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多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」にて

「絵手紙」教室を開催中～渡部純子さんにお話を伺いました
中高年の間で静かなブーム
皆さん「絵手紙」をご存知ですか？有名人やﾀﾚﾝﾄさんが、その才能を試されるﾃﾚﾋﾞ番組「ﾌﾟﾚﾊﾞﾄ＜MBS 毎日放送系＞」
でも取り上げられ、今、中高年を中心に静かなﾌﾞｰﾑになっている「絵のある手紙」です。今回は川崎市多摩区のｸﾞﾙ
ｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」でご入居者の皆さんとともに、この「絵手紙」を楽しみながら手ほどきをしていただいて
いる渡部純子＜わたなべじゅんこ＞先生にお話を伺いました。渡部先生は介護保険の導入前の平成元年からこのｸﾞﾙ
ｰﾌﾟﾎｰﾑのある川崎市多摩区を中心に介護のお仕事に携わっている超ﾍﾞﾃﾗﾝ、「介護福祉士」「ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ」でもあり私た
ちの大先輩です。
Q: 渡部先生、さてまずは「絵手紙」とは？
渡部:文字通り、絵を書き添えて出される手紙です。はがきに花や野菜など、身近にあるものを描き、その絵手紙を
送る相手に今伝えたい気持ちを短い言葉で添えます。皆さんと楽しんでいる所謂「絵手紙」のｼﾞｬﾝﾙが確立されかけ
は、書道家で絵手紙協会の会長である小池邦夫先生が 1978 年に直筆絵手紙を発表したこととされています。
Q:さて、渡部先生が「絵手紙」を始めたきっかけは？
渡部: 長い間この地域で皆さんのお世話をさせていただいていますが、丁度 7 年前にさかのぼります、ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ
＜障害のある方への移動介護支＞としてご利用者の方を地元の日本女子大学生涯学習ｾﾝﾀｰの講座「絵手紙の手ほど
き」にお連れしたのがきっかけです。移動の他にも、墨を硯ですったり、お道具の用意をお手伝いをしているうちに、
自分自身が「絵手紙」の魅力にはまり込んでしまいました。後に知ったことですが絵手紙協会会長の小池先生は私と
同郷＜愛媛県松山市＞でしかも松山東高校の 1 年後輩、これも何かのご縁でしょうか。
Q:最近はﾃﾚﾋﾞ番組にも取り上げられすっかりﾒｼﾞｬｰになった「絵手紙」ですが、その魅力とは？
「先生だなんて(笑)私は皆さんと遊んでいる
だけですよ!」と先生の渡部純子さん。地元介 渡部:絵手紙のｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞは「ﾍﾀでいい ﾍﾀがいい」なんです。とにかく誰でも手軽に取り組めることが一番です。本
来「絵手紙」には下書きがありません、見たままのﾓﾉを墨でぶっつけ本番で描き、色付けをし時間をかけずに仕上げ
護業界の大先輩。
ます。そのため、その人らしさが生き生きと表現され、世界で一枚だけの作品が仕上がります。
Q:さて「絵手紙」
、作品作りの道具や描きかたは？
渡部:まず筆は毛筆を用意、線書き用と色つけ用の 2 種類を用意します、そして墨、本格的にやるのであれば硯と墨ですが、まずは筆ﾍﾟﾝ＜顔料入りのも
の＞でも OK。そして絵の具は顔彩(がんさい)を用意しましょう、これは基本的に和紙(画仙紙)に描きますので日本画用の絵の具で日本の伝統色を基本と
した透明感のある色合いが特徴です。更にﾊﾟﾚｯﾄや筆洗い等も用意しましょう。そして最後に押す「朱印＜落款＞」
。簡単なﾓﾉでもいいんです、例えば消
しｺﾞﾑ印なら自分で好きなものが作れます。これだけでｸﾞｯと作品が引き立ちます。「ﾍﾀでいい ﾍﾀがいい」がｷｰﾜｰﾄﾞの絵手紙ですが、やはり上手に描きた
いのが人情(笑)。あえて言うならﾓﾁｰﾌを良く観察しながらも、ご自分の感覚を自由に筆に託すことです。筆使いに関しては、筆の上を軽く持ち、筆は垂
直にまっすぐ立てて描くのが一般的な技法と言われますが、まずは自由にやってみましょう。余り時間をかけずに 20 分程の短い時間で仕上げてしまうこ
ともｺﾂ、勢いのある絵が描けます。そして出来上がった作品に気持ちを込めた言葉を添え、朱印を押して完成です。出来上がった作品は全て「完成」で
「失敗」はありません。
Q:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの認知症の方と絵手紙を描かれていかがでしょう？
渡部:ﾏﾝﾈﾘ化しがちな施設での生活の中に「非日常」の時間を過ごして頂けることが一番の効果、「絵手紙」に限らず、施設運営にとって「非日常」の時
間を如何に作り出すかは「介護」という観点に立っても重要な事です。そして二番目は…、短い時間で作品を完成出来る、というところがｷｰﾎﾟｲﾝﾄでしょ
う、ﾃﾞｯｻﾝも必要無いし、油絵のように長い時間をかけ完成させる絵画ではありません、短い時間ですから絵を描く作業に集中できる、皆さんの真剣な表
情はとても素敵でｲｷｲｷしますね。そして高齢になり出来ないことが増えていく中で自分でもびっくりするほど素敵な「絵手紙」が描けるという喜びと満
足感は、ものすごく刺激になるのですね。更にその絵をご家族や施設来訪者の方に見てもらうと、一様にその完成度に驚かれます。入居者様どうしで画
を見せ合い褒め合います。この生田ﾋﾙｽﾞでは皆さんの作品を額に入れ壁に飾っていただくことになりました、そこにまた新たな「団欒」と「和み」が生
まれます。
「ﾓﾉを創りだす喜び」と、他人から「褒めてもらう喜び」そして「和む喜び」
。喜びの循環が生まれるｱｰﾄかもしれません。
「私は絵心は全く無いの」と最初は筆を取るのを躊躇っ
ていましたが始めるとｽ～ﾗｽﾗ!「大すき」のﾒｯｾｰｼﾞを添え
て完成＜下の完成写真の右上＞⇒
ﾂﾂｼﾞの絵手紙が完成。本当によく観察されています!「さ･
つ･き」とﾒｯｾｰｼﾞを添えて娘さんにおくります<右下>
本日の作品 5 点ﾌﾟﾚﾊﾞﾄに出しても恥ずかしくない!!

この日のお教室は施設のﾘﾋﾞﾝｸﾞで、5 人のご
入居者が参加、先生はご自宅の周りのお花
や、野草をﾓﾁｰﾌとして持って来て下さいまし
た。先ずは皆でお花を観察!!<上>
日本画用の絵の具「顔彩」は伝統色を基本と
した優しい色合いが揃います。更に玉皿<ﾊﾟ
ﾚｯﾄ>や筆洗い等も用意しましょう。筆も和筆
を、顔料入りの筆ﾍﾟﾝがあると便利です<右>

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜/泉」より

～株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ/社会福祉法人ばなな会では～

桜満開！『令和』目前『平成』最後のお花見イヴェント

2019 年度、5 人のﾆｭｰ･ﾌｪｲｽを迎えました!!

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ『ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜・泉』より——。優しい春風の吹く
中、当施設では入居者様の外出ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝとして、お花見ｲｳﾞｪﾝﾄの企画を進
行。今年は 3 月 17 日に桜の開花宣言があり、これを受けて、ｲｳﾞｪﾝﾄの計画も具
体性を帯びてきます。そのさなか、我々日本国民にとって歴史的な日がやって
きました。4 月 1 日、新元号の発表です。当日、入居者様はﾌﾛｱにてその時を待
ち侘び、首相官邸からのﾃﾚﾋﾞ中継に釘付けとなりました。万葉集の一節に基づ
く『令和』の二文字が発表されると、皆様は声を上げて大きな拍手。新たな時代
の訪れを実感された様子です。さて、今回のお花見は 3 ﾌﾛｱごとにそれぞれ計
画を立てたため、日程や行き先もﾊﾞﾗﾊﾞﾗになりました。第 1 班は菅生緑地に出
掛けられ、帰りはﾚｽﾄﾗﾝでの食事を楽しまれました。お酒好きな A 様はﾉﾝｱﾙｺｰ
ﾙﾋﾞｰﾙを召し上がり、その風味とともに春の陽気を堪能されたようです。第 2 班
が向かったのは、よみうりﾗﾝﾄﾞ。場所が遊園地ということもあり、ﾒﾘｰｺﾞｰﾗｳﾝﾄﾞに
乗って楽しそうに手を振る入居者様の姿が印象的でした。第 3 班の昼食は春秋
庵で、ﾒﾆｭｰを見ながら、一人ひとりが好きな蕎麦を注文されていました。色々な
角度から工夫を凝らし、入居者様にお花見を楽しんで頂こうという気持ちは、ｽﾀ
ｯﾌ全員に共通する物です。その思いが通じてか、どの行き先でも見事な桜が咲
き誇り、皆様の心を癒してくれました。桜の木の下に勢揃いして記念撮影する
と、自然と全員が笑顔になります。入居者様の口からは「本当に綺麗」「来て良
かった」という言葉が漏れました。これこそｽﾀｯﾌが最も嬉しくなる瞬間です。こう
して、平成最後にして令和を間近に控えたお花見は大成功。桜に元気をもらっ
たかのように、皆様は活き活きとして施設へ戻られました。まさに時代が切り替
わろうとしている、記念すべき春を共に過ごすことができ、私たちも大変光栄に
思います。これからも変わりなく健康に気を付け、令和の時代も皆様で歩んでい
きましょう。

4 月と言えば初々しいｽｰﾂ姿の若者が目にとまる時期ですね♪お陰様で今年度
はﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟも 5 名のﾆｭｰﾌｪｲｽ､新入社員を迎えることとなりました。内定か
ら数ヶ月…それぞれ思い思いの学生生活を過ごされたことでしょう。当ｸﾞﾙｰﾌﾟで
は 2018 年度から新卒に関しては介護職だけではなく、「介護総合職」としての募
集を行っています。現場の介護業務を熟知しながら会社全体のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝにも関
わっていける人材を広く募集、「人事」「総務」「経理」「営業･広報」等々多岐にわ
たる業務･部署へ適正を考慮しながら配属し、後に様々な視点から物事を考え行
動し成果を生み出すことができる介護業界のｴｷｽﾊﾟｰﾄを育成する。これが当社
の考える「介護総合職」です!!どんな人材に成長してくれるのか、今から楽しみで
す。5 人の新入社員の皆さんは…4 年生大学卒業 2 人、高等学校卒業 1 人、そ
してﾐｬﾝﾏｰから留学生として来日、当社で働きながら日本の専門学校に入学し、
介護福祉士を目指すｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ総合職候補の 2 人。4 月 1 日の入社式では 5 人全
員が緊張の面持ちで挨拶をし、その意気込みと将来への希望を語ってくれまし
た。そんな姿を見、我々も初心を思い出し新たな思いで業務に就くことができて
います。そして 4 月 15 日からは本社でのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと研修を終え、“待ちに待っ
た！”現場研修＜3 ヶ月＞を 5 箇所のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに別れて開始しました。5 人に
とっては初めての事ばかりです、受入事業所ではｽﾀｯﾌ全員でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟする体制
をつくりました、張り切って業務に取り組む一方、ご入居者の不安や訴えにどう
声を掛けたらよいか、関わり方に戸惑ったようです。しかし、どんなことにも手を
抜かずひとつひとつの事に心を込めて真っ直ぐに取り組む姿勢にはｽﾀｯﾌも感
激!!現場で一緒に働く私たちも、もう一度原点にもどり介護にあたることを教えて
もらいました。しかし、何と言っても一番の収穫は介護職としての「やりがい」や
「喜び」を、早くも感じてくれたこと！3 ヵ月後には 5 人がしっかりと自信をつけてく
れるものと信じています。そしてご居者やｽﾀｯﾌに「あなたに出会えてよかった」と
思っていただけるような人材へと成長していってくれることを期待し、新入社員 5
名を温かく見守っていきたいと思います。

歩行援助 の訓
練中!！ご入
居者と一 緒に
一歩づつ。

「令和」の時代を間近に控え「平成」最
後のお花見に皆ﾆｺﾆｺ。
「令和」最初のお花
見も皆で行きましょう!!

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中
★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!
■募集要項
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問

★給与：① 月給：193,000 円～<夜勤 5 日含む>
② 時給 1020<無資格>～1170 円<介護福祉士>処遇改善加算交付金含

↑左より当社社長の矢野、4 年制大学卒業の二人、高校卒
業の新入社員。前列はﾐｬﾝﾏｰからの留学生ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ総合職候
補の二人。皆緊張はしていますがやる気満々、頼もしいﾆｭ
ｰﾌｪｲｽたちです。
本社での研修模様、施設での 3 ヶ月の実習後再度本社での
実習予定→

バナナ園グループ
【グループホーム】
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386
●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773
●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101
●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361
●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203
●のんびりーす ☎044-422-2295
●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692
●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693 ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634

※夜勤 1 回 15,000～16,000 円

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00
★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄
★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い
場所を選べます。
●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

☎044-455-6117

2020 年 3 月新卒社員募集中

会社説明会随時開催中
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→

グループホーム空室情報
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記
の各施設もしくは総合案内
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