＜デイサービスの1日＞

コスモス新聞

七夕まつり
7月の初旬、デイサービスでは七夕まつりを行いました。
レクリエーションの前半は短冊と飾り作り。
短冊作りの「願い事」は皆それぞれ悩みながら書いていました。「競馬があたりますように」とか
「日本一の美人に…」et
c…。でも、健康に関することが一番多かったようです。
後半は鈴木職員の原作を少々アレンジした楽しい紙芝居！利用者の皆さんもセリフ用プラカードを
見ながら、声を合わせ参加して頂きました。
楽しい七夕まつりとなりました。
【Ｙ．Ｈ】

ようこそ、新しい仲間！
7月からコスモスで働かせてもらって
おります。月に何回かの勤務となります
が、どうぞよろしくお願い致します。
今、一番困っていることは、方向音痴
なことと道が分からないことです。迷い
ながらなんとか辿りついています。
たくさん訪問してこの地域のことを知
って知って知り尽したいと思っています
【Ｍ．Ｉ】
！頑張ります！

Ｈ先生の往診同行を通して、コミュニティを
ベースに生活環境や人生の最期を支える訪問
看護の醍醐味に触れ、4月から看護大学に編入
しました。豊かで向上心ある看護師さん達と
の出会いと今回コスモスで勉強させて頂ける
機会に感謝し、自分なりの看護観を高められ
るよう貪欲に学んでいきたいと思っています
【Ｙ．Ｉ】
。宜しくお願致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｙ．
Ｙさん
大学院を卒業後、今年４月からシェアと掛け
持ちでコスモスに戻って来てくれました。
これからも宜しくお願いします。

夏休みの間お世話になります。今わからない

ことだらけですが、日々学びながら一生懸命
取り組みたいと思います。どうぞ宜しくおね
がいします。
【Ｙ．Ｔ】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｍ．Ｙ

訪問看護ステーションコスモスは今年6
月で開設1
0
年目を迎えます。看護師3
名事務職員1
名から
始まり、現在では約5
0
名の職員が働いています。
時間の流れは早く、この1
0
年間で山谷・寿地域も大きく変わりました。サービス事業者が旅館
（ドヤ）に入ることなどなかった1
0
年前、役所への挨拶時には「旅館に介護保険の対象者はいま
せん」とも言われました。少しずつ周囲の理解を得る中、今では医師・看護師・ヘルパーがこの
地域を駆け回るようになりました。訪問看護・居宅介護支援・健康相談・デイサービス・ボラン
ティア・宿泊所と事業の幅を広げることも出来ました。
一方、悩みながら山あり谷ありの1
0
年間、コスモスの共通理念は？事業所としての安定とは？
法人の管理体制は？各部署間の連携とは？等々・・・。
しかしコスモスには誇れるものがあります。コスモス職員の仕事に対する熱意や誇りは、どの
事業所にも負けないことです。また忘れてはならないのが、多くの人達の温かい支援と地域のネ
ットワークの力です。今後も路上で生活する人達も含め、地域のあらゆる人達が笑顔で生活が出
来るように取組んでいきたいと思っています。
コスモスがその名のように可憐な花を、献身的にそして雑草のように根強く、ほんの一輪でも
咲かせることが出来たら・・・と思いつつ。

7月から「おはな」で働かせて頂くこと
になりました。子供の頃に山谷の近く
で育ったので、私にとって山谷は懐か
しい街です。この街で皆さんと一緒に
働けることに感謝です。よろしくお願
いいたします。
【Ｙ．Ｈ】
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コスモス総会です。
写真左の平野さんは
京都から駆けつけて
下さいました。

10年目の記念祝賀
会の始まりです。
みんなで「カンパ
イ！」

大前ケアマネージャ
ーのかくし芸から弾
き語りを1曲♪

ご寄付をありがとうございました
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コスモスハウスおはな・いこいの
間コスモスに︑皆様から沢山のご寄
付を頂きました︒大切に使っていま
す︒有難うございました︒

Ｏ．
Ｍさん
週1
回の宿直スタッフさ
ん。野球経験４０年、いま
だ現役。笑いがたえな
い熱血コテコテ関西人。

代表理事

★石滝様
★朴 様
★鈴木様ほか
Ｐ＆Ｇマックスファクターの皆様
★もやい様
★きぼうのいえ様
★山友会様
★川畑様
★中島様
★芹原様
★澤田様
★エイベックス・マネジメント様
★尾田様
★福本様
★阿部様
★石川様
★吉田様
︵順不同︶

Ｓ．
Ｔさん
週5回ランチ時間帯を
中心に勤務。宮古島出
身。さりげないけど仕
事はきっちり！みんな
頼りにしています。

特定非営利活動法人訪問看護ステーションコスモス

※ご寄付のお願い
◎コスモスハウスおはな
・味噌・醤油
・キッチン用消耗品
・掃除用消耗品 など
◎いこいの間コスモス
・古タオル
・男性用下着
・男性用夏物衣類 など
余っている物がありましたら
よろしくお願いいたします︒

Ｋ．
Ｏさん
週3回の宿直スタッフ
さん。スマートな仕事
さばきと細やかな心
配りが光る家庭的な
一児のパパ。

〜コスモス開設1
0年目を迎えて〜

新しい理事が決まりました

ようこそ、新しい仲間！〜おはな編〜
こんにちは、Ｙ．Ｗと申します。月に2回
「おはな」で宿直をすることになりまし
た。優しく、明るい家庭的な雰囲気の「
おはな」で入居者の皆さんが幸せに暮ら
せるように少しでもお役に立てたら嬉し
いです。よろしくお願いします。
【Ｙ．Ｗ】

平成21年32号
夏号

お手軽韓国料理

〜チャプチェ編〜

「コスモスハウスおはな」がオープンして3ヶ月が経ちま
した。現在13名（女性2名、男性11名）の方が入居されてい
ます。入居者さんのお歳は50〜90歳と幅広く、抱えているご
病気や障害も様々です。
「宿泊所ってなんて大変なんだろう」というのがこの3ヶ
月間の正直な実感です。入居されている方各々がこれまで全
く違う環境で全く違う人生を歩まれて、ここで出会い、お一
人お一人異なる独自の生活習慣や価値観を持ちながら一つ屋
根の下で暮らすことの難しさ。毎日驚くほど事件？があり、
自分の未熟さも露呈し頭を抱えることが多くあります。しか
し、そんな中でも人と人が関わりあうからこそ生まれる笑い
があり、心の交流があり、時に苦しみ悩みながらも前へ進む
人の力を垣間見るとき、皆でともに居ることの醍醐味もまた
感じます。
まだまだ歩き始めたばかりの＜おはな＞です。引き続きご
支援、ご指導よろしくお願い致します。
【Ｎ．Ａ】

7月27日にNPO学習
会を開催しました。
今回は「介護保険法
と自立支援法」につ
いて勉強しました。

希望の種
︾※作希品望・の投種稿コをーおナ待ーちでしはて皆お様りかまらすの︒

おはなの屋上からのワンシーン
6月の夕暮れに山谷にも美しい
虹の架け橋がかかっていました。

↑
めだかと涼しげ
なウォーターマ
ッシュルームが
仲間入りしまし
た。みなさん、
よろしくね。

コスモスのアイドル、ウー
パールーパーのうーたんは、
夏の暑さで危うく「茹でうー
たん」になるところでした。
保冷剤でのクーリングや専用
扇風機の導入で今は快適に暮
らしています。
顔がひん曲が
っているのは、
水槽の角っこに
いるからですよ

訪問看護の現場から

︽

*・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・
せみしぐれ

あみを片手に かけまわる
子供の頃を 思い出す

Ｓ．Ｓ

︵右︶
金箔・銀箔を乗せて
いる

︵中央奥︶
アフリカの模様

︵左︶
縮織︵ちぢみおり︶

夕すずみ となりの友わ かとり線香

﹁手作り帯﹂ 五十五歳から
二十年間染め
を習い︑着物
・帯をデザイ
ンから仕上げ
まで全てオリ
ジナル手作り
です︒プロ並
みの腕前でと
ても綺麗です

６月10日、遠く岐阜県多治見市小泉中学から
３年１組の生徒さん達が修学旅行の地域学習に
コスモスと山谷地域を見学にきてくれました。
忙しい日程の中での短い見学でしたが、熱心
に説明を聞いてくれ、すれちがうおじさん達に
元気に挨拶をしているほほえましい光景もあり
・・
後日の手紙で生徒さん達は、自分の幸せな環
境を振り返ったり、いろいろなことに視野を広
く持つこと、そして何より、実際にみた地域の
現状に驚いたとの意見を送ってくれました。
帰りにデーサービスで合唱してくれた「青葉
」のエネルギーに私達も利用者さんも感動し思
わず涙ぐんでしまいました。
またいつか、何年か後
に頼もしい彼・彼女達に
逢えることを楽しみにし
ています。
【Ｋ．Ｕ】

Ｓ・Ｈさん

訪問者達

・・☆・・☆・・☆・・☆・・☆・・☆・・☆・・☆・

頼もしい

災害支援ナース

今︑突然大地震がきたら
どうしよう？仕事中︑考え
ては不安にかられていた︒
利用者さんは︑家族は︑友
達は⁝︒ナースという仕事
柄︑被災者だけになっては
いられない︒スタッフと中
区の医療救護隊員に登録し
た︒いわゆる災害時支援ナ
ースである︒ここ７月︑８
月と週末に研修が行われ︑
２年前起こった新潟県中越
地震の際の活動をもとに災
害時に求められる医療救護
を学んだ︒トリアージは経
験が必要で難しいこともわ
かった︒高年齢のナースが
使い物になるかはわからな
いが︑トレーニングだけは
しておこうと思っている︒
この研修と寿地区の防災
対策活動が本格的に始まっ
たことで︑私の不安は少し
薄らいできている︒︵備え
あれば憂いなし︶
今年から災害時看護は︑
看護学生のカリキュラムに
なったと聞いたが︑この分
野だけは学問だけに留まっ
てほしい︒
︻コスモス寿 Ｋ・Ｎ︼

*・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊・・・＊

通信

コスモスの仲間になって半年が
過ぎました︒この半年間はあっと
いう間でしたが︑思い返してみると訪問看護に
デイサービスにと︑たくさんの方との出会いが
あり︑まず浮かんでくるのはみなさんの笑顔ば
かりでした︒訪問看護で訪問するお宅には︑そ
れぞれの方の生活や歩んでこられた人生や生き
方があります︒私は︑日々みなさんから学ばせ
て頂きながら︑そして︑元気のもとを頂きなが
ら働いております︒
これからもみなさんどうぞ宜しくお願いいた
します︒
︻Ｍ・Ｋ︼

＜材料＞ 玉ねぎ大1/2個 にんじん小1本 しいたけ4枚 ズッキーニ1/2本
牛肉切り落とし100ｇ すりおろしにんにく小さじ1/2 卵1個
サラダ油 ごま油 すき焼きのタレもしくは甘口の焼肉のタレ いりごま
タンミョン(
チャプチェ用春雨 韓国食材店にて入手可能)
もしくは葛きり100ｇ
＜つくり方＞
①タンミョンははさみでカットして熱湯に5分ほど浸しやわらかくする
②しいたけは千切り、他の野菜は短冊切りにする
③牛肉はすき焼きのタレ大さじ2杯ほどとにんにくをもみこむ
④卵は黄身と白身に分け、それぞれ錦糸玉子･銀糸卵にする
⑤フッ素コートのフライパンなどにサラダ油大さじ1杯とごま油小さじ1杯をひく
⑥牛肉･玉ねぎ･にんじん･しいたけ･ズッキーニの順にのせ、上にやわらかくしたタンミョンをかぶせ、そ
の上からすき焼きのタレを大さじ２杯とコショウを多めにかける
⑦しっかりと蓋をして中火で10分蒸し焼きにする 蒸しあがったらよく混ぜ、盛り付けて上に銀糸卵･錦
糸玉子･いりごまを飾る
今でこそ焼肉屋でも良く見かける定番メニューのチャプチェであるが、ほんの10年前まではソウルでも中華料
理屋にしかないものだった。白いご飯にまぜまぜして食べると最高においしい！おいしく作るコツは材料一品ず
つをいためてしっかり下味をつけることと韓国人に教わりそのとおりに作ってきたが、あるときテレビのハング
ル講座でイケメン韓国青年が簡単に作っているのを見て試してみたらこれが上手にできる！というわけで正直パ
クリである。今回はズッキーニがあったので使ってみたが、ほうれん草でもピーマンでも緑のものなら何でも良
い。季節野菜を加えてアレンジもおいしい。タレはびんに残ったあまり物で十分であるが、無いときは砂糖とし
ょうゆでもおいしくできる。にんにくの臭いが気になるときは、はぶいても良い。さああなたもお店の味にチャ
レンジ！ 余談であるが、タンミョンの原料はさつまいもである。韓国語でさつまいもはコグマと発音する。な
んだかかわいらしいよね。
【Ｓ．Ｓ】

コスモスのスタッフは山谷の女神。純真な真心で太陽のように優しく包み込
む。しかし優しさだけで仕事はできない。南千住のドヤで認知症の患者さんと
格闘し、「噛んでやる」との言葉に「噛んでみたら」と斬り返した時の度胸の据
わり方がすごい。実際噛んでみたら歯が一本も無かったというオチも…。
全てのスタッフが同じ方向を向いている。これは山谷のためにという山下所長
の一貫したお考えがブレず、スタッフに浸透しているからであろう。何といって
もケアを受けている利用者さんたちの笑顔を見ればすべてわかる。患者さんと各
方面の「架け橋」として、今後も地域医療に貢献していただきたい。巨大企業と
なったコスモスの益々のご発展をお祈りする。
【堀 内科クリニック Ｋ．Ｈ】

コスモスの種を蒔こう！
７月11・12日、高知県で開
かれた「日本ホスピス・在宅
ケア学会」に参加し、ポスタ
ー発表をしてきました。今回
はコスモスだけで出したので
はなく、野中医院のＡ先生
を筆頭に、ケアマネージメン
トセンターあさくさのＫケアマネージャー、
そしてコスモスのＯ看護師と共に地域連携に関す
る題材で発表しました。発表をしてくださったの
はＫさんです（上の写真左）。
多職種での連携で困難ケース
を乗り越えたついでに、学会発
表も乗り越えました。連携に連
携を重ねるとこんな楽しそうな
ことになります･･･！
左の写真、題して「竜馬と美
女と、アイスクリンと」です。
Ａ先生、Ｋさん、貴重な勉強
の機会を与えてくださりありが
とうございました。
【Ｒ．Ｔ】

