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ご挨拶
広島文化学園大学 土肥敏博

月 日（ ）10時からカフェ。決まり次第ご連絡させていただきます。

敬老の日
平成14年までは9月15日に固定され敬老の日」は、ハッピーマンデー制度の実施によっ

て、翌年から9月の第3月曜日に変更となりました。今年は9月20日。
「敬老の日」は、昭和22年に兵庫県多可郡野間谷村（現在の多可町）で「お年寄りを大切
にし、お年寄りの知恵を生かした村作りをしよう」という考えのもと「としよりの日」が
提唱されたのが始まりです。農閑期であり気候も良い9月15日を「としよりの日」と定め
たその提唱は、次第に全国に広がっていき、昭和39年に「老人の日」と改称され、昭和
41年に国民の祝日「敬老の日」となりました。

旅の思い出
飛騨高山へ一人旅をしたのは後期高齢を迎えた一昨年7月。足腰の丈夫なうちに行きた

いところを訪なっておきたいと思い立った。霧雨にけむる白川郷、しっとり濡れた紫陽花、
まっすぐに伸び並ぶ稲、大勢の靴音、そのような熱気の中昼食には蕎麦を食した。あくる
朝早く高山市の宮川朝市にでかけた。水流の勢いを増した川沿いの市は地元の人や観光客
で賑わっていた。駅に向かう途中裏通りを散策したところ、「飛騨茶屋」という風格のあ
る門構えの蕎麦屋とその門戸にかけてあるパネルが目にとまった。そこには次のような言
葉が書かれていた。

“蕎麦食えば 昏まさる町一人旅” （森村誠一）
「カレーライスやラーメンを食している人を見ても、特

に人生は感じられないが、蕎麦屋の客には人生のにおいの
ようなものを覚える。
蕎麦が好きなせいもあるだろうが、夕暮れ時、旅行鞄を

かたわらにおいて一人黙々と蕎麦をすすっている客や、横
丁のご隠居風の品のいい老人が蕎麦を肴に独酌でちびりちびりやっている姿には、人生の
奇跡や、その人の生活史が滲んでいるように思える。地方都市へ行くと、必ず、蕎麦屋を
探す。うまい蕎麦を出す店は、店構えからして尋常ではなく、暖簾をくぐると、古格のあ
る主人といずれも一くせありそうな客が屯している。そんな蕎麦屋の近くには、たいてい
うまい珈琲を出す店がある。蕎麦と珈琲、なんだかセットになっているようである。おも
えば人生のオアシス、蕎麦と珈琲程度で、やすらぎを見出す旅人は、幸せなのか、あるい
はそれだけ思い荷を背負っているのかもしれない。」という氏の一文が添えられていた。
早朝店は開いていない。いつかもう一度来訪したい、黄昏時に、と思って電車に乗った。

現今外出自粛の時節、ひっそりしているのであろうか。今はもう秋景色だろうと思いを馳
せながら、夕刻に、一人晩酌をしながら心の旅路に浸っている。



老いるということ

1980年、2年のアメリカ留学を終えて帰国してみると近所の子供の成長に目をみはり、

おとしよりの老化に驚いたものでした。毎日会っていると気づかないが、老いは毎日着
実にやってきている。「生きとし生けるもの、例外なく年をとる。かつて凜とした立ち
姿で一世を風靡した千葉市動物園のレッサーパンダ風太も老境を迎えた。・略・人間で
いえば80代か90代。・略・6年前に妻に先立たれ、今は独りで暮らす・略・往時の写真
集でみた姿と比べれば老いは隠しようもない。それでも開き直ったような独特の自信が
みなぎる。“年を取って何が悪い。おぬしもやがて老いる”そう語りかけてきそうな気が
した。できるなら風太のように潔く堂々と年をとりたいものだ」（天声人語）。

老いの現れ
老いは美の喪失に表現されてくる。皮膚に張りが無くしわが寄る。どうしてあんなに

太るのか、はち切れんばかりのお腹を抱える男性、昔の体型いまいずこと思われる女性、
それは代謝が低下するので余ったエネルギーが脂肪として蓄えられるからです。頭髪は
薄く、白く、代わりに眉毛や耳毛が黒々と太く伸びてくるのに驚いた方も多いのではな
いでしょうか。これは男性ホルモンが低下し、生え替わりが遅くなるからです。
様々な身体機能が失われてくる。腎臓では腎小体（尿をつくる最小単位）の数が30代

の半分ほどに少なくなり、肝臓への血流も半分くらいになる。血管壁は硬くなり、心臓
の拍出量は低下する。肺では、肺胞の数の減少や線維化のために肺活量が低下する。こ
のため高齢者では階段を上がったりするとすぐ息が切れる。君原健二氏と言えばメキシ
コ五輪マラソン銀メダリスト（2時間23分31秒）、昔中国駅伝で向洋当りで見た君原氏
の走りはまるで“カモシカが飛ぶ”ようであったが、高齢になって在るマラソン大会で4時

間を目標にしているとおっしゃるのを聴いて驚いたことがある。それは私の目標タイム
であるからです（63歳での東京マラソンは4時間01分）。実際、氏68歳での東京マラソ
ンは3時間44分59秒の記録が残っている。このような体の機能の低下は如何ともし難い
ものがある。

病気
最近、森村誠一氏は「老いる意味 うつ、勇気、夢」という本を出版された。氏は老

人性うつ病を病んで、「思うように書けなくなっていることに気づいた朝を境にして、
それまでのようには執筆ができなくなったのである」「毎朝五時に起きると、そこから
つらい一日が始まる」。更に「認知症の傾向もみられるようになった」「書けなくなっ
た作家は化石である」との思いから「脳からこぼれた言葉を思い出すたびに広告紙の裏
にかき出していった」。こうした努力の甲斐あってか「トンネルに差し込んできた光の
ほうへ歩き続け、ついには光の下に立つことができたのだ」「光と言葉を取り戻した私
は、書きかけていた新作を発表することができたのである。三年がかりのことだった」。

老いる意味

氏は次のように述べている。「どんなに歳をとっても、まず考え方を変えるのが良い。
過去と未来をつなぐのが最先端である－と考えればいいのだ。」「最先端にいるという
のは、未来に接続していながら、自分が耕した過去にもつながっていることだ。そうい
う最先端にいることを意識するとき、問われるのは「過去を見るか、未来をみるか」で
ある。過去に目を向ければ、今の自分が一番年老いているが、未来に目を向ければいま
の自分が一番若いのである。まったく年齢には関係ない」。

「人間老いれば、病気はするし、悩み苦しむ。老いれば他人にも迷惑をかけることもあ
る。他人に助けてもらわないといけないことだらけだ。それが老いというものなのであ
る。けれども何歳になっても夢は抱き続けられる。私は八十八歳になった今でもそう思
うのである。」と結んでいる。











いつもお便りありがとうございま
す。今回は、３名の方を掲載さ
せていただきました。近況やお
気持ちを書いて投稿してみませ
んか。掲載は、希望されない方
もお便りをお待ちしています。

浜崎昇 様より

あがりんさい便りと涼を呼ぶ団扇有

り難う御座います。

時代調べ発表後の感想文読ませて戴
きました。

先ず高齢者に分かり易く工夫され

(字の大きさ・色づけ・絵を入れ)た

内容、発表されている姿が浮かんき

ます。

また、11名とも高齢者に優しい接し

方やコミュニケーションの取り方等
時代の内容を理解され、当時の実情
を

よく把握し分析されています。

先生、学生さんにこの知識をもって
実体験頑張るようお伝え下さい。有
り難う御座います。

暑さ厳し日が続きますがお身体ご自
愛下さい。

湯川和子 様より

いつもあがりんさい便りありがとう
ございます。

楽しみに読ませていただいておりま
す。学生さんの手作りのうちわまで
ありがとうございました。

沖林通子 様より

残暑お見舞い申し上げます

先生方生徒の皆様お変わりありま

せんか、

今月もあがりんさいだよりありが

とうございました。

楽しみの無い毎日ですので、たよ

りを何度も読み返し、皆様を想い

だしてます。

お逢いできる日が早く来ますよう

に！！

小田和子 様

だまし船の折り方、カルタなど、

ありがとうございました。

学生と作って遊んでみます。

あがりんさいカフェで、皆さんと

遊びましょう。

投稿写真 土肥 敏博



頭の体操 その11
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

秋の気配はどこへやら・・・。残暑が厳しい日々が続い
ていますが、皆さまお元気でしょうか？
今月も『脳トレ』頑張りましょう～！！

1.漢字ナンクロです。空白に下から漢字を入れてクロスワード
を完成させてください。

2.次は9月の雑学クイズです。では、どうぞ。

1）十五夜の時に飾る「すすき」には何の力があると伝え
られているでしょうか？
①癒し ②浄化力 ③魔除け

2）9月の旧暦の名称は何でしょうか？
①葉月 ②長月 ③水無月

出典先 みんなのお助ナビ https://help-nandemo.com/

広島文化学園大学 浅香真由巳



「篤志献体と医学教育」 ～いのちを考える～
医学教育に必須の人体解剖実習は、篤志家
の方々の献体により行われています。本講演で
は、医学教育の歴史を紹介し、これまで数百名
の献体希望者の方々との面会を通して学んだ
“人生、いかに生きるか”について、皆さんと共に
考えたいと思います。

看護学部公開講座のお知らせ

樋田一徳 先生

日時 令和3年10月22日金曜日 13時:30分から
場所 呉信用金庫ホール
プログラム 広島文化学園大学学芸学部音楽学科 演奏

学長挨拶
講演は、14時～15時30分 予定

ご参加を
お待ちして
います

緊急事態宣言適用となり9月のカフェは中止させていただきます。

日時 月 日 午前 ９時半～１０時半

場所 広島文化学園大学看護学部 3階 大講義室

プログラム 検温、血圧測定
体操
音楽
手作業

次回、開催時は、下記のように行います。

あがりんさいたよりまたは、はがきでお知らせします。

留意事項
１．３７度以上の発熱、体調に変化がある方はお休みしましょう。
２．検温、アルコール消毒を実施します。
３．マスクを装着しましょう。
４．ペットボトルの水を用意しています。
５．ひとつの密でもいけないということで、常時換気を行います。
６．学生が参加の場合は、お知らせいたします。
７．時間を短縮して行います。



広島県の取り組み「オレンジリング週間」
(認知症理解促進強化週間）

広島県は、より多くの人が認知症についての正しい知識を持ち、認知症の人とその
家族の思いや悩みについて理解する社会を目指して、例年9月21日（世界アルツハイ
マーデー）を起点とした一週間を「オレンジリング週間」と位置付け、この期間を中心と
して理解を広げる取り組みを推進しています。
あがりんさいにおいてもこの期間にカフェを予定していましたが、いま緊急事態宣言
の適用となり、開催を中止しました。
外出が怖いと引きこもりになり、気力や筋力、認知力が低下していませんか。あがりん
さいカフェも様々な機能低下の予防の一助となりますよう、そして皆様とつながってい
けますよう便りを発行しております。ぜひご活用ください。

広島県ホームページ
より引用





呉市ホームページより引用
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配布版は、塗り絵を貼付しました。



令和３年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

・各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス
来てくれサロン 認知症カフェあがりんさい

責任者 土肥敏博
運営者 今坂鈴江 進藤美樹 岡田京子

高橋登志枝 棟久恭子
棚﨑由紀子 加藤重子

看護学部 学部長 山内京子

メンバー紹介

カフェ行事 基本プログラム

発行所：呉市阿賀南2-10-3

広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 ニュースレター発行
脳トレ手作業配布

５月 電話連絡等
６月 時代調べ発表等(６月以降）
７月 七夕まつり 、避難行動
８月 熱中症予防、うちわづくり
９月 オレンジリング週間
10月 認知症予防
11月 健康調査
12月 クリスマス会
１月 新年会
２月 節分祭
３月 ひなまつり
随時 認知症サポーター養成講座

9月
お便りとカルタを
募集しています。
お待ちしています。

運営事務へのメッ
セージ・要望など
も受け付けます。


