みたか・みんなの広場は、市民
のみなさんの集いの場です。

ボランティア募集

三鷹市民の集いの場

2018年9月
第52号

みたか・みんなの広場は、高齢者の心身のの自立を
求めて活動している団体です。2025年問題、2030
年問題、2040年問題という超高齢化社会の変化に臆
することなく、自分たちのことは自分たちで守るとい
う自助の気概と市民同志の互助を目的にしています。

高齢者シェアハウスで
煌めく返り花を咲かせます

ごいっしょに活動していただける方大歓迎です。関
心のある方、ぜひ一度ご連絡ください。

西野 歩さん
（煌めく返り花プロジェクト代表）

①お弁当づくり、お弁当配達
火曜日から土曜日までのご都合の良い日にお願いし
ます。
③チラシの編集や印刷
③リレートーク、サロン等運営に関すること
連絡先

なりきよ

080-1362-5359

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19 みたかの家内
連絡先 080-1362-5359 なりきよ

開催日時
9月1日

テーマ
(土)

参加費用・場所

主催・問い合わせ

鉄ちゃん、集合！ 私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ１（昼どき）
認知症、高齢者介護なんでも相談・茶菓代100円（毎月第1水曜日）

みたか・認知症家族支援の会
石村 ☎080-6627-3551

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分 2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

中村
080-650７-1959

般若心経カフェ：今月は「スッタニパータ」です。
（毎月第２土曜日500円）

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

タロット占い：自分自身を見つめ、あしたの自分に進むために
3,000円/30分（毎月第３土曜日、前日までに予約）

日本ﾀﾛｯﾄｶｰﾄﾞ占術協会 副会長
ミスティ・ローザ
☎080-1362-5359（なりきよ）

茶話会「病気とともに生きる」（毎月第4土曜日）
病気となかよくするじょうずな生活法

HumannLoop"人の輪 " 竹内
☎090-7632-7251

13:30～15:30

「都内で一番元気高齢者が多い江戸川区」
藤井ルリさん（元江戸川区オンブズマン）

みたか・みんなの広場 なりきよ
☎080-1362-5359

毎週土曜日
10：00～12：00

ノルディックウォーキング（レンタルポール有り）
＊毎週土曜日１０時～１１時３０分

なりきよ(みたか・みんなの広場）
☎080-1362-5359

15:00～16:30
9月5日
14:00～16:00
9月6日

(木)

11:00～18:00
9月8日

(土)

13:30～15:00
9月15日

(土)

13:30～15:00
9月22日

(土)

13:30～15:00
9月24日

(月)

毎週火曜日
毎月第２月曜日
13:30～15:00

マッサージ教室 （外反母趾対策）

主催者までお問い合わせ
ください。

運営委員会
どなたでも参加できます。事前にご連絡をお願いします。

篠山(しのやま）
080ｰ9694-5884
なりきよ(みたか・みんなの広場）
☎080-1362-5359

煌めく返り花という名前ですが、煌めく（きら
めく）は「きらきらしている」ですが、返り花は
季節外れとか狂い咲きのことで、晩年の吉兆を表
すという言葉で、最期まで自分らしく生きる、と
いう意味です。私は作業療法士で、病院，特養で
仕事をしています。前からシェアハウスを作りた
いと思い、専門学校での仕事をしながら準備をし
てきましたがが、やはり仕事をしながらでは難し
く、いまは専門学校勤務をやめて、シェアハウス
の準備をしています。こちらのみたかの家は、１
０年くらい前に朝日新聞で見て、ずっと来てみた
いと思っていましたが、ことしの３月にこのリ
レートークでお話をされた若林さんにお願いして、
連れてきていただきました。
私は１５年くらい前から、高齢者は寄り合って
生活する必要があると思っていました。私は総合
職元年の翌年、卒業するときに、みんなといっ
しょに仕事をして楽しいかそうか疑問に思って、
作業療法士になろうと思いました。そして、上野
千鶴子さんの「おひとりさまの老後」を読んで、
これからはたいへんな時代になると思い、また、
酒井順子さん（エッセイスト）の「負け犬の遠吠
え」という本を読んで独身であっても新しい時代
を生きることができると感じました。また、友人
たちも独身は独身で悩み、結婚している人も悩ん
でいました。
「life shift」という本では人生が100年続く時
代になると書いてあり、私も長く働かなくてはい
けないし、がむしゃらに働いて65歳で紙切れみ
たいになるのではなく、70歳とか75歳まで働け
る仕事を作りたいし、仲間もそういう状況にした
い、そうしなければ経済的に立ち行かなくなる、
そこでシェアハウスを作って、「うっすら」働く
環境を作りたいと思いました。
作業療法士というのは、「作業はなにかするこ
と」と考えていて、その作業ができなくなると作
業療法士が治療をしたり、援助をしたりと、作業
の視点で考えるということです。「Being as
Doing」、するということは存在するということ
だ、という論文を読み、脳卒中の女性が、障がい
を持ちながらどう生きていくのか、自分の存在を
どう感じるのか、を語っていて、

みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀４－５－1９
http://minnannohiroba.web.fc2.com/
☎080－1362－5359 なりきよ

7月30日
みたか・みんなの広場

作業をするということは健康や存在にも影響す
るということを認識させられました。
自分にとって大切な意味のあることをするこ
とは健康で日々の幸せを感じることになる、と
私は思っていて、高齢者の方がのんびりテレビ
を見たり、お布団のなかでごろごろしたりする
ことも大切なことだとわかるようになりました。
毎日のルーチンの作業も健康を支えていて、朝
起きてその日になにをするのか決まっていない
人は、時間の使い方が上手ではないし、健康に
も影響を与えると思います。私が仕事をやめて
いけなかったことは、朝起きてなにをしようか
となと思っていたことです。仕事をしている人
は、起きて、顔を洗って、ひげを剃って、・・
というルーチンがありますが、引きこもりとか
認知症になるとその順番がわからなくなる、や
りたいことがあるということは健康だな、と思
います。シェアハウスでもそういうことを伝え
たいと思います。
作業科学という領域で、ナラティブ
narrative 語りということを扱っています。
エビデンスevidenceに基づく医療とか、作業
療法、効果を確認したうえでの治療ということ
ですが、そうなるとその人の個人的な事情や趣
味なんかを無視して治療をすることになります、
そうではなくて、ナラティブを重ねて癌になっ
たら自宅で犬を世話して過ごしたいというよう
に、具体的にその人のことがわかってきます。
同じように、シェアハウスを作っても、十把ひ
とからげに「入居者」という扱いはしたくない。
特養とか優良老人ホームを見てそういうふうに
思います。もっと個性を理解して、集団として
の多様性、他人を許容することもできるように
なると思います。そのために、narrativeを
dialogue（対話）として発信したいなと思って
います。

作業科学では、孤独はフレイルにつながるとい
うことやトラブル三角ということもあって、高齢
者は退屈、孤独、援助の少なさというトラブル三
角に入っている、などとも言われます。これは高
齢者だけではなくて、親からかまってもらえない
という孤独があったり、ご飯をいっぱい準備して
もらえなかったとかいう、ケアの少ない若者もト
ラブル三角のなかにいると言われます。ＴＶでは、
そういう場合は「俺について来い。」みたいな元
気な人、中村雅俊みたいな人が必要になるという
話ですね(笑)。こちら（みたかの家）でも、２階か
ら男性が降りてきて、お食事をしたり、みなさん
とお話すしたりする様子を見ると、人と繋がると
いうことをＮＰＯでおやりになっていることを見
習いたいなと思いました。
場の理論 place makingというのがあって、自
分がいるということを受け止めてもらえる場所が
あると、それが与え合う場所に発展し、さらにな
じみの場所になると言われ、それが時系列に変化
する。なじみの場所と言うのは、自分のやりたい
ことをなじみの人と作業を行うこと、と言われま
す。ボランティアでも最初はなにをしようかと思
いますが、時間が過ぎるとともにいっしょになに
かをするようになるということですね。シェアハ
ウスでも、なにかをするということを進めて、そ
ういう場を作るということもやりたいと思ってい
ます。

個人の困りごとを対話で緩和することが可能で
す。困りごとは自分で勝手に困っていて、周りは
困っていないということが多くて、それを早く
言ってみると、意外と大きな問題なかったという
ことが多いのです。だから、そういう対話の時間
を持つことをやって行きたい。シェアハウスは小
さな問題で衝突が起こることが考えられます。そ
れを解決するために対話をいつでもすることで相
互理解ができるようになると思います。
シェアハウスを事業とするに当たって、私は介
護保険の将来が不確定なので、その方向性は危険
だと思って制度外でやりたいと思っています。ゆ
くゆくは法人としてやることを考えますが、最初
は、人に迷惑をかけることがないように個人事業
主としてやっていきたいと思っています。また、
空き家問題とからめて考えたいし、住まいも地域
包括ケアの一端として考える必要があると考えて
います。

また、未来に備えた勉強を、入居者や地域の方
たちとやっていきたい。母親を見ていて思うこと
ですが、不安を放ったままにしておいたり、物事
を決められなくなったように思います。家族も本
人もあまり考えていなくて、相談もしていない。
病院で見ていますと、決めていなかったことの大
変さを非常に感じます。知らないことの不安を少
しでも軽減してあげられるようにしていきたい。
地域の方も含めて、後見人のこと、認知症のこ
と等を勉強することで不安を解消できるようにと
似たようなことですが、社会的包容social
考えています。そのためには、みなさんの悩みを
inclusionに基づいた作業的な視点ということで、
知らなければならないので、マネージャーを派遣
人との出会いということで自己認識が生じる、と
しようかなと考えています。荻窪家族の瑠璃川さ
いう論文があって、集合体としての作業では、毎
日の小さい行為、挨拶とか親切を共有することで、 んから、こちらでは入居者さんが一人の時には、
新しいことを考えることが大切だ、と言われます。 メンバーのどなたかが一緒に泊まっていたと聞き
ました。それをやらなくちゃだめよ、と言われま
した。こちらでは、ＮＰＯの方が出入りしている
清水博先生（NPO法人場の研究所）は、与贈循
ように、やはりなにかしらの出入りが必要だと
環（よぞうじゅんかん）ということで、人に親切
思っていて、それでマネージャー派遣を考えまし
であることが場を豊かにして、多様性を育み，場
た。
が強くなると言われます。そういう、親切がめぐ
るようなコミュニティ、シェアハウスを作れたら
昨年、国分寺市に空き家バンクができて、そち
安心して長生きできるのだと思います。
らへ登録しました。この３月に空き家がでたとい
う報告があって、いま細かな条件の確認をしてい
次は、対話ダイアローグです。ダイアローグと
ます。5-6畳の部屋が４部屋と納戸があります。
いうのは、ルールに基づいてみんなで話をする、
納戸もなんらかの形で活用できればと考えていま
ヒエラルキーを排除した語りの場で、みんなが対
す。家主とのリフォーム料金分担の話をしていま
等な立場で対話をして相互理解をするということ
すが、寄宿舎への用途変更での避難路の確保やス
です。対話をすることで、個人的な状況や個人と
プリンクラーの設置について調査と協議を進めて
社会との関係をよりよいものにする可能性がある
と考えています。フィンランドで始り、EU、そし います。今週の金曜日もその話し合いがあります。
運営チームとして、マネジメントチーム、勉強
て日本でも行われるようになっています。
会チーム、ダイアローグチーム等４つのチームで
ダイアローグは、オープンダイアローグ、早期
準備を進めています。
ダイアローグ、未来語りの台がローグという三つ
今回、国分寺のことがうまくいかなくても、必
がありますが、私がやりたいのは、早期ダイア
ず、煌めく返り花を咲かせたいと思っています。
ローグ で、早い時期に困りごとを人に相談すると
ありがとうございました。
いうことです。

