識を数字も交えて学べたので、着実に仕事

勉強方法を見つけることが大切なよう

また、介護福祉士は国家資格でもあるので、

資格取得に年齢は関係ありません！

給料も上がるので、良いことづくしです（笑）

が、資格を取得することで新たな発見、
自分の成長が実感できることはステキ

大切にこなしてほしいと思います。「どのよ

なことです。

ていれば、おのずと試験にも合格するはず

者に聞いてみるなど行動してみてくだ

うに支援するか」という根本部分を理解し

是非、資格取得を考えている方は取得

です！

さい♪

心に残っている母の日
長男が中学生の頃に鉢植えのカーネーションを照れくさそうにく

母の日
特集

れたことです。次男はセロハンに包まれた 1 本のカーネーショ

さざなみ松屋町

皆さん、今年の母の日はどのように過ごしましたでしょうか？
今回は3名の方に「心に残っている母とのエピソード」と題し

井上 久美子さん

ンを「オカンこれやる」と照れくさそうに渡してくれました。最
近次男が結婚し、お嫁ちゃんがとても可愛くて本当に仲良くして

て、思い出を教えていただきました！最後にカーネーションの

います。今までの思い出とこれから作る思い出、どちらも大切に！

花言葉もお届けします。皆さんは何色のカーネーションを想像
しますか？
心に残っている母とのエピソード

まずは「母の日」の歴史からお楽しみください。

母親は、いつも弟に甘かったので、もう少し私も構ってほしいと

さざなみ加納

思っていました。その代わり、おばあちゃんや叔母に優しくよく

長澤 奈緒さん

してもらいました。もし、子どもができたら兄弟姉妹、同じよう
に大切に育てていきたいと思っています！

日本の母の日は
アメリカから伝わった

日本では 3 月だった母の日

母の日は世界各国にあり由来もさまざ

日本で最初に母の日が行われたのは、

心に残っている母の日

まですが、日本の母の日はアメリカか

明治時代末期と言われています。

私が小学５年生のとき、母にカーネーションの花束を渡した話で

ら伝わった風習です。

それが大正時代になるとキリスト教会

す。当時のお小遣いが５００円で、確か２０００円ほどの花束を

1905 年 5 月 9 日、アメリカのフィラ

や日曜学校で徐々に広がっていき、昭

デルフィアに住む少女「アンナ・ジャー

和に入ると大日本連合婦人会が結成さ

ビス」が母の死をきっかけに、「生き

れたのをきっかけに、皇后の誕生日の

ている間にお母さんに感謝の気持ちを

3 月 6 日を母の日と定めました。

伝える機会を設けるべきだ」と働きか

この頃の日本の母の日は、今のように

けたのが始まりとされています。

5 月ではなかったんですね。

また、アンナの母親が好きだった白い
カーネーションを追悼式の祭壇に飾っ

当時の母の日はそれほど国民には普及

たことから、母が健在であれば赤い

していませんでしたが、1973 年（昭

カーネーション、亡くなっていれば白

和 48 年）お菓子メーカーである森永

いカーネーションを飾るようになり、

製菓が「森永母の日大会」と称して大々

現在のように「母の日にはカーネー

的な告知行い広めたことで全国的に認

ションを贈る」習慣が生まれたと言わ

知され、母の日は各地に広まっていき

れています。

ました。

一人の少女の行動が国民の祝日にまで
広がるなんてすごいですよね。

渡しました。思春期の始まりなのか、母の日を祝う行為が恥ずか

さざなみ鶴見

しく、また高額だったためなかなか購入できなかった記憶があり

大森 優仁さん

ます。花屋でもじもじしながら、ようやく購入。母に渡すととて
も喜んでくれたことを覚えています。今は２人の子どもたちと手
づくりのものを送るのが恒例になっています。今でも思い出すと
少し恥ずかしい思い出です。

カ ーネーションの花言葉
赤

母の日といえば、カーネーション。実は色ごとに花言葉があることを知っていましたか？
知っていると少しだけ特別なプレゼントにできるかも。是非来年渡してみては……？

母への愛／母の愛／純粋な愛

母の日によく用いられるだけに、その意味も母の日にピッタリです。

黄色

美／友情

お母様と親友のような関係という方にぴったり。ただし、
黄色い花にはネガティブな意味合いもつきがちで、「軽蔑」

白

あなたへの愛情は生きている／尊敬／純潔の愛

「嫉妬」という花言葉もあるので要注意。

母の日が始まった頃にシンボルとされていた色であり、その
花言葉から亡くなったお母様へ送る花の定番です。

オレンジ

純粋な愛／清らかな慕情／あなたを愛します

愛に満ち溢れた言葉が込められています。母の日だけでな

ピンク

感謝／気品／温かい心／美しい仕草

く、恋人に贈る花にも良いかもしれませんね。

赤いカーネーション同様、母の日にピッタリな花言葉です。
お母様への「感謝」の言葉と共に、添えてみては？

紫

気品／誇り

見た目の上品さに合った花言葉、落ち着いた方へのプレゼン
トには最適です。お義母様へ渡されるときにもおすすめです。

青

永遠の幸福です

とても珍しい色味なので、贈るときには入念な下調べを。
その分、プレゼントされるだけで、なんだか幸せな気分に
なりそうな花言葉ですね。

