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私私 をを 見見 てて ちち ょょ うう だだ いい
看看 護護 師師 ささ んん 、、いい っっ たた いい何何 をを 見見 てて いい るるのの ？？ 私私 のの
何何 をを 見見 てて いい るる のの ？？ ああ んん たた がが たた にに 見見 ええ るる 私私 はは
たた だだ のの 不不 機機 嫌嫌 なな 顔顔 をを しし たた ボボ ケケ 老老 人人 でで しし ょょ うう ねね
ぼぼ んん やや りり とと うう つつ ろろ なな 目目 をを しし てて つつ ぎぎ にに 何何 しし たた らら
いい いい かか もも わわ かか らら なな いい 老老 人人 でで しし ょょ うう ねね ぼぼ ろろ ぼぼ ろろ
ここ ぼぼ しし なな がが らら 食食 べべ物物 をを 口口 にに 運運 びび 「「 ちち ゃゃ んん とと 食食 べべ
てて 」」とと 大大 声声 でで 言言 わわ れれ ててもも 返返 事事 もも ししなな いい 老老 人人 でで しし
ょょ うう ねね
看看 護護 師師 ささ んん のの しし てて くく れれ るる ここ とと にに はは 知知
らら んん 顔顔 をを しし てて 年年がが らら 年年 中中 、、靴靴 やや 靴靴下下 のの 片片 方方 をを 探探
しし てて いい るる 老老 人人 でで しし ょょ うう ねね
おお 風風 呂呂 やや 食食 事事 をを 嫌嫌
がが っっ てて みみ てて もも どど うう せせ 他他 にに すす るる ここ とと もも なな いい かか らら
っっ てて 結結 局局 はは いい いいなな りり にに なな るる 老老人人 でで しし ょょ うう ねね
どど うう 、、ここ のの 通通 りり でで しし ょょうう ？？ ここ れれ ががああ んん たた がが たた にに
見見 ええ るる 私私 でで しし ょょ うう？？
ささ ああ 、、看看 護護 師師 ささ んん よよ おお くく 目目 をを開開 けけ てて 、、私私 をを 見見
てて ちち ょょ うう だだ いい
ここ ここ でで じじ っっ とと 座座 っっ てて 命命 令令 ささ
れれ るる まま まま にに 動動 きき 言言 わわ れれ るる まま まま にに 食食 べべ るる 私私 がが 本本
当当 はは どど うう いい うう 人人 間間なな のの かか 教教 ええ ててああ げげ るる かか らら
私私 はは ねね 、、一一 〇〇 のの 歳歳 ににはは 両両 親親 やや 兄兄弟弟 のの 愛愛 にに 囲囲 まま
れれ たた 子子 どど もも だだ っっ たた
娘娘 盛盛 りり のの 十十 六六 にに はは 愛愛 すす
るる 人人 にに 巡巡 りり 会会 ええ るる日日 をを 夢夢 見見 るる 乙乙女女 だだ っっ たた

二二 〇〇 歳歳 でで 花花 嫁嫁 とと ななりり 心心 弾弾 まま せせてて「「 ここ のの 人人 にに 一一 生生
をを 捧捧 げげ まま すす 」」とと 誓誓 っっ たたのの よよ
二二 五五にに はは 母母 親親 とと なな
っっ てて 子子 どど もも たた ちち のの たた めめ にに 安安 らら ぐぐ 家家 庭庭 をを 築築 ここ うう
とと しし たた
三三 〇〇 のの ここ ろろ はは 子子 どど もも もも すす くく すす くく とと 育育
ちち 親親 子子 はは 永永 遠遠 のの 絆絆 でで 結結 ばば れれ てて いい たた のの
四四 〇〇
にに なな るる とと 子子 どど もも たた ちち はは 一一 人人 前前 にに なな りり 巣巣 立立 っっ てて いい
っっ たた
でで もも 私私 はは 嘆嘆 かか なな いい 愛愛 すす るる 夫夫 がが そそ ばば にに
いい たた かか らら
五五 〇〇 代代 はは 再再 びび 赤赤 んん 坊坊 にに 囲囲 まま れれ わわ
がが 子子 とと とと もも にに 孫孫 たたちち のの 成成 長長 をを 見見守守 っっ たた わわ
そそ しし てて 暗暗 いい 日日 々々 がが やや っっ てて くく るる 夫夫 がが 死死 んん でで しし まま
っっ たた かか らら
行行 くく 末末 をを 案案 じじ てて 不不 安安 にに おお のの のの いい たた
わわ
子子 どど もも たた ちち はは そそ れれ ぞぞ れれ がが 子子 育育 てて にに 精精 一一
杯杯 だだ っっ たた もも のの
そそ ここ でで 、、思思 いい はは 過過ぎぎ 去去 っっ たた 愛愛 のの
日日 々々 にに 飛飛 んん でで いい っったた
もも うう 私私 はは 年年 老老 いい てて しし まま っっ たた 時時 のの 流流 れれ はは 情情 けけ
容容 赦赦 なな くく 年年 寄寄 りり をを おお ろろ かか にに 見見 せせ 身身 体体 をを ぼぼ ろろ
ぼぼ ろろ にに しし 美美 しし ささ もも 精精 気気 もも どど ここ かか へへ 追追 いい やや っっ てて
しし まま うう そそ しし てて 、、かか つつてて のの 柔柔 らら かか なな心心 はは 石石 のの よよ うう
にに 閉閉 ざざ ささ れれ てて しし まま っっ たた
でで もも ここ のの 朽朽 ちち かか けけ たた
肉肉 体体 のの 奥奥 にに はは 若若いい 娘娘 がが いい まま だだにに 棲棲 んん でで いい るるのの
ここ のの 苦苦 しし みみ にに 満満 ちち たた 胸胸 はは 今今 一一 度度 過過 ぎぎ 去去 っっ たた
日日 々々 をを 思思 いい 出出 しし ててはは 喜喜 びび にに ははずず みみ 、、悲悲 しし みみ にに ふふ
ささ ぐぐ ここ うう しし てて 、、人人 生生をを いい つつ くく しし みみなな がが らら もも うう
一一 度度 生生 きき 直直 しし てて いい るる のの 駆駆 けけ 足足 でで 通通 りり 過過 ぎぎ てて いい
っっ たた ああ っっ とと 言言 うう 間間 のの 年年 月月 をを 思思 うう とと 人人 生生 のの はは
かか なな ささ をを つつ くく づづ くく思思 いい 知知 らら ささ れれるる
そそ うう なな のの 、、だだ かか らら 看看護護 師師 ささ んん よよおお くく 目目 をを 開開 けけ
てて 、、私私 をを 見見 てて ちち ょょ うう だだいい ここ ここ にに いいるる のの はは たた だだ
のの 不不 機機 嫌嫌 なな ボボ ケケ 老老 人人 じじ ゃゃ なな いい もも っっ とと 近近 くく にに 寄寄
っっ てて 本本 当当 のの 私私 をを見見 てて ちち ょょ うう だだいい ！！
著著 者者 不不 明明 ロロナナルル ドド・・ダダーールルスステテンン寄寄 稿稿（（スス ココ
ッッ トト ララ ンン ドド のの ああ るる老老 人人 病病 棟棟 かか らら見見 つつ かか っっ たた 詩詩 ））

)紹紹介介

定定例例ススタタ ッッフフ研研修修・・会会議議のの紹紹 介介
ググ ルル ーー ププ ホホ ーー ムム福福 音音 のの 園園 ・・ 川川 越越 ホホ ーー ムム 長長 杉杉 澤澤 卓卓 巳巳
毎毎 月月 １１ 回回 、、全全 職職 員員出出 席席 のの スス タタ ッッフフ 研研 修修・・会会 議議 をを
開開 催催 しし てて いい まま すす。。まま たた 、、日日 々々 、、課課 題題やや 必必 要要 にに 応応 じじ
てて 午午 後後 のの おお 茶茶 のの 時時間間 後後 、、当当 日日 出出 勤勤 者者でで 自自 由由 なな 話話 しし
合合 いい をを 持持 ちち 、、 連連 絡絡ノノ ーー トト にに 申申 しし送送 っっ てて いい まま すす。。
年年 がが 改改 まま っっ たた 一一 月月 のの スス タタ ッッ フフ 研研 修修 はは 、、「「 ああ なな たた
のの 笑笑 顔顔 がが 見見 たた いい ！！ 」」とといい うう 今今 年年 のの 合合いい 言言 葉葉 にに 因因 んん
だだ 研研 修修 でで しし たた 。。
「「 私私 をを 見見 てて ちちょょ うう だだ いい 」」 上上(・・中中 段段
掲掲 載載 のの) 詩詩 やや 文文 章章 抜抜 きき 書書 きき なな どど をを 全全 職職 員員 にに 事事 前前 配配
布布 しし てて 、、当当 日日 、、感感 想想 やや印印 象象 をを 自自 由由 にに話話 しし 合合 うう 形形 式式
でで 行行 なな いい まま しし たた 。。「「 もも っっ とと 近近 くく にに 寄寄 っっ てて 本本 当当 のの
私私 をを 見見 てて ちち ょょ うう だだいい ！！ 」」はは 、、十十 八八 名名のの 利利 用用 者者 様様 おお
一一 人人 ひひ とと りり のの 心心 のの 叫叫 びび だだ とと 気気 付付 かか せせ てて いい たた だだ きき 、、
スス タタ ッッ フフ 一一 同同「「心心 にに 触触 れれ るる優優 しし いい 支支 援援 のの実実 践践 」」
「「 希希
望望 へへ のの 支支 援援 のの 実実 践践」」 をを 心心 掛掛 けけ ててまま いい りり まま すす 。。

生生ききががいい 活活動動・・ピピアアノノのの会会 毎毎( 週週 火火 曜曜日日

笑笑 顔顔 にに 囲囲 まま れれ てて

ボボ ラランン テテ ィィ アア ＹＹ・・ＫＫ
毎毎 週週 火火 曜曜 日日 のの 午午前前 中中 にに「「 ピピ アア ノノのの 会会 」」をを 担担 当当 ささ
せせ てて いい たた だだ くく よよ ううにに なな っっ てて 、、早早 一一 年年にに なな りり まま しし たた。。
音音 楽楽 体体 操操 やや 歌歌 、、ピピ アアノノ 演演 奏奏 とと 、、皆皆 様様とと 一一 緒緒 にに なな っっ
てて 楽楽 しし まま せせ てて もも ららっっ てて おお りり まま すす 。。毎毎 回回 、、季季 節節 にに 合合
っっ たた 曲曲 をを 選選 曲曲 しし 歌歌っっ てて おお りり まま すす 。。大大きき なな 声声 でで 発発 声声
すす るる 事事 はは もも ちち ろろ んん 、、そそのの 歌歌 にに まま つつ わわるる 話話 等等 もも 楽楽 しし
みみ のの 一一 つつ でで すす 。。 〝〝 岸岸のの すす みみ れれ やや れれんん げげ のの 花花 にに 〟〟
春春 をを 感感 じじ るる 花花 をを ああ れれ やや ここ れれ やや とと 考考 ええ てて 話話 がが 弾弾 みみ
まま すす 。。笑笑 顔顔 にに 囲囲 まま れれ たた楽楽 しし いい ひひ とと 時時をを 共共 有有 ささ せせ てて
いい たた だだ きき 、、私私 にに とと っっ ててもも 大大 事事 なな 時時 間間をを いい たた だだ いい てて
おお りり まま すす 。。
（（ 川川 越越 市市 在在住住 ））

