
 

 

今年も紅葉の季節がやってまいりました。温暖化のせいなのか昨今は標高によ

って１１月上旬から１２月上旬まで楽しめるようになりました。上の写真は今月

４日に京都府の【一休寺】へ行った際に撮影したものです。日本人がもみじを愛

でる風習は平安時代頃から見られました。よくもみじ見物のことを「もみじ狩り」

と言いますが、いちご狩りやなし狩りのように食べる訳でもないのに、なぜ「狩

り」なのでしょうか。実は「狩る」には植物や風景を眺めて楽しむという意味も

あるようです。 

日本には【もみじ１００選】と呼ばれる名所があり、その中には京都・奈良の

古刹
こさつ

が数多く含まれています。洛北岩倉
いわくら

にある実相院
じっそういん

の床もみじ（磨かれた床板

に庭の 1 本のもみじが反射で映る様子）、頭にわざわざ「もみじの」という冠が

つく永
えい

観堂
かんどう

、１２月上旬になるかと思いますが、散ったもみじ葉が絨 毯
じゅうたん

のよう

に敷きつめられる東福寺
とうふくじ

などはきっと心に残るでしょう。 

さて、セントポーリア愛の郷の周りが赤色になるにはまだ早かった１１月３

日、恒例の秋の文化発表会が開催されました。各フロアでは寿司バイキングで盛

り上がり、その後、当施設が誇る 4名の音楽療法士たちが半年間かけて準備して

きました霜田方子さん・板谷静子さん、三木愛子さん、庄直人さん、谷川ミヨさ

ん、廣瀬よし子さん、田中トヨ子さん、城弘務さんの計 8名のご入居者による演

奏が披露されました。演奏曲目はアイルランド民謡の『庭の千種
ちぐさ

』、『ユーレイズ

ミーアップ』の 2曲。半年間の練習成果が発揮され、ご観覧されたご家族の方々

にも大変喜んでいただきました。 
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【理事長 北嶋勇志】 

愛の郷だより  VOL.69 

〜西宮すみれ台自治会との共催 認知症予防教室と秋祭り〜 

９月２３日に西宮すみれ台自治会と 特別養護老人ホーム セントポーリア愛の郷との共催

で『認知症予防教室』を開催させて頂きました。兵庫県からお借りした３台のタッチパネル

を使ってのプログラムによる「物忘れ度の測定」や「認知症の予防」について私達がお話を

させて頂きました。 

また、１０月２８日の秋祭りにはセントポーリア愛の郷の音楽療法士４名が演奏や合唱や

イントロクイズなどをさせて頂き楽しい時間を過ごすことができました。今後とも地域の福

祉に役立つ特養を目指し、地域社会に社会福祉法人として何が出来るかを模索して参ります。 

 



 

自分の利き目をチェックしてみましょう。 

遠くを見る時の利き目は、次のようにすると分かります。 

カレンダーや時計などを目標物として、3 メートル程離れます。両手の親指と人差し

指で三角形を一つ作り、残りの指を握ります。手の甲を自分に向け、腕を目標物の方へ

伸ばします。三角形の穴から、最初は両目で目標物を見て、左右交互に目をつぶります。

目標物の位置がずれない方が利き目です。 

近くを見る時の利き目は、片方の手にシールを貼ったり、ペンなどで印を書きます。

反対側の手の親指と人差し指で輪を作り、輪を通して両目で印を見て、片目ずつつぶっ

て位置がずれない方が利き目です。左右の差を縮めるには、「寝転んで本や携帯を見な

い」「頭をかしげたり、頬づえをついたりしてパソコンや本を見ない」など、正しい姿

勢で両目をバランスよく使うことが大切です。 

 

先日開催されたすみれ台自治会「秋祭 

り」に私たち音楽療法士４名も参加させ 

ていただき、コンサートを行いました。 

「ピタゴラスイッチのテーマ曲」・「情熱 

大陸」・「windingroad」「ふるさと」を 

演奏しましたが、足をお運びいただいた 

方々はどの曲も真剣に聴いてくださっ 

た上に大きな拍手をくださり、私たちも 

楽しく演奏することができました。当日

はあいにくの雨で屋内の演奏となりましたが、地域の方に私た

ちの演奏を聴いてもらう機会を頂けたことに感謝の気持ちで一

杯です。私たち音楽療法士には施設内のみならず、より地域に

根差した音楽療法をしていきたいという目標があります。すみ

れ台自治会の役員、住民の方々にはこの場をお借りしてお礼申

し上げます。 

音楽療法士 

大坪拓未 柿崎真吾 

中原大輔 福井遥奈 

音楽療法チームより 

 

徳島文理大学にて『就職フォーラム』に参加 

 

医務課課長 黒崎志津代 【目を大切に】 

１０月２７日（土）徳島県徳島市に 

         ある徳島文理大学にて本学生を対象と 

した[セントポーリア愛の郷]の就職フ 

ォーラムを行ってきました。『愛の郷だ 

より』で登場しております音楽療法士 

の中原大輔・大坪拓未・柿崎真吾・福

井遥奈の４名はいずれも同大学音楽部音楽科音楽療法コー

ス出身とあって受講していただいた多くの学生の皆様は先

輩の話だけに真剣に聞いておられました。日本は音楽療法

の分野において先進国のアメリカより２０年は遅れている

といわれ、介護および医療現場においてもその効用性に関

してなかなか理解が進んでいない実態が浮き彫りになって

います。当日は音楽学部音楽科音楽療法コース井村主任講

師・同じく千葉講師の御二方には多大なるご支援を頂戴し

ました。ここにお礼申し上げます。 

血糖値とは、血液の中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。 

血糖値は食事内容や食事をした時間によって大きく変わっ 

てきます。血糖値が高い状態を放置していると、血液成分が血糖と結合
（糖化）し、さまざまな合併症をまねきます。特に食後に血糖値が大き
く上昇する「食後高血糖」は毎食のことだけに影響が大きく、糖尿病を
発症する前でも動脈硬化になりやすいことが知られています。食後高血
糖を防ぐ食習慣を身に付けましょう。 
 
１． 炭水化物だけの食事をしない。 

 おにぎりとうどんなど炭水化物だけの食事は食後高血糖をまねくもとです。主食、

主菜、副菜をバランスよくとりましょう。 

２． おかずから先に食べる。 

 同じメニューでも、副菜（食物繊維）→主菜（たんぱく質）→主食（炭水化物）の

順に食べると、食後の血糖値の上昇が穏やかになることがわかっています。 

まずは、野菜を口に入れ、肉や魚などを食べてからご飯・・・と食べましょう。 

３． 毎食 1品は油を使った料理を 

 主菜（たんぱく質）が油を使う料理であれば、肥満の方はサラダなどの副菜にはノ

ンオイルのものを、そうでない方はドレッシングなどにオリーブオイルをつかいまし

ょう。オリーブオイルは、インスリンの分泌を刺激するインクレチンというホルモン

の分泌を促します。 

４． 野菜、海藻、きのこを毎食 2品 

 食物繊維は、食後の血糖値の上昇をおだやかにしてくれます。野菜、海藻、きのこ

を 1日に 6品食べましょう、1品の量はにぎりこぶし 1個ほどを目安にしましょう。 
 
糖尿病だからと言って、禁止される食材はありません。 

バランスのとれた食事内容、食べ方で血糖値の上昇を防ぐことができま
す。 

 

“すだち”の効能 

 食後高血糖を抑制する 

 人間は誰でも食

事をとると血糖値

が上がります。それ

でもある程度のと

ころで止まり、やが

て下降して正常値

まで戻るのは膵臓
すいぞう

から出るインスリ 

ンの働きによります。しかし、その働きが弱まる

と血糖値の調整がうまくいかず、高血糖の状態と

なりやがて糖尿病と診断されます。昨今の健康ブ

ームにのって、血糖値の上昇を抑えるというフレ

ーズのもと、いくつかの健康食品が宣伝されてい

ます。もちろん自然界にはインスリンのように血

糖値を下げる働きをするものはありませんが、血

糖値の上昇を抑制する働きを持つ食品はいくつ

か紹介されています。その１つが[すだち]で、２

００６年、徳島大学研究チームが「すだちの絞り

滓に血糖値上昇を抑える働きが認められる」と発

表しました。すだちは実の部分よりも使用しない

表皮部分の方が圧倒的に各種成分を多く含んで

います。しかし、すだちはいつもある訳ではなく、

また皮を削る作業も手間であることから、今では

表皮だけをお茶にしたものも販売されています。 

 

防ぎましょう！食後の高血糖！ 

 

管理栄養士 

前田佐江子 

 

 私たちの手に「利き 

手」があるように、 

目にも「利き目」があることを

ご存じですか？ 

両目を使っているつもりで

も、実は左右のバランスに差が

ある人は多いのです。目が悪く

なる人の約 1割は、左右の差が

大きいともいわれます。また、

遠くを見る時の利き目と、近く

を見る時の利き目が違う人も

います。 

両目をバランスよく使いましょう！ 

こまめうかんを視線をこま 

 

習慣を」 

生活相談課 

宮本賢一 

 



 

 

つい４、５年前まで韓流時代劇と言えば、李

氏朝鮮時代（１３９２年～１９１０年)を取り上

げたものばかりでしたが、ここ数年は百済
ペクチエ

・

新羅
シ ル ラ

・高句
コ グ リ

麗
ヨ

の三国時代を扱った作品、中でも

高句麗を取り上げたものが急増しています。理

由の１つは隣国
りんごく

の中国との関係にありました。

昨今の韓国人の対日感情は竹島問題などで良 

好とは言えませんが、実は韓国人の中国に対する感情も本音の

部分では良好とは言えないようです。実は２００３年、突如中

国は、「高句麗の歴史は中国の一地方史である」との見解を示し、

韓国人に大きな衝撃を与えました。高句麗は紀元前１世紀から

西暦６６８年まで半島北部から現在の中国東北部にあった強国

でした。ところで韓国人は現在の自国の領土が狭いことを痛感

していて、その反動から「大
テ

」という字に憧れを持つようで、

中でも中原
ちゅうげん

（中国本土のこと）に大きく版図を伸ばした高句麗

の歴史が中国の地方史だと言われれば我慢なりませんでした。 

そこで韓国では２００６年から右のように高句麗を扱った作

品が何本も制作されました。それ以降も韓流時代劇の主流は高

句麗をはじめ、百済、新羅、伽耶
カ ヤ

など古代史となっています。 

 
介護保険制度について④  

被保険者 
・申請は、本人や家族などが行います 

・居宅介護支援事業者や介護保険施設な
どが、申請の代行もしてくれます 

申請窓口 
・市町村の申請窓口に要介護

認定を申請します 

主治医意見書 
・かかりつけ医へ意見書が依頼されます 
 日頃医師にかかったことのない人はかかりつけ医を決め、連絡
して診断を受ける必要があります 

・市町村の職員や市町村が委託した調査員が自宅や施設を訪
問し、本人の心身の状況などを調査します 

訪問調査 

一次判定 
訪問調査に基づき、コンピューターで判定 

特記事項 

介護認定審査会 

・保健、医療、福祉の専門家で構成した審査会で、調査結果、
一次判定結果、主治医の意見書などにより、総合的に審査
します 

● 原則として３０日以内で結果が出ます 
・自立（非該当）と判定された方は介護サービスは受けられませんが、地域福祉事業や福祉サービスなどが受けられるので、市町村や地域包括支援センタ
ーにご相談ください 

・介護予防給付（要支援１、要支援２）、要介護給付（要介護１～５）に認定された場合、要介護度に応じて１ケ月に受けられる在宅サービスの範囲や施設
に入所した場合の利用金額が異なります 

 
 

 
中南正さん・ヒロ子さんご夫妻、曽谷蓉

子さん、神戸喜代美さん、楢崎房子さん、
宇都宮望さん、以上６名のご出演で大いに
盛り上がりました。いつものように懐かし
い曲のオンパレードで進行していく中で、
今回は感動的なハプニングがありました。
中南正さんが『妻よ』を歌われようとした
その時、冒頭から感極まって涙にむせて思
うように歌えなくなってしまいました。そ
こで周囲に促されるようにして奥様のヒロ
子さんが横に寄り添って巧みにフォロー、
その際、正さんが、「いろいろありましたか
ら」と。そこから『妻よ』が即興のデュエ
ット曲となり、会場を大いに和ませました。 

 

 

お楽しみ会 10月19日（金） 

 

10月・11月にご協力いただいたボランティアの皆様 

ご協力ありがとうございました。 

（敬称は略させていただきます） 

折り紙 ：廣瀬公子 

絵手紙  ：中川孝一 

ピアノ ：重松久代 

書道 ：溝口佳子 

お誕生日会 ：市川ご夫妻 

落語会 ：六甲八丁彦 

なかよしグループ ：平原多加子、仲村 枝、辻下清一、常見好子 

  福吉フジコ 

ネイル  ：池田香織（三田駅 Nails-Khao)  

フラメンコ  ：神戸市外国語大学 フラメンコチーム 

お楽しみ会  ：中南正、中南ヒロ子、曽谷蓉子、宇津宮望、 

  神戸喜代美、楢崎房子 

クラリネット演奏  ：クラリネットプリモの皆様 

文化発表会  ：当施設音楽療法士４名 

＊協力  山口地区ボランティアセンター 

ところで三国時代から統一新羅時代に関する同時代史書は

全く現存しません。三国に関して記載する『三国史記
し き

』・『三

国遺事
い じ

』はいずれも１２、１３世紀と、三国時代から何百

年も後に書かれたものであることから、ドラマとしてはフ

ィクション三昧
ざんまい

になっており、その辺を注意して見なけれ

ばなりません。よく韓流時代劇をご覧になられる方はご存

知でしょうが、韓流時代劇でも高麗時代や李氏朝鮮時代を

扱った作品では毎度お馴染みのおじさんの声による人物や

用語解説がナレーションで挿入される場面がありますが、

古代史を扱った作品になるとやはり客観的史実に乏しいこ

とが理由からか、ナレーションは少ししか出てきません。 

■最近の韓流時代劇で「高句麗」を扱った作品 

『朱蒙
チュモン

』 
2006年放映開始。神話上の人物である高句麗の祖を描いた作品。 

『大祚
テ ジ ョ

栄
ヨン

』 
2006年放映開始。高句麗人の父をもつ渤海をおこした人物を描いた作品。 

『
「

淵蓋蘇
ヨ ン ゲ ソ

文
ムン

』 
2006年放映開始。高句麗末期の軍人宰相を描いた作品。 

『大王四神記』 
2007年放映開始。 高句麗最盛期を築いた 19代王広開土大王を描いた作品。 

『広
クワン

開土
ゲ ド

大王
デ ワ ン

』 
2011年放映開始。高句麗最盛期を築いた 19代王広開土大王を描いた作品。 

 

流行分析① 

 

『韓流ドラマ』 

 

 介護サービスを受けるためには認定を受ける必要があります。  
住所地のある市町村に申請をすると、職員が訪問面接をして、心身の状
況や環境など要介護認定に必要な調査（認定調査）を行います  
（この調査は居宅介護支援事業所などが委託されて行う事もあります）。 

パレ 

12月から来年3月末まではご家族参加の行事はありませんのでよろしくお願いします。 
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 苦情相談窓口の注意事項 

苦情相談は苦情受付担当者を窓口とし
て苦情相談受付ボックスにて受け付け
ております。ユニットの介護・看護職
員でなく、苦情受付担当者にお申し出
下さいますようお願い申し上げます。
ご協力の程よろしくお願い致します。 

～編集後記～      

 

小林一三といえば、「阪急電鉄の創業者」・「戦

前に大臣をつとめた」程度しか知りませんでし

た。今回池田市の記念館を訪れ、一三が稀代の

アイデアマンであることがわかりました。次号

でもその一端をご紹介したいと思います。 

 

地域探訪⑰ 

 

地域の名刹 / 鷲 林 寺 

 

じゅう りん じ 

 

鷲の口から水が出ている 伝空海作の本尊がある本堂 聞き耳地蔵 ここを巡ると四国八十八か所を
めぐるのと同じご利益？ 

当施設から盤
ばん

滝
たき

トンネルを経て西宮方面に向かうとすぐに鷲林寺町の交差点があり、そこを右折してしばらく走ると鷲

林寺があります。 

当寺は淳和
じゅんな

天皇の８３３年（平安時代前期）、弘法大師
こ う ぼ う だ い し

空海
くうかい

により開基
か い き

された真言宗寺院。観音
かんのん

霊場
れいじょう

を開くことを考え

ていた大師が近くの廣田
ひ ろ た

神社に逗留
とうりゅう

されていた時、夢枕
ゆめまくら

に立った仙人がこの地を示されたとされています。大師が入山
にゅうざん

し

た際、このあたりを支配していた[麁
そ

乱
らん

神
じん

]
］

と呼ばれる神が大鷲
おおわし

に姿を変えて火焔
か え ん

を吹きながら大師の入山を妨げたので、

大師が桜の霊木に大鷲を封じ込めてその霊木で当寺の本尊
ほんぞん

となっている十一面観音像を彫刻、寺名を鷲林寺としたと言わ

れています。 

その後、鷲林寺は盛時には鳴尾
な る お

あたりまで寺領が広がりましたが、戦国期には大きく寺領を縮小させ、ついに１５７９

（天正７）年、前年に起きた荒木
あ ら き

村重
むらしげ

の謀反
む ほ ん

を契機として織田
お だ

信長
のぶなが

の軍勢に攻められて堂塔
どうとう

は全て焼失、この時寺は本尊

他の仏像を地中に隠したために兵火を免れ、今日、本堂には本尊が、また同じく大師の作と伝わる不動明王
ふどうみょうおう

像が護摩堂
ご ま ど う

に

安置されています。もっとも本尊十一面観音像は秘仏
ひ ぶ つ

で毎年４月２１日のみ御開帳
ごかいちょう

、普段から拝めることができるのは[
［

御前
お ま え

立
だち

]
］

と呼ばれる室町時代に彫られたレプリカです。またあまり知られていないことですが、麁乱神と[
［

三宝
さんぼう

荒神
こうじん

]
］

は同体

と記した古書があり、同じ真言宗寺院で多くの参拝者を集める宝塚市の通称清
きよし

荒神こと[清澄寺
せいちょうじ

]との強い関係性を示して

います。 

■荒木村重 
現在の大阪府池田市出身でもとは池田勝正に仕えました。後に織田信長の部将として重用され、摂津一国を支配していましたが、 

１５７８年、諸説あって真意は不明ですが、突如信長に叛旗を翻し、伊丹の有岡
ありおか

城に籠城、その後、妻子を置いて城から逃亡しました。 

地域探訪⑰ 

 

地域の名士 / 小林一三
いちぞう

（前扁） 

地域の名士シリーズの劈頭
へきとう

を飾るのは今日の阪急・東宝の創設者[小林一三]です。平

成２２（２０１０）年に一三が昭和１１（１９３６）年から住んだ大阪府池田市にある

旧邸[雅俗
が ぞ く

山荘
さんそう

]を居住当時の状態に復元して新たに小林一三記念館として開館しまし

たので近くにお出かけの際は是非お立ち寄りください。 

小林一三は明治６（１８７３）年に現在の山梨県韮崎
にらさき

市に生まれました。慶応
けいおう

義塾
ぎじゅく

を

卒業後、三井銀行に就職しましたが、不遇の時代を過ごしたようです。一三の名を高らしめる契機となったのが現在の阪急

電鉄の前身［箕面
み の お

有馬
あ り ま

電気
で ん き

軌道
き ど う

］を起業した時で、明治４０（１９０７）年、一三が３４歳の時でした。明治４３（１９１

０）年に梅田―宝塚間（石橋―箕面間も含む）の開業を前に、ＰＲの天才だった一三は日本初の企業ＰＲ冊子『最も有望な

る電車』を発行しています。 

一三の足跡で特筆すべきものは、鉄道事業を中核としたビジネスモデルを構築した点にあります。開業当時の現在の阪急

宝塚線の沿線は人口が少なく、乗客数が危ぶまれていましたが、一三は沿線の住宅開発事業を行いました。池田市の室町住

宅の分譲ではアイデアマン一三の真骨頂
しんこっちょう

ともいうべき今日の住宅ローンの先駆
せ ん く

となった割賦
か っ ぷ

販売方式を導入して大きな反

響を呼びました。同時に一三は駅沿線に［箕面動物園］、後に宝塚ファミリーランドに発展する宝塚新温泉（→宝塚新温泉

パラダイス）を開場、ところがパラダイス内の室内プールが不評であったことから、プールを塞
ふさ

いで舞台を作り、少女たち

だけによる唱歌隊を結成、これが世界の[宝塚歌劇]の始まりとなりました。さらに大正９（１９２０）年に始発駅の梅田駅

に５階建ての梅田阪急ビルを完成させ、改装後に現在の阪急百貨店の前身[阪急マーケット]を開店、始発駅にデパート、終

着駅に娯楽施設という関西私鉄界の常識となる形を構築しました。『乗客は電車が創造する』は一三語録の一つです（次号

に続く）。 

 

 

小林一三 雅俗山荘 
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