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大慶寺(ふれあいぼたん園)見学 

 春の陽気に誘われ、4月28日（金）、5月2日（月）の2回に分け、太田市 

新田大根町の大慶寺（通称：ぼたん寺）に出かけてきました。色とりどりの 

牡丹と藤棚に魅せられて、参加したご利用者の笑顔も咲き誇っていました。 

 

ユニット 鴨田 
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利用者コーナー 

北嶋 豊子さま 

 2階をご利用されている北嶋さまをご紹介します。 

 

 3人姉弟の長女として伊勢崎市に生まれました。 

小学校を卒業後、実家の農業（養蚕）を手伝われて

いました。昭和17年頃ご結婚し、5人のお子さまに

恵まれました。ご夫婦で農業を営んでいましたが、

ご主人が観光業に就かれてからは一人で70歳頃ま

で 農業を続けられました。 

 ご主人は戦時中近衛の通信兵をされていま 

したが、その後は観光業に就かれました。 

 とても優しく奥さん想いのご主人でした。 

ご主人のことを聞くと「けんかひとつしたこと

ないよ」と笑顔で話されていました。 

きたしま   とよこ 

ご主人との1枚 

趣味 

 旅行と身体を動かすことが大好きでした。 

ご主人の仕事関係もあり、旅行にはよく行っていまし

た。一番印象に残った旅行先を教えていただきました。 

 「一番よかった旅行は四国。ウミガメの産卵を間近

で見られたことかな。卵から生まれ涙を流しながら海

に帰ろうとする小さな亀にはとても感動した」と話さ

れていました。 
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 平成29年6月でなんと99歳を迎える北嶋さま。アルボース入所中は一所懸命にリハ

ビリやレクリエーションに参加され、元気いっぱいに活動されています。 

 最後に元気の秘訣を教えていただきました。「おしゃべりと身体を動かすことだよ」

とおっしゃっておりました。昔のよき思い出や体験があり、今の元気で素敵な笑顔があ

るのだと思いました。北嶋さま、ご家族の皆さま、ご協力いただきありがとうございま

した。 

 70歳頃よりグランドゴルフに挑戦されました。 

 毎週月曜日、町内で開催されていたグランドゴル

フには欠かさず参加されていました。最高齢賞や

ホールインワン賞など数多くの賞を取ったと、喜ば

れていました。 

グランドゴルフに挑戦♪ 

 自転車は90歳頃まで乗られていまし

た。毎月のようにお友だちと小泉稲荷

神社まで自転車で出かけていらっしゃ

いました。 

 「一面コスモスの花に囲まれて、と

てもきれいなところだった」と思い出

を話してくださいました。 

元気に自転車走行♪ 

元気の秘訣♪ 

2階 藤原 
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公益社団法人群馬県老人保健施設協会 委託事業 

平成28年度 在宅介護家族支援教室 

～ 利用者の意欲向上のために ～ 

日 時 

会 場 

平成29年3月18日   14:00～16:00 

研宗館西棟2階 てんぼくホール 
 

伊勢崎市大手町１番１号 美原診療所2階 

土 

プログラム 

14:00 

14:10 

休 憩 

15:00 

15:50 

16:00 閉会 
 

在宅介護体験談 
 

● アルボース 利用者ご家族 さま  

開会の挨拶 
 

● 公益財団法人脳血管研究所 
   介護老人保健施設アルボース      施設長   美原 恵里 

講 演 
 ｢表現アートセラピーって？｣ 
  ～アートを通じて気持ちに寄り添う～ 
 

● 講 師 アトリエ蓮根庵 
  美術家・表現アートセラピーファシリテーター 
      三輪 ゆうこ 先生 

体験企画  
  ｢みんなでアートセラピ－｣ 
 

● 三輪 ゆうこ 先生 
  介護老人保健施設アルボース アートセラピーチーム   
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「表現アートセラピーって？」 ページを横にしてご覧ください 
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 ３階をご利用されている北爪さまの娘さまに 

お話をしていただきました。 

 お母さまが病気を発症する前の生活から、 

発症後の娘さまの介護生活など、体験談を 

お話していただきました。 

体験企画 ｢みんなでアートセラピ－｣ 
 

三輪 ゆうこ 先生 
アルボース アートセラピーチーム   

 アートセラピーチームは、ご利用者が日々豊かな

生活を送り、リハビリの意欲向上に繋がるためのお

手伝いをしております。アルボースで行っている

アートセラピーに興味のある方、見学をしてみたい

方など、お気軽にスタッフまでお声がけください。 

 「何かを作るなんて恥ずかしいし苦手だしどうしよう！？」という声が多く聞こえ、

皆さまドキドキしながら始めた様子でした。そして仕上げでは、平面に描いた作品が立

体に変わった時の驚いた表情がとても印象的に残りました。緊張していた表情も徐々に

明るくなり、知らない方同士笑顔で会話している様子を見られてとてもうれしく思いま

した。 

 体験企画として皆さまにアートセラピーを

体験していただきました。 

 作品テーマは「春のランタンワーク」です。

クレヨンやマーカーによる手描きのデザイン

でランタンを作成しました。少人数のグルー

プに分け、子どもから大人までさまざまな年

齢の方に体験していただきました。 

在宅介護体験談 
アルボースご利用者 ご家族   
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アートセラピーチーム 川田 尾島 



講演「表現アートセラピーって？」   

・初めての体験でした。話もわかりやすかった。作るということがよかった 

・セラピーっていうことが少々理解できた。いろいろの分野で成り立ち、幼少期から 

 高齢者まで簡単に使えることを知りました 

・楽しかった。これをきっかけにアイディアが浮かびました。自宅にあるものを使用 

 して作ってみたいと思いました 

・初めはちょっと難しくお話を聞いていました。だんだん興味深くお聞きすることが 

 できました 

・アートは自分にとって苦手な分野なので、敬遠していましたが、ちょっと難しく 

 考え過ぎだったのかなと思いました 

・最後までできることに意味があるという。生きること、生活の姿勢、1つ決心する 

 ことにしました 

・子どもの頃を思い出し、また講演がありましたらお話を聞きに行きたいと思います。 

 勉強になりました 

講演は、三輪先生による「表現アートセラピーって？」と題しお話していただきました。
以下に、参加の皆さまからいただいたご意見の一部を掲載させていただきます。   

体験企画「みんなでアートセラピー」   

・何でも一緒にやってみることが大切なのかな 

・実際に介護している人の生のお話が聞けてよかったです 
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在宅介護体験談   

・とても明るい気持ちになれました。今日曇りだった心が晴れました 

・もう少し濃く塗ると栄えたかなと反省。これからみんな（ボランティアなど）に 

 教えてあげたい 

・知らない人たちの集まりでしたが、工作になりましたら童心に戻った気で楽しくでき、 

 家でも作ってみたいし、友人たちの集まりの時思い出して作ってみたいというより 

 教えてあげたい 

・とても親切に教えていただきありがとう 

 ございました。初めて会った人たちとも 

 お話ができてとても楽しかったです 

 これからもこのような催しよろしくお願い 

 します。セラピーってとても大事なことですね 
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リハビリスタッフ紹介 

平成29年4月、美原記念病院から異動により、新しいリハビリスタッフが
加わりましたのでご紹介します 

ご利用者のお役にたてるよう頑張ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます 

① 名前 ② 出身地 ③ 職種 ④ 趣味・特技 ⑤ 皆さまに一言 

① 齋藤 豊成（さいとう あつしげ） 

② 群馬県前橋市 ③ 理学療法士 

④ 家庭菜園 

⑤ 併設病院から異動になりました齋藤です。 

  趣味の家庭菜園は、1歳になる可愛い 

  愛娘の世話であまり行えていません。ご利用者、ご家族の   

  皆さまに早く名前を覚えていただけるように笑顔で 

  頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

① 丁名塚 結香（ちょうなづか ゆか） 

② 群馬県伊勢崎市 ③ 理学療法士 

④ 散歩 

⑤ 併設病院から異動になりました丁名塚です。 

  名前が珍しく、なかなか覚えられないと思いますが、 

  早く名前を覚えていただけるよう、毎日笑顔で頑張りたい 

  と思います。よろしくお願いいたします。 

① 手島 早紀（てしま さき） 

② 群馬県前橋市 ③ 作業療法士 

④ バレーボール、カメラ、映画鑑賞、音楽鑑賞 

⑤ 併設病院から異動になりました手島です。 

  ご利用者が楽しく、安全に生活できるようにお手伝いして 

  いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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♪かんたんリハビリ講座♪ 

 リハビリテーションと聞くと、筋力強化練習や歩行練習をイメージする方もいると思い

ますが、“作業活動”に取り組むことでも、さまざまな効果が得られると言われています。 

効果① 手を使うことで脳に刺激が与えられる  

 興味を抱いて熱心に作業活動に取り組むことは、脳の神経活動を活発にすることに 

繋がります。「人は作業する存在である」と言われています。ぜひ皆さまも興味のある 

作業活動を探して取り組んでみてはいかがでしょうか。 

 

～ 作業活動について ～ 

 アルボースのリハビリテーションでは、さまざまな作業活動を提供しています。これら

は作業療法士と一緒に興味のあるものや取り組むものを選択し、必要に応じてアドバイス

やお手伝いをしながら行っています。 

ビーズ手芸 ネット手芸 ぬり絵など 

例えば・・・ 

難易度や形はさまざまですが、これらは以下の効果が得られます。 

効果② 手や指の運動になる  

 針やビーズ、糸を扱うことで細かい手の運動になります。 

効果② 集中力が高まり、達成感や満足感が得られる  

 作品が完成することで達成感や満足感が得られます。また、「もう少し難しいものに 

挑戦したい」「また作りたい」などの作成意欲にも繋がります。 

リハビリテーション科 手島 

 手から入った情報（感覚）は脳に伝達されます。脳が受け取る 

情報の面積の広さは人の体のバランスとは大きく異なります。 

 手や顔、くちびるからの情報を受け取る面積は広く、体幹 

（腹・背）、手足からの情報を受け取る面積は狭くなっています。 

 右の絵（こびと）はこれを戯画化したものです。そのため、 

手を使い道具を操作することによって広く脳を働かせることが 

できます。また、より積極的な意志や意欲が伴うほど、神経細胞に生じる刺激も強くな

るといわれているため、認知症予防に効果があるといわれています。 



発行：広報部会 

公益財団法人 脳血管研究所 介護老人保健施設アルボース 

 住所 ：群馬県伊勢崎市太田町427-3 

 TEL ：0270-21-2700 

 FAX ：0270-21-2704 

 Email ：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL ：http://mihara-ibbv.jp/arbos 
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第20回 群馬県老人保健施設 作品展 

 毎年恒例のイベントである群馬県老人保健施設の 

作品展が、5月17～19日の3日間開催されました。 

県内の老健施設が地域別に3カ所の会場に分かれ作品 

を展示しました。アルボースを含む東毛ブロックでは 

太田市にあるイオンモール太田が会場になりました。 

 今回の作品のテーマは“アルボースの花の木”です。 

 アルボースという施設名には、ラテン語で“樹木・ 

船の帆柱・舵”という意味あります。今回は木を施設 

に見立て、その木に咲く花をアルボースで生活、リハ 

ビリに励み輝いているご利用者を表わしています。 

その周囲を囲むアーチは、さまざまな人生を歩み、輝きが違う 

ご利用者の背景を表すために、花の色を一つひとつ変えて表現しています。  

 花作りは、画用紙を帯状に裁断し、中央で一度折り、重ねる 

ように8枚を積み重ね、最後に開くと花が咲く。             

“お楽しみ感”がある作業のため、ご利用者からは『何でこうな

るの？』『とてもきれいね、こんなに簡単な作業で素敵なものが

できるのね』などの声をいただきました。 

 私たち担当チームも今回の作品には思い入れがあり、完成したときは、とてもよいものが

できたと思いました。また、この作品には仕掛けがあり、正面から観るとレースのような柄

になり、横から観ると絵画のような色味が鮮明に出るものに変化します。右下には施設長の

直筆サインもあり、絵画のような仕上げとなっております。 

 イオンモール太田に見学に行かれたご利用者からも『きれいね、

私たちの作品が1番ね』など、たくさんのお言葉をいただけました。 

 作品制作に協力いただいたご利用者、スタッフに感謝の気持ち

を伝えたいと思います。本当にありがとうございました。 

作品展制作チーム 3階 松原 

施設長直筆のサイン 
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