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新居

千葉が大好きです ! ! 生まれも育ちも千葉で、千葉ロッテマリーンズの試合観戦は年20

～30回、外野スタンドで応援団と一緒に騒いでます。最近、念願の新居を建てましたが、
もちろん千葉。大学は静岡県三島市でしたが、千葉を離れるのがイヤで最初は千葉から約

3時間かけて通ってました（笑）。でも静岡も楽しかったですよ。「浜松ぎょうざ 石松」の餃

子は、人生でうまいものランキング3位には入りますね。自分はめちゃくちゃ大食いで、これ
で1人ぶん（笑）。

大学卒業後、はじめは「クイーンズ伊勢丹」に入社して店舗で肉を切る仕事に就き、転職

して「米久」で生肉加工品の営業を担当しました。2019年4月から福祉楽団で「恋する豚

研究所」の工場長をやっています。肉ばっかりですね（笑）。特に好きなのは肉を「切る」こ

と。この牛刀は、最初の店舗でお世話になった職人さんが買ってくれた大切な包丁で、10

年以上、愛用しています。

毎日、工場のみんなと楽しく仕事してます。障害のある人たちと働くのは初めてだったけ
ど、それまでなんとなくもっていた勝手なイメージが、がらっと変わりました。明るくて、にぎや

かで、自分と何も変わらないし、むしろ自分より真面目に働く人ばかり（笑）。入職後に取得

した「お肉博士」1級の資格は、ある利用者さんが「肉のことをもっと知りたい」と話してくれ

たのがきっかけで、じゃあ一緒にがんばろう! と、約半年間、2人で必死に勉強して、きれい

な盛り付けを学ぶためにお店を見学で回ったりして、無事に2人で合格できました。「いつ

か豚だけじゃなく牛や鳥も切ってみたい」と言ってくれたときは、すごくうれしかったですね。
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き ね ふ ち　  あ き み

“ナースコールありトイレ誘導。「あなたお泊り？ 気をつけてねー。

休み休みやってくださいね！」と仰っていただく”

「杜の家なりた」に暮らす平塚禮子さん（88）のケアコラボに職員

が綴ったある夜の記録だ。今回は、娘のスミス直子さんに話を伺っ

た。直子さんは米国在住で、コロナ禍の現在は日本国内で働いてい

る。日米どちらにいてもケアコラボで母親の様子を見るのが日課だ。

「ケアコラボ、すごくいいです。今の母の精神状態が分かるんです。

母から職員さんに『夜勤大変ね』とか相手を思いやる言葉があると、

気持ちに余裕があるのかなと安心できます」。コロナ禍で面会時間が

限られているため、事前に話題を見つけておくのにも役立っているの

だそう。「あと、写真の表情からも十分伝わってくるんですけど、動

画はすごいですね！ カメラを向けられて構えちゃって、喋りたいのに

喋れない母の様子がよく分かります」

今回、直子さんとは初対面だったが、開口一番「いつも（記録を）

拝見してます！」と声をかけていただいた。平塚さんの生活の様子を

通じて、私たち職員のことも知ってくださっていることがうれしかった。

今回のインタビューの内容を

チームメンバーに共有すると写

真の投稿が増え、それに対し

て直子さんからも私たちへの励

ましのコメントをいただいてい

る。このようなかたちでコミュ

ニケーションを深められるのは、

コロナ禍のおかげかも。今後

もケアコラボを活用しながら、

ご家族と一緒に入居者さんを

支えていきたい。

「ギャルに興味があります」
ケアサービスワーカー 杵淵陽海さん

つながるケア。 ご家族と一緒に
入居者さんを支える日々の記録

W O R K E R

杵淵陽海さん（25）は、2018年に岩手県立大学 社会福祉学部を

卒業し、同年、福祉楽団に入職した。大学時代は、高齢者（利用

者）が主体的に得意なことに取り組める環境をつくりたいと勉学に励

み、社会福祉士の資格を取得した。入職4年目になる現在は、「杜

の家くりもと」の2丁目（特別養護老人ホーム）のユニットサブリー

ダーを担っている。

そんな杵淵さんに、ケアで大切にしていることを尋ねてみた。「利

用者さんといっぱい話すことを心がけています。ひと言で済んでしま

うような会話も、プラスαを付け加えて話します。みなさんの反応は

まちまちですが……。一日、何も話さないで終わってしまうのは悲し

いですからね」と教えてくれた。

その思いの背景には、同居していた祖父の存在があった。物静か

だった祖父は杵淵さんの話をよく聞いてくれて優しかった。そんな祖

父が認知症を患い、トイレや歯磨きなどのサポートが必要となり両

親が看ていた。「当時は、勉強が忙しくてほとんど祖父にかかわれま

せんでした。ときどきトラブルになることもあって。そのとき、何もで

きなかったことが悔しくて勉強しました」と振り返る。

もともと色鮮やかなものが好きで、入職当時は「“ギャル”に興味

があります」と言っていた。幼少の頃はファッションデザイナーに憧

れていた。現在は、ユニットの行事でお寿司を食べたときに木目調の

シートを敷いて雰囲気を演出したり、ご家族宛てのお便りをデザイン

したりと、その才能を発揮している。

今年は介護福祉士の資格取得を目指している。「利用者さんや職

員に親身に寄り添って、よく声をかけているユニットリーダーをお手

本にしています。ケアを良くするため、もっと自分から提案できるよ

うになりたいです」と今後を語る。そんな杵淵さんの持ち味が活きる

よう、これからもサポートしていきたい。

text : UEHARA Harukatext : KYUKO Hirotaka

F A M I L Y

新品種の落花生「Qなっつ」も売り込む。

れいこ



かも人の生と死にかかっているので、たくさん考

えますし。でも、考えることを止めたらダメなん

だって思います。それはその人に向き合えていな

いことなんだなって、動画を見て思いました。

山田     この映像は、一生の思い出になると思います。

堤 僕も今回のこの撮影は一生残るし、みんな

にも「おまえの代表作になる」って言われます。

撮影は３～４か月間で、日数にすると70～80日。

毎日通っていて、みなさんに「おかえりなさい」っ

て言われるようになりました（笑）。映像編集作

業を入れると、半年間かかわっていたことになり

ます。

山田     覚えてくれている入居者さんもたくさんいる

んじゃないですか？ 自分たちも堤さんがいないと

「今日はいないんだ……」という感覚になってい

たので（笑）

堤 また施設に遊びに行きたいです。

山田     夏祭りもありますし、ぜひ来てください。

入居者さんもきっと喜んでくれると思います。楽

しみにしてますね。

A C T I O N

2020年、コロナ禍の秋、「杜の家やしお」にテレビカメラが密着することになりまし

た。厚生労働省の「介護のしごと魅力発信事業」のための映像制作の取材対象として

協力することになったからです。完成した映像は、教材で使用されるほか、ローカル

テレビ局でも放送されることが決まったそうです。映像制作を担当したのはドキュメン

タリー映像の制作を得意とする制作会社「ホームルーム」。ディレクターの堤さんと、

「杜の家やしお」で取材の受け入れを担当した山田が、制作過程を振り返りました。「大

変そう」という言葉だけで語られることが多い介護の仕事ですが、現場からのリアル

を発信し、面白さや楽しさを多くの人に伝えるための貴重な映像資料が完成しました。

映像『介護とは何か ― 生活を整えていく実践 ―』
の制作に協力しました

山田     この撮影の話が来たときはどう感じました

か？

堤 僕自身が介護施設にあまり入ったことがな

かったので、もっと古くて閉鎖的なんだろうなと

思っていました。

山田     実際に施設に入ってみてどうでしたか？

堤 綺麗というのと、若い人が多いという印象

でした。祖母が入っていた施設は、広い食堂に

50人くらいで食事をするような場所だったので、

イメージとは違いました。

山田     撮影を通して印象に残った出来事はありま

すか？

堤 白銀正次さんですかね。最初、別の入居者

さんを撮っていたんですけど、入りこんじゃうし、

ちょこちょこ撮っていたんですよね。撮影していて

も「おまえ撮んなよ」みたいによく怒られて。で

もそんな人が、福祉楽団のケアで穏やかになっ

ていくのが印象的でした。

山田     白銀さんは、僕なんかより堤さんのほうが

向き合ってくれたからこそ、撮影ができたんだと

思いました。怒る入居者さんはいますし、それを

ツライと思ってしまう職員もいて。でも、映像を

あらためて見てみると、白銀さんが一番困ってい

るのではないかと感じました。

山田     職員が楽しそうだと思ったことはありますか？

堤 ケアの方向性がチームで共通理解になって、

「ああしよう、こうしよう」って意見がスゴイ出て

いたのが楽しそうでした。あと、職員の大庭さん

が楽しそうでした。彼は「ナイチンゲール看護

論」をベースに論理的に考えていて、それが楽し

そうだなって。撮影期間中にユニットに異動して

きたんですけど、周りを巻き込んで、みんなの意

識を変えたと思います。

山田     撮影をする前と、撮影をした後の「介護」

のイメージの変化はありましたか？

堤 介護ってお世話だけじゃなくて、人間の身

体を理解して「ここまでやるんだ」って思いました。

山田     僕は学生時代に介護福祉士の資格を取っ

たんですけど、人体の構造を理解してケアをする

ことの重要性は福祉楽団に入ってから気づかされ

ました。

堤 コロナで大変ななかでも、介護職員さんの

明るい姿をみて自分自身も励まされました。

山田     イメージが変わってもらえてうれしいです。

そういう人たちがドンドン発信することで福祉が

変わっていくのかなって。法人理念に「福祉を変

える」というのがあって、この動画を発信してい

くことが大事だと思いますし、作っていただいて

「ありがとうございます」って思います。

堤 山田さんは取材を受けてみてどうでしたか？

山田     いい意味で自然な感じでした。あと、自分

の介護とか施設全体の介護を考えるきっかけに

なったなと思います。それが自分の成長や、施

設全体の介護の質を上げることにつながったと

感じています。

堤 撮影でケアを見ていて、その時その時の判

断って難しいなと感じました。

山田     何が正しいとかがないから難しいです。し

最初はカメラに撮られながら仕事するのは怖

いなと思いました。でも「今のケアはどういう

根拠でやったんですか？」とカメラマンさんに

尋ねられ、介護をまったく知らない人が興味

を持って聞いてくれることがうれしかったで

す。何より言語化して説明することが自分の

頭の整理になったし、介護への理解が一層深

まったように感じます。

大庭 雄太
杜の家やしお 
ユニットサブリーダー

密着取材を終えて

対談

山田 翔太
杜の家やしお 

施設福祉サービス部 部長

堤  聡一朗
有限会社ホームルーム
映像制作ディレクター

つ つみ そ う い ち ろ う

映像の全編はこちらから観られます

しろがね  まさじ



会うたびに「『GAKUNAVI』の表紙に載りたい」とアピールしてき

た濱地さん。目立ちたがり屋だと思っていたが、その本当の理由は

「工場って楽しい！」を伝えたかったということを取材で知りました。

「恋する豚」がおいしいのは、きっと濱地さんのキャラクターも影響し

ているんだと思いました。

「地域ケアよしかわ」居宅介護

濱地紀尚さん

「杜の家なりた」デイサービス

text : HARADA Takayuki
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花見のため外出したが、外出中トイレに連れて行ってもらえなかっ
たです。配慮が足りないと感じました。

※掲載しているご意見の内容は個人情報の保護の観点から編集をしています。

C O V E R  S T O R Y
栗源事業部 食肉加工センター センター長

ご利用者やご家族などからハガキやメールなどで
寄せられた「声」に対して、職員がお答えします。

V O I C E

ご
意
見

TOPICS

杜の家くりもと（香取市）、杜の家なりた（成田市）、杜の
家やしお（八潮市）の、入居者及び職員を対象に、新型コ
ロナウイルス感染症のワクチン接種をすすめています。

7月14日までに希望者全員に2回の接種が完了する見込
みです。ワクチンの効果は、2回目を接種してから2週間後
とされていますので、7月末までは、面会制限等を継続して
まいります。

8月1日以降、ワクチンを2回接種し、2週間を経過したご
家族等については、面会制限の緩和を検討しています。
詳細が決まりましたら各施設でご案内いたします。

01 新型コロナワクチンの接種状況について

●介護福祉士
・アルガさん
・上野遥香さん
・上原遥さん
・岡田和樹さん
・奥住比沙子さん
・小野寺美佳さん
・笠水上瑠南さん
・門田明美さん
・佐藤優衣さん
・篠本くみ子さん
・清水翔太さん
・千本稔希さん
・中村悠佑さん
・花塚真喜子さん
・林麻里江さん
・山城知子さん
・山本晃由美さん
・リヨさん

●社会福祉士
・淺賀友子さん
・門田明美さん
・小泉裕さん
・篠塚早織さん
・千本稔希さん
・西山啓介さん
・山口美由貴さん

●精神保健福祉士
・髙木亜希子さん
・鳥羽真寿美さん

03 合格おめでとう！（50音順）

職員の異動により、ご心配をお掛けして申し訳ありません。職員間
の引き継ぎを確実に行い、ご本人が安心してケアを受けられるよ
う、配慮して参ります。また、新しい職員の育成も行っていきます。

お
答
え
し
ま
す

慣れた職員さんが異動すると聞き、不安です。誰でもすぐに受け
入れられる利用者ばかりではないことを分かってほしいです。

ご
意
見

中村 麻里
福祉楽団 地域ケアよしかわ
事業部長

このたびは職員の対応が行き届かず、ご不快な思いをさせてしま
い、大変申し訳ありませんでした。今後は、外出中および乗車前な
どに、必ずトイレのご案内を行うよう、対応を改めます。

お
答
え
し
ま
す

小泉 博
杜の家なりた
地域福祉サービス部 部長

は ま ぢ の り ひ さ

2003年に「杜の家」が開設してから初めてのリニューアル
です。介護現場の職員を含む9名と「杜の家リブランディ
ングプロジェクト」を立ち上げ、ロゴは3か月をかけて完成し
ました。

02 「杜の家」のロゴが新しくなります



杜の家なりた
ケアサービスワーカー

石澤 航平

青森県青森市
東北福祉大学 総合福祉学部
旅行に行くこと
いろんな世代の方々の
就労支援をしたい

いしざわ　こうへい

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

あいだ     せいや

會田 聖哉

埼玉県三郷市
三郷工業技術高校 
将棋
「So what」だけで終わ
らない人間になりたい

杜の家なりた
栄養士

かとう　　さとみ

加藤 聖美

千葉県香取市
淑徳大学 看護栄養学部
読書
テナーサックスを
買いたい

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

きくち　　たくみ

菊地 匠

埼玉県さいたま市
文教大学 人間科学部
山登り
介護福祉士を取得し、より
良い介護を学んでいきたい

杜の家くりもと
ケアサービスワーカー

たかはし　ゆず

高橋 柚

千葉県習志野市
千葉経済大学 経済学部
スポーツ、登山
いつかくる母の介護を
自分の力でやりたい！

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

ないぎ　   ゆうか

内儀 結花

千葉県柏市
東京家政大学 人文学部
動物
どんな時も冷静な人に
なりたい

サポートセンター
総合職

まつい　　しゅうせい

松井 周星

新潟県新潟市
東京外国語大学 国際社会学部
赤いマツダのロードスター
アマチュア音楽家

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

もりの　　ふうか

森野 風香

三重県亀山市
日本社会事業大学 社会福祉学部
お笑い
笑顔の可愛いおばあちゃんなっ
て縁側で柴犬と日向ぼっこする！

杜の家くりもと
ケアサービスワーカー

菅野 日菜

東京都あきる野市
日本社会事業大学 社会福祉学部
温泉
気楽に見えてしっかり
している人になりたい

かんの　　ひな

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

あきもと　ありな

秋元 愛梨菜

埼玉県八潮市
八潮南高校
食べること
空を飛びたい

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

たかやなぎ ひなの

髙柳 陽菜乃

愛知県名古屋市
南山大学 人類文化学科
野球観戦
常に前を向いて、良い方法やあり
方を求め続けられる人間になる！

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

はらだ　　ゆき

原田 悠妃

広島県尾道市
ノートルダム清心女子大学
人間生活学部
舞台やコンサート
入居者さんと楽しんで
生活していきたい

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

やまもと　しいな

山本 詩菜

岡山県岡山市
高知大学 理学部
ギター弾き語り
まだ知らない、景色のきれい
な場所にたくさん行きたい！

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

かも　　  こうへい

加茂 航平

埼玉県所沢市
聖学院大学 人間福祉学部
スポーツ観戦
「福祉」を広げ、
「福祉」を変える！！！

杜の家くりもと
ケアサービスワーカー

すがや　　ひなこ

菅谷 日奈子

千葉県香取市
麗澤大学 外国語学部
編み物
ハンドメイドで
フリーマーケットをしたい

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

みの　　　ありさ

箕野 有紗

大阪府高槻市
同志社大学 社会学部
古物屋巡り
落ち着いて丁寧なケアが
できるよう頑張ります！

杜の家やしお
管理栄養士

東海林 智奈

山形県鶴岡市
常磐大学 人間科学部
山口百恵
いいお母さんになる

とうかいりん　 ちな

杜の家くりもと
ケアサービスワーカー

藤井 智史

広島県福山市
県立広島大学 保健福祉学部
一人暮らしの自炊
プチ農家もしてみたい

ふじい　　ちふみ

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

山本 麻由

山口県周防大島町
山口県立大学 社会福祉学部
旅行
専門職として福祉分野で働き続け
たい。いつか世界一周がしたい！

やまもと　まゆ

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

須藤 結

千葉県四街道市
東京学芸大学 教育学部
歌を歌うこと！
いろんな経験をして、
中身のある大人になる！

すどう　　ゆい

杜の家なりた
ケアサービスワーカー

元村 志織
もとむら　しおり

福岡県久留米市
日本社会事業大学 社会福祉学部
ゲーム実況動画を見ること！
介護や福祉を発信していける
ようになりたい！海外に行きたい！

NEW MEMBER

出身地　　出身校　　好きなもの・こと　　将来の夢

福祉楽団に新しい仲間が増えました！



外部審査員講評

今回の事例は「立ち上がりが難しくなった利用者さんをど

のようにトイレ誘導ができるか」というケアでした。【左半

側空間無視】【高次脳機能障害】【手続き記憶】これらの

キーワードを元に、持てる力を最大限に引き出したケアです。

利用者さんの行動特性や疾患、障害の特性を理解し考える

ことが、介護職としての専門性でもあり楽しさでもあります。

それらを「ガクダンアワード」を通してみなさんに知ってもら

い、ケアの楽しさを感じてもらえたらうれしいです。

ガクダンアワードのプロジェクトメンバーとなり、企

画・運営や、当日の司会を任せていただきました。大役

でしたが、楽しめたし良い経験になりました。発表者

の生の声を聞き、ケアについてもっと知りたい気持ちが

大きくなりました。学んだことを活かしがんばります！

◉プロジェクトメンバー（50音順）

安藤恵太、石田 真、斉藤 星、清水翔太、高師利紗、
髙山紗妃、原田貴征、山下貴史
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福祉楽団らしい“ちょっとイイ話”コンテスト
「ガクダンアワード 2020」を開催しました

R E P O R T

福祉楽団では、良いケア実践の共有と質

の向上を目的に、ガクダンアワードを開催し

ています。第４回目となる今年は、3月29日

に浦安市内のホテルで１次審査通過者の発

表会が行われました。企画運営には、各拠

点の介護職員が参加し、審査員には外部の

有識者を招へいしました。９名が発表し、４

名が受賞しています。

介護は、“優しさ”とか“思いやり”とか、情緒

的な判断に偏りがちです。また、良いケアか悪

いケアかというのは、人によって考え方がバラバ

ラです。ですが、福祉楽団では専門家として、

特別なスコープを持っているかのように感じまし

た。科学的な視点での判断基準を持っているか

らこそ、同じ方向に進んでいけるのだと実感しま

した。それから、「ケアは手足の代行ではなくて

頭の代行だ」という言葉に衝撃を受けました。介

護職がそのような視点をもって仕事に向き合うこ

とが、今後の介護業界にとって必要なことだと

思います。

9名の発表者の評価は僅差で、切磋琢磨して

ケアを実践していることがよく伝わってきました。

また、みなさんがやっているケアというものは、

とても豊かで、物語を聞いているかのような発表

でした。僕も一経営者として愛川舜寿会という

法人を運営していますが、その地域にはその地

域のカルチャーがあって、僕らの仕事はAIでは

代用できないし、特養は地域とともにあると改

めて感じました。ケアを中心に、その人の人生の最

期に伴走し、さらに、そのなかで自分たちが何を喜

びに変えられるのか。みなさんの発表からは、

それらを大切にしていることが伝わってきました。

株式会社シルバーウッド 
代表取締役

下河原 忠道
社会福祉法人愛川舜寿会 
常務理事

馬場 拓也
ナイチンゲール看護研究所
所長

金井 一薫

KOMIケア理論の「ケアのものさし」に、「もてる力・

健康な力を活用し、高める援助」というものがあります。

もてる力は利用者さんご自身ではなかなか発揮できない

ので、こちらが発見して引き出して差し上げないといけ

ません。どの発表もそれが自然にできているし、福祉楽

団の理念が形になっていると感じました。一方、多職種

連携についてはあまり話に出てきませんでした。多職種

連携をするには、チーム全体がありたいケアの方向性や

目標を共有でいきていることが大事なので、1人ががん

ばってもダメなんです。このテーマが発表に表われてくる

と面白いと思います。このアワードは今回で4回目とい

うことですが、福祉楽団のひとつの社会的な使命にな

るのではないかと感じました。この先も形を変えて発展

があることを願っています。

プロジェクト
メンバーの声 応募総数 60件

応募職員数 48名

◉最優秀賞
杜の家なりた 
菊地 和也
◉優秀賞
杜の家なりた 
奥住 比沙子
◉特別賞
杜の家なりた 
ウチュ スヘンドリ
◉下河原賞（臨時創設）
杜の家なりた 
片山 侑香里

開催結果
受賞者の声

杜の家なりた 
ケアサービスワーカー

菊地 和也

ガクダン
アワード

2020
最優秀賞

杜の家やしお
ケアサービスワーカー

髙山 紗妃
さ き

  斉藤 星
あかり


