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はじめに 

 

 

 どの社会でもそうですが、豊かな時代に入ると、人々は健康に強い関心を持ち始

めます。そんな時代にとっくに入ったわが国では、どこの井戸端会議でも、健康作

りの話題でもちきりです。 

 ただ、気になるのは、その｢健康｣の中身を点検してみると、とにかく体操にウォ

ーキング、それに栄養バランス、体脂肪をどうするかといった、狭義の｢健康｣に限

られていることです。 

 そもそも健康であるとはどういう状態を指すのか、そして健康を増進するために

何をすべきかということで、もっと柔軟に、しかも視野を広げた論議が必要な気が

するのです。 

 私共では、住民がそれぞれどのような健康観を持ち、その健康を実現するために

どんな努力をしているかを観察してきた結果、新しい健康観そして健康づくりの課

題を本書で提示することにしました。 

 健康を増進することと、私達がいきいきと生きるということには、かなり重なる

ものがあって、そこから今までにない健康観を作り上げることができるのです。そ

ういえばＷＨＯも私共と似たような視点から新しい健康観を提示しているようで

す。 

 本書の読者としてイメージしているのは、保健師、健康づくり推進員（保健補導

員）、食生活改善推進員や、地域で健康づくりを進めているグループやボランティ

アの方々等です。それらの皆様が、健康づくりを推進していく場合に役立つような

内容に、しかも、あまりくどくどと書かずに、ごく簡潔にまとめました。 
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本本当当のの健健康康づづくくりりととはは……  
健康づくりと言えば、体操をしたり、ウォーキングをしたり、あるいは栄養バラ

ンスのある食事に気を付けるなど、いかにもそれらしい行為をしたり、それを広め

たりすることと決まっているようですが、もっと頭を柔らかくして、柔軟に考えて

いく必要があります。保健師や健康づくり推進員などが地域の健康づくりを進めて

いくときに役に立つ視点・発想をいくつか並べてみましょう。まずは柱だけを羅列

してみます。 

 

 

⑴心の健康と体の健康を一体として追及する 

⑵健康作りのついでに他の五つも充足させる 

⑶その人に最適の「健康への入り口」をさがす 

⑷その人の不充足の部分に取りつく 

⑸当人が意図的に実行している健康づくりを認知 

⑹その人が無意識にやっている健康づくりも認知 

⑺その人にとっての隠れた健康資源を発掘 

 

 

⑴心の健康と体の健康を一体として追及する 

介護予防も兼ねた健康づくり運動が広がっています。この「健康づくり」運動の

陥りがちな欠陥を考えてみました。 

ある保健センター内で開かれている筋肉トレーニングの現場で、本人や付き添い

の奥さんたちと対話集会を開いたことがあります。「筋トレの効果は？」と聞くと、

多くが「効きます！」。どうやらこの筋トレ、肉体の改造にはものすごく効き目が

あるらしい。「しかし…」と一人の奥さんが言い出しました。「たしかに夫は筋肉モ

リモリになったのですが、まだ生きようという意欲が出てこないのです」。毎日、

死ぬことばかり考えているというのです。体の健康は改善されたが、心の健康がそ

れについてきていないというわけです。では「心の健康」とは、どのようなものな
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のでしょうか。 

  

■心の健康と体の健康がこの中に 

本研究所では「豊かさダイヤグラム」

を提起しています。人間が豊かに生きて

いくには、何が必要かと問うと、次の六

つが必ず出されます。だいたい①仕事・

お金、②健康、③趣味・学習、④家庭・

夫婦、⑤友達、⑥社会活動（ボランティ

ア）の順に出てきます。豊かになるには、

こういうものが充足されなければなら

ないということです。 

 この２番目に「健康」があります。この場合の「健康」は、「体の健康」のこと

でしょう。体の調子が良く、病気がなければ「健康」の部分は５段階で言えば４か

ら５になるわけです。 

 では「心の健康」は、このダイヤグラムのどこにあるのでしょうか。こう考えた

らどうでしょう。②の「体の健康」以外の５つが、心の健康の「素」だと。これら

が充足されていると、それが「体の健康」にも良い影響をもたらします。その逆も

あり得ます。 

 例えば、④「家庭・夫婦」の項で言えば、夫婦の仲が悪かったり、ＤＶでも行わ

れれば、結局体が不健康となります。⑤「友達」の項なら、本人が引きこもりとな

れば、体の不健康となります。友人関係が悪化してもそうなります。③の「趣味・

学習」も、これに入れ込みすぎて「オタク」になれば、不健康に近づいていきます。 

⑥の「社会活動」はどうでしょうか。老人ホームに入所するなりして、毎日、一

方的にサービスを受けるだけの生活になると、不健康につながっていきます。人は、

ただ助けられる一方というのは困るのです。双方向の関係になってはじめて健全な

精神になれるのです。だから要介護者がボランティアをすると、ストレートに体の

健康につながっていくわけです。 

❶仕事・お金 

❷健康 

❸趣味・学習 

❹家庭・夫婦 

❺友達 

❻社会活動 

心の健康 

体の健康 
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■「健康」以外の５つが心の健康の素だった 

このように「健康」以外の５つが心の健康の「素」で、これが充足されないと体

の不調につながるのですが、その逆もあります。だから、ただ②の健康をめざして、

体づくりに精を出すだけでなく、他の５つを充足させて心をイキイキさせないと、

せっかく体づくりをしたのが無駄になることだってあるのです。結論を言えば、こ

の６つ全部を満開にするのが本当の健康づくりだということになります。 

 

⑵健康作りのついでに他の５つも充足させる 

 体の健康と心の健康を一体として充足させるためには、どうしたらいいのでしょ

うか。「体の健康」づくりをしながら、ついでに他の５つも併せて充足させてしま

えばいいのです。 

例えば、健康づくりを一人でやるのではなく、グループで楽しめば、⑤の「友達」

が充足されます。そのグループで③の「趣味活動」をすることもできます。これら

を夫婦で楽しめば、④の「家族・夫婦」が充足されます。健康づくりを住民に教え

たり、広げたりすれば、⑥の「社会活動」になります。講師に呼ばれるなど、そう

した活動で収入を得てもいいでしょう。そうすれば①の「仕事・お金」も充足され

ます。一石六鳥作戦です。 

 じつは、単に体操一本やりですすめるより、それに他の５つも適当にメニューに

加えることが、健康づくり活動そのものを活性化し、長続きさせることにもなるの

です。 

燃え尽き症候群 

不健康に 

夫婦仲悪い 

友達とケンカ 

サービス 

ＤＶ 

趣味オタク 

パワハラ 

受ける一方 

ひきこもり 
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■グループを長持ちさせるコツは「助け合い」 

 グループを長持ちさせるコツの一つは、「助け合

い」です。ダイヤグラムの中に「友達」とありま

すが、これは「豊かなふれあい」ということです。

ふれあいが深まるコツは、困った時に助け合える

ようにすることです。 

 兵庫県で開かれた生涯学習シンポジウムで、パネラーの一人が美術鑑賞グループ

のリーダーだったのですが、彼女は自分たちの活動を紹介した後、「これは私事で

すが」と言って、こんな話を始めました。最近、姑が要介護になったので、その介

護に専念するためにグループを辞めさせてもらいたいと申し出ました。するとメン

バーが「そんな水くさいことを言わないでよ。皆であなたのお姑さんの介護をしま

しょうよ」と提案したそうです。彼女は最後にこう締めくくりました。「わたし、

死ぬまであの人たちとはおつき合いをしようと心に決めました」。これが助け合い

の効用です。 

 ついでながら、「社会活動」というのも、グループを元気にする妙案になります

が、これもとにかく「ただ一途に」というのは、やはり不健康です。 

 滑川市で一人暮らしの山下節子さん（上の写真右から三番目）は、ビーチボール

のグループを立ち上げましたが、活動が終わると毎回、メンバーを自宅に招いてご

ちそうしています。いずれ自分が要介護になった時に助けてもらうためで、そのこ

とはメンバーも承知していました。グループ活動を老後対策としても活かしていた

のです。 

 

■ウォーキングしながら高齢者宅の見守り 

 私共は住民の支え合いマップづくりを推進しています。その地域内に住む住民数

名に集まっていただき、人々はどのようにふれあっているのか、また助け合ってい

るのかを聞き取り、住宅地図に記入していくのです。支え合いマップづくりをして

いると、女性たちが仲間とウォーキングを日課にしているケースがよく出てきます。

その場合、女性たちは「ただ一途に」ウォーキングということはしません。大抵の
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場合、沿道の一人

暮らし高齢者の

見守りをしたり、

ウォーキングで

出会った人との

おしゃべりや安

否の確認をして

います。マップを

ご覧ください。３

人の女性が一本道を毎夕散歩していますが、その道沿いに住む一人暮らし高齢者の

様子を見ています。「おばあちゃんの様子を見やすいように、アミ戸にしておいて

ね」などと相手にも意識づけしています。  

川崎市のボランティアグループや団体が協力して介護予防活動を展開していま

すが、その一つとして早朝体操会を各所で開いています。しかし、ただ体操会を開

くだけではありません。体操が終わった後の「反省会」で、参加者の中から「気に

なる人」を拾い出し、機会を見つけてその人にアプローチしています。福祉ニーズ

を抱えた人を探し出すための手段としてもこの体操会を活用していたのです。 

千葉県佐倉市で同じようにマップづくりをしていたら、その地区では犬の散歩を

通したふれあいが盛んに行われていました。ほとんどの家が毎朝飼い犬の散歩をさ

せているのですが、ついでに通り道に在住の一人暮らしの高齢者を見守ったりして

いました。 

 

⑶その人に最適の「健康への入り口」をさがす 

 だれにも同じ健康法を提示するのでなく、その人にとって、この６つのどこから

入ったらベストの健康づくりになるのかを考えることが大切です。 

 要介護３のＫ子さんは、夫との二人住まいでしたが、その夫がガンであることが

わかりました。ケアマネジャーは、「これでは二人とも倒れてしまうから、奥さん

だけでも老人ホームに入りましょう」と提案しましたが、承知しません。困ったケ

アマネジャーが介護ボランティアグループに「ゲタを預け」ました。 

 

毎日散歩 

「歩こう会」 
→毎日、この辺りを散歩しがてら見守り 

①「アミ戸にして」 

②「戸を少し開けておいて」 

畑で見守り 

散歩 

要介護女性 

（昼間は一人） 

見守り 

畑 

・・・一人暮らし老人 

・・・ボランティア 

・・・一人暮らし高齢者 

・・・ボランティア 
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そこでグループがとった「対処法」は、まずＫ子さんの自宅を訪れて、Ｋ子さん

自身をホスト役にしてサロンを開くよう提案したのです（これでＫ子さんの「社会

活動」が充足）。そこに近隣の人たちが参加してくるから「友達」も充足。そのサ

ロンで趣味活動を始めたから「趣味」も充足。施設に入らず夫婦として暮らし続け

ているから「家族・夫婦」も充足。 

その後Ｋ子さんに会った主治医が、Ｋ子さんが大違いに元気になっているのを見

て驚きました。「社会活動」「友達」「趣味」「家族・夫婦」を充足させることで、「体

の健康」を回復させたというわけです。なにしろ要介護度が下がったというのです

から。 

 

⑷その人の不充足の部分に取りつく 

 その人にとっての（健康への）ベストの入り口を探す方法の一つは、その人が６

つの要素のどこに問題を抱えているかを探ることです。親を介護中の人にとっての

健康課題は何か。どうやってストレスを解消させ、気晴らしの機会をつくってあげ

られるか、でしょう。介護中の主婦を仲間がカラオケに誘っているという話を聞き

ました。介護の場から離れられないと聞くと、要介護者の枕元で介護者を加えた趣

味活動をしているグループもあります。 

家に引きこもる定年退職者を趣味やボランティアグループに引っぱり出すのも、

健康づくり作戦と見ることもできます。要介護者にボランティアチャンスを提供す

るのも健康づくり作戦なのです。 

このマップの★印は、寝たきりの舅

をお嫁さんが介護している家です。息

子の登下校の送り迎えをする時は、お

隣の人が看ていてくれます。近くの男

性が、舅の話し相手をしに来てくれま

す。お嫁さんは以前ミニバレーをやっ

ていましたが、最近は介護で忙しくて参加できなくなりました。そこでミニバレー

の仲間が、息抜きのためにも、ぜひまた参加するように働きかけています。ただ、

その間、舅の看護をだれが代わってあげる必要があります。 

買い物の
間見守り

おしゃべり

ミニバレー

婦人部班長会議

婦人部班長会議婦人部班長会議
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⑸当人が意図的に実行している健康づくりを認知 

いま行われているのは、まず保健センター側で住民の健康づくりに関わるノウハ

ウを開発し、それを、住民を集めて伝授する、という方式です。しかし、住民はそ

ういう方式を好みません。住民側からすれば、以下のようになります。 

 保健師ないしは健康づくり推進員は、自分たちが提示したい健康づくりのノウハ

ウをとりあえず脇に置いて、まずは個々の住民が、その人なりにどのような健康観

を持ち、それに従ってどのような健康づくりの努力をしているかを、訪問によって

確認します。その上で、「それなら、これをこうしたらもっといいですよ」とアド

バイスするのです。 

 一人暮らし高齢者宅を訪れて、なにか健康にいいことをやっていますかと聞くと、

４つか５つの健康づくりを既に実行していることがわかります。ある女性がやって

いたのは、①一日に百回家の周りを歩く、②階段を後ろ向きに上がる、③テレビで

わからない言葉が出てきたら辞書で調べる、④タバコの空き箱で鶴を毎日何羽作る、

などでした。 

 

 

 

 

 

 

⑹その人が無意識にやっている健康づくりも認知 

 意図的にではなく、本人もそれが健康対策だと意識しないままに実行しているも

のもあります。 

私の知人（女性）が銭湯に行った際、湯につかりながら、ふと脱衣場を見ると、

一人の女性がそこら中のかごに手を出して、服をたたんでいるのです。慌てて脱衣

場に戻ろうとしたら、周りの人に止められました。「本人がたたみたいというんだ

から、そうさせてあげなさいよ。みんなそうしているんだから」。仕方なく、ここ

のルールに従うことにしました。脱衣場に戻って、番台のおじさんに聞いてみまし

た。「これってどういうことなの？」 

折り鶴作りが日課 
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どうやらこの女性、最近認知症になったらしく、毎晩７時頃にやってきて、片っ

ぱしから客の服をたたみ、２時間ほどして帰っていくのだと。「これすると心が休

まるようなんだよね」。おじさんは、文句を言う客に｢たたませてあげてくださいよ｣

とお願いしていたのです。 

彼の言うように、女性はこれをすると心が休まるのでしょう。一種のストレス対

策というか、広義の健康づくりということにもなります。それを認めて協力してい

る店主も客も、立派なものです。 

 認知症と言えば、こんな事例もありました。ある地域で主婦たちと懇談していた

ら、認知症の女性が枕を持って近所中を訪ね歩き、「一緒に寝て！」と言っている、

ということを聞きました。住民はそれにどう対応しているのかと聞くと、当然、無

視していると言います。「でも、誰かが何らかの対応をしているはずだ」と食い下

がったら、「そう言えば、ここの人が添い寝をしてあげている」と、誰かが言い出

しました。「捨てる神あれば拾う神あり」。一見奇妙な行動でも、きちんと受け止め

ている人がいるのです。これだって本人にとっては、添い寝をしてもらうことが「精

神安定剤」なのでしょう。 

 

⑺その人にとっての隠れた健康資源を発掘 

 小松市でボランティア大会が開かれた時のことです。活動発表の中で、かなりの

高齢とみられる女性が目にとまりました。「私は○○というグループに入っていま

す」と言うと、フロアから「まだあるでしょ！」。「そうそう、△△というグループ

にも入っています」。というわけで彼女、５～６つのボランティアグループに所属

していたのです。お年を聞くと、８０才。彼女を元気にさせているものは何なのか

―ご自宅を訪ねてみました（下の写真）。 

 

 

 

 

 

 

彼女に 

健康資源 

とっての 

若者と交流 

犬 庭の花 

農作業 写経 

ボランティア 糸玉づくり 
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むろん、ボランティア活動が彼女を元気にさせていることは、本人から聞くまで

もありませんが、そこでの若い世代との交流も、効き目抜群だと言います。ご自宅

を訪ねてわかったのですが、彼女は他にも、糸玉を作ったり、写経をしたりしてい

ます。部屋はカラフルで、これもまた彼女の元気をつくっている要素なのかなと感

じました。さらに、もっと広げて、彼女の家や庭の花、そこでの農作業、ペットの

犬など、すべてが彼女にとっては「元気の素」になっていることがわかりました。 

 こういう広くやわらかい視野で、一人ひとりを眺め、探ったとき、健康資源はほ

ぼ無限にあると分かるのではないでしょうか。 

 

⑻引き込み型からお出かけ型へ転換 

健康づくりと言うとイメージするのは、保健センターが主催しての新しい健康体

操運動といったことでしょうか。そういう場合に保健師は必ず住民に保健センター

に来るように働きかけます。広い地域ならそれでも数十名は集まるでしょうが、大

部分の住民は放置されたままです。健康づくりは住民全員の課題なのですから、こ

ういう運動を展開する場合は、従来のセンターへ引き込み型から、住民のもとにお

出かけ型に転換すべきです。 

 高知市では「いきいき健康体操｣を普及させていますが、その場合に、お出かけ

型の方式も採用しています。住民と一緒に支え合いマップづくりをし、人々がどの

ように触れ合っているかを観察します。次のマップを見てください。一人暮らしの

女性・Ｔさんが出かけている相手先に印を付けてみました。●印が友人宅、■印が

店や診療所（そこで井戸端会議を開いている）。これを確認した上で、診療所とＴ

さん宅で「いきいき百歳体操」を開催しました。下の写真は、「はりまや商店街」

の空き地で「いきいき百歳体操｣を即席で開いたものです。 
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住住民民流流・・健健康康資資源源をを探探しし出出せせ  
健康関連の資源といえば保健センターにあると思われるかもしれませんが、住民

はもっとやわらかい発想をしています。 

 

①「待合室の医者」がいた！ 

 そこで、住民の発想がどれだけやわらかいか、その事例を示すことから始めまし

ょう。 

 東京・中野区で開かれたボランティア講座に講師として出向いた時のことです。

講義の前に、「私の話を聞いてほしい」と控え室に一人の女性がやってきました。「私

のやっていることもボランティアなのか？」ということらしいのです。 

 彼女の「活動」とは？―彼女は、だれかれ構わず声掛けをするクセがあるのだと

か。夫に聞いたら、寝ている時でさえ誰かに声を掛けているらしいのです。彼女は

外に出ると、犬にも花にも声掛けをしてしまいます。公園の前を通ったら、女性が

暗い顔でリハビリをしていたので、声を掛けておしゃべりをしたら、「元気になっ

た！」と喜びました。それならと、近くの医院の待合室へ出かけました。そこで暗

い顔をして順番を待っている人たちに向かって、医療講談をしていたら、みんなゲ

ラゲラ声を上げて笑います。挙句は「今日は医者にかからなくていいや」と帰って

しまう患者も。いつしか彼女は、「待合室の医者」と言われるようになったという

Ｔさん宅Ｔさん宅
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ことです。 

 

②出会う人ごとに「処方箋」を書いてあげる元看護師 

 栃木県のある町では、こんな元看護師に出会いました。かなりの高齢ですが、彼

女、道で出会う人ごとに〝処方箋〟を書いてあげるのだそうです。 

相手が「このごろ腰が痛くて」と言えば、「こういう体操をしたらどうか」とい

ったことをメモに書いてあげる。私が出会った段階で「もう３７人にアドバイスを

した」ということですから、本気の活動です。 

 そう言えば、ある地域で開かれているふれあいサロンでは、元看護師が大活躍し

ていました。彼女に血圧を測ってもらい、「異常なし！」と言われると、皆「これ

でまた一カ月、生き延びられる」と胸をなでおろすのだそうです。 

 

③同病の人に、医者への紹介状を書く元患者 

「処方箋」と言えば、井上肇さん（写真右）は、椎間板

ヘルニアで長い間苦しんでいました。たまたま病院でか

かった医者が、「当たった！」。治療の腕だけでなく、こ

ちらの話をよく聞いてくれるし、懇切丁寧に説明してく

れるのです。おかげで大分回復し、さて、どんなお礼を

しようかと考えました。普通なら、菓子折に礼金を添え

て済ませるところですが、彼は「もっと社会性のあるお

礼の方法はないか」と考え、同じ病気で苦しんでいる人に出会ったとき、あの医者

への紹介状を書いてあげようと思いつきました。 

「私、いつぞやお世話になった井上と申しますが、この方が同じ病気で苦しんでい

るので、どうかよろしく」という文面に診察券を添えて窓口に提出するよう勧めた

のです。 

今では看護師も心得ていて、「ああ、井上さんの紹介ね」と、医師につなげてく

れるようになりました。もう数十人に紹介状を書いてあげたといいます。 

 いかがでしょうか。このように、地域には驚くべき「健康資源」が存在するので

す。あなたの周りにもきっといるはずですから、ぜひ探してみてください。 
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④認知症の人に着物を着せたら… 

 ファッションの治療効果というものも、軽視できないようです。障害者専用の服

を作っている藤沢市の小沢洋子さんに聞くと、認知症の人をモデルにした着物ショ

ーを開いたところ、その人の表情が生き生きと輝き、その後も「また着物を着せて

ほしい」と言うそうです。 

 お化粧やファッションで「心ときめく」とき、それが本人の健康に大いなる貢献

をするということが、要介護者の場合に如実に現れるのです。 

 

⑤血液検査結果を持参すればその人にぴったりの定食を作ってあげます 

 神戸市で変わった定食屋を見つけました。｢病院で受け

た血液検査の結果を持参すれば、あなたの体に最良の定

食を作ってあげます｣というものです。小池孝子さんとい

う方が開業しました（写真右）。彼女は以前、病院で管理

栄養士をしていたが、どうも病気になる人は食生活が貧

しい、あるいは偏っているということに気付き、病院を

退職して開業したのです。糖尿病食と言えば今はどこか

で都合してくれるかもしれませんが、症状は一人ひとり全く違うし、罹っているの

は糖尿病だけではありません。その人にぴったりの定食となると、自分で考えて作

るのは不可能です。 

 店に行ってみると、たくさんの客で溢れていました。ランチを食べるだけでなく、

夕食と翌朝の分まで作ってもらって持ち帰る、という人もいました。できあがるま

では２階で休んでいるのです。食の問題は健康に直結していますが、こういう活動

をしている人にはめったに出会えません。 

《第三章》 

ググルルーーププやや企企業業にに健健康康のの「「ふふりりかかけけ」」  
 住民が好む方法の一つに、「ふりかけ」法があります。ご飯にかけて食べる「ふ

りかけ」を思い浮かべてください。福祉も保健も「ふりかけ」の一種で、ごはんに

パラパラと適量ふりかければ、美味しく食べられるのです。これを、バサッと大量
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にかければ、いくらなんでも美味しくなくなってしまいます。メインディッシュで

はなく、ごはんを美味しく食べるための補助的な食品という位置づけが最もふさわ

しいのです。だから、健康資源を発掘・活用をする場合もこの「ふりかけ」の手法

を使えばいいのです。 

 

①ちぎり絵も折り紙もリハビリに役立った 

 神奈川県相模原市のある公民館で、ボランティアを中心にリハビリ教室を開いて

いました。しかし参加者は、同じリハビリを長く続けていると、いくら大事なこと

だとわかっていても飽きてしまいます。最近、参加者が目立って減ってきました。

困ったリーダーは、公民館長に「どうしたらいいか？」と相談しました。 

 そこで館長はどうしたかというと、館内で育った各種趣味グループの名簿を手渡

したのです。「だって、これは趣味グループでしょ？ 私たちがやっているのはリハ

ビリなのよ」。そう言われても、館長にこれ以上の知恵はありません。 

 リーダーはふと思い立って、その一つ、ちぎり絵グループに相談に出向きました。

リハビリになるかどうかは別として、とにかく高齢者たちにちぎり絵をさせてみた

らどうかと考えたのです。はじめは戸惑ったものの、「そんなに言うのなら、お手

伝いしましょう」ということになりました。紙を水でぬらせば、手に力がない人で

も簡単にちぎれる。のりは、はじめから台紙に貼っておこう。 

 こうして、おそるおそる始めたちぎり絵教室ですが、意外にも高齢者たちは、た

いそう喜んだのです。今までは「ただいま」と帰宅して「今日はどうだった？」と

家族に聞かれても、ただ「くたびれた」だったのが、ちぎり絵を始めてからは、「今

日はこれだ！」と毎回出来上がった芸術作品を見せるようになりました。そして、

参加者も増え始めたのです。「よし、同じ方法でいこう」と、今度は折り紙グルー

プに協力を求め、片手でも折れるお雛さまの作り方を考案してもらいました。夏は

踊りのグループに、車椅子でも踊れる振り付けを考えてもらいました。 

 というわけで、リハビリ教室の年間メニューの中に、公民館の趣味グループがう

まい具合に組み込まれることになったのです。 

 

②公民館はリハビリセンターだった 
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 長野県駒ヶ根市で、喉頭ガンの手術をして自宅療養中の女性宅を訪問しました。

彼女が自分なりに考えて始めた「リハビリ」とは、公民館の合唱グループに入会す

ることでした。なぜ合唱グループなのかは、想像すればすぐわかることですが、彼

女がこのアイデアを思いついたきっかけを尋ねたら、なんと公民館ではその手の情

報が飛び交っていると言うのです。つまり、○○病の人のリハビリは△△グループ

でできる、といった情報であり、喉頭ガンになった人は合唱グループに入ればいい

というのです。 

 要するに公民館というのは、生涯学習センターであると同時に、様々な病を抱え

ている人にとっては、リハビリセンターであったのです。住民というのは、おもし

ろいことを考え出すものです。 

 私たちは、健康資源というのはいかにもそれらしい姿をしていると思いがちです

が、住民はその逆のことを考えます。「それらしい姿」をしていれば、「クサく」な

る。保健医療や福祉というものは、普段はあまり考えたくないことです。できれば

そんなことは考えないままで人生を送りたい、と誰もが考えています。ところが、

それを自分の仕事にしている人は、人々が意識下に押し込めておきたいことを、こ

とさら表面に出し、住民の前にこれ見よがしに押し出してくるのです。これでは、

住民に歓迎されません。 

 

 

 

 

③お化粧したらおむつがはずれた！ 

 健康資源は、地域のどこに潜んでいるのか。ヒントになるのは、住民は「イキイ

キ生きる」ことに強い関心を持っているらしいということです。元気な時だけでな

く病気の時も、要介護になっても、その関心は弱まることはありません。 

 資生堂が、寝たきりや認知症の人のためのお化粧教室を開いていると聞いて、そ

の現場を訪ねてみたことがあります。徳島県鳴門市にある山上病院では毎週、資生

堂の美容部員が来て、入院中の寝たきりや認知症の人のための化粧教室を開いてい

ました（下の写真）。その風景をのぞいた後、院長にその効能を尋ねてみたら、効

趣味グループが 
リハビリ協力 

ちぎり絵グループ 
(指に力が入らなくてもできるちぎり絵) 

折り紙グループ 
(片手でもできるちぎり絵) 

踊りグループ 
(車イスで踊れる盆踊り) 
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き目は抜群だと言います。いつもは這っている人が、「今日は化粧の日だ」と立ち

上がってしまうというのです。なぜでしょうか？  

化粧の後、受講者は「鏡がほしい」と言います。自分の美しくなった顔をジッと

眺めているうち、「こんな顔でおむつをするのはおかしい。取りたい」と言い出す

のです。化粧教室開始から２ヶ月経って、看護師が調べてみたら、受講者４１人の

うち、１人は認知症が治って家に帰ってしまいました（この人はＮＨＫテレビ「お

はよう日本」に出演）。残りの４０人のうち、１１人のおむつがとれてしまいまし

た。 

 

 

 

 

 

 

④マージャンを楽しんだら、手が動いた！ 

 健康資源と言えば、企業はきわめて有力な資源と見るべきです。東京・渋谷にあ

る「ガラパゴス」という名のマージャン店が、「健康マージャン」運動を展開しま

した。昼間来店する客の多くが高齢者であることに気づき、彼等に話を聞くと、「頭

を使うから認知症の予防になる。４人でするからふれあいになる。４人で旅行に行

くこともあるし、恋に落ちるペアもある」と言うのです。パイを握っている間に、

動かなかった指が動き出したという事例もありました。要するに、マージャンが健

康に良いことわかったのです。そこで店主は、「賭けないマージャンの会」を組織

しました。それが千名を超え、ようやく営業的にも成り立つようになったというこ

とでした。これに社団法人の長寿社会文化協会が乗って、運動の全国展開も可能に

なりました。 

〔本業を生かした健康づくり支援〕 

 健康づくりの推進は、なにも保健センターとボランティアだけですすめるもので

はありません。本来は地域のあらゆる企業や公共機関、グループがそれぞれ自分た

ちの持ち味を生かして健康づくりの普及に参加していくべきなのです。 
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 以下に、業種別に企業がどんなことができるかを例示してみました。例えば最近、

レストランの一部がメニューにカロリーを表示していますが、それだけでなく、禁

煙コーナーを設けたり、生活習慣病の人向けのメニューを提示したり、アレルギー

体質の人に配慮したサービスをしたりするのもいいでしょう。ただ顧客のニーズに

合わせるだけでなく、子どもの偏食改善のために、野菜嫌いの子でも食べたくなる

野菜料理を用意するなど、できることはたくさんあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業での 

レストラン 

●健康メニュー 

●成人病食を用意 

●食事療法の相談 

●留守家庭児童向けにふれあい 

●農薬の知識普及 

●健康野菜の仕入れ 

●無農薬栽培を支援 

●健康づくりプラン指導 

●定期健診サービス 

●通勤ついでの健康法提案 

●緊急の際に病人の搬送 

●「健康づくり旅行」の企画 

●男性向け憩いコーナー 

●高齢者向け憩いコーナー 

●ふれあいイベント 

●悩み相談受け付け 

健康づくり 

活動 

八百屋 

スポーツジム 

百貨店 

喫茶店 

バー・居酒屋 

生命保険業 

建設会社 

運輸業 

書店 

●健康関連図書コーナー 

●ついでに健康相談 

●健康づくり体験者の 

 発掘・出版へ 

●個々の運動法指導 

●非会員の運動指導 

●住民に簡単体操の提案 

●健康に良い間取りの提案 

●バリアフリー住宅作り 

●ふれあいのある家の設計 

●健康づくりコーナー 

●家族ぐるみ運動イベント 

●お父さん向けに即席健康教室 

●覆面カウンセラー配置 

●福祉機関と連携して 

 福祉の対象者の発掘 

●単身赴任者の会指導 
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たただだのの「「食食」」かからら豊豊かかなな「「食食」」へへ 

食は福祉の原点であり、健康づくりの基本です。豊かな時代になっても、「食の

ニーズ」は消えることはありません。食事サービス活動もなくなりません。ただ、

その内容が少しずつ変質してきています。 

  

■末期がん患者だからこそ「おいしいスープ」を 

ＮＨＫテレビが「いのちのスープ」を取り上げていました。大津市民病院の緩和

ケア病棟で、末期ガン患者のためにこのスープが提供されています。開発したのは、

料理研究家の辰巳芳子さん。「末期」ともなると、もはや「食事」などには関心を

持たなくなります。いかにして延命を図るか、痛みをどれだけやわらげることがで

きるか、に関心が集中するのです。 

 しかし、それは医療を提供する側のことであって、患者一人ひとりは生きている

以上、「食べる」ことへの関心は残っています。というよりは、ここまでくると、「お

いしい食事をしたい」ということへの関心はより高まるのです。それだけが楽しみ

という人もいます。しかし、固形物はだんだん受けつけなくなります。残るはスー

プです。ならば、この「スープ」の内容をより豊かにすればいいのではないかと辰

巳さんは考えました。「スープは多種類のものが渾然一体となり、最も効率的に必

要なものを与えられる」と彼女は言うのです。 

テレビに登場した末期患者が、スープを一口、口に入れたとたん、「これはおいし

い！」と叫んだのが印象的でした。「次はどんなスープが出るか、また楽しみが増

えましたよ」と、表情も明るい。緩和ケア部長の津田真さんが「スープが気持ちを

豊かにしてくれて、元気や希望をもたらしてくれる」と言っていましたが、だから

「食の福祉
、、

」と言うのでしょう。末期患者なりに

豊かな生を謳歌できる―それがスープによって可

能となったのです。 

 

 

「医療食」と言うと、「おいしさ」はともかく、と
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にかく医療的に効果のあるものをと考えがちですが、しかし、患者だって生きてい

る限り豊かに生きたい。彼らにこそ「豊かな食生活」をと、料理のプロ中のプロが

腕によりをかけて開発した「いのちのスープ」―福祉の本当のあり方を示唆してく

れているのではないでしょうか。 

 

⑴今「食」を求めている人たち 

 どんな時代にも、その時代に求められる食のニーズがあるものですが、こう考え

てみたらいいでしょう。食生活が貧しくなりがちな人はだれか？ 一人暮らし男性

（独身、または妻に先立たれたり離婚した高齢者）、単身赴任族、一人暮らし学生。

忙しいＯＬだって、一人暮らしなら食事に構っていられないというケースもあるし、

親を介護中の主婦も、食事作りにまで手が回らないことがあります。共稼ぎ夫婦の

場合、子どもの弁当を作ってあげられないケースも少なくありません。超高齢にな

ると、だんだん食事作りがおっくうになります。 

 こうしたニーズに応えた活動が、ていねいに事例を探してみると、見つかるもの

です。変わりダネといえば、神戸市で見つけた事例は、一人暮らしの女性が毎日、

何合分かのご飯を炊き、セールスマンなどが来ると「上がっていきな！」と食べさ

せるというものです。たしかに、彼らは一日中歩き回っていて、食生活が充足して

いないようです。 

 群馬県のある店主は、認知症の女性が毎日のように訪れ、半日ほど過ごしていく

ので、弁当を作ってあげていました（右の写真右端）。 
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東京・府中市の島

村八重子さんは、

姑を介護中、自分

のニーズを「八重

子の新聞」で知人

に発信していまし

たが、そこで「介

護で忙しくて夕飯

を満足に作れな

い」とこぼしたら、

「私が作ってあげる」と知人が押しかけてきたといいます。 

 そういえば、東京・西東京市の老人ホームでボランティアをしているＯ子さんは、

「入所待機者」のために、毎週土曜日におかずを作って届けていました。このよう

に、穴場はまだいろいろあるのでないでしょうか。 

 高知県室戸市の平井律子さんは、隣町で一人暮らしの母親を、妹と交代で訪問し

ていますが、その際必ず向こう三軒両隣の方々に挨拶に寄り、見守りのお願いとお

礼をしています。その１人（前頁左の写真の左側。右側が平井さん）は毎日のよう

に平井さんの母に手造りの餃子を届けていることが分かりました。 

じつは地域ではこういう「おすそわけ」が多種多様な形で行われています。上の

マップを見ても、多くの人が隣人と「おすそわけ」をし合っています。それも、ほ

とんどの場合、一方的なものではなくて双方向なのです。この中には、毎日、それ

こそフルコース並みの食事を隣の一人暮らしの男性に届けている女性もいました。 

先日、和歌山県白浜市のボランティア講座に参加した女性、５０名ほどに、どん

な地域活動をしているか、特にご近所単位ではどんな活動をしているかを聞いたと

ころ、４人に１人が｢おすそわけ｣をしていることが分かりました。 

 

⑵｢豊かな食事｣へのニーズ 

 ただ食べるための食事を作ってあげるという「活動」だけでなく、当事者の「豊

かな食事」のための各種サービスをするという分野も多岐にわたっています。後の
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図をご覧ください。例えば、一人暮らし高齢者にとっては「たった一人で食べる」

ということが問題です。そこで食事サービスボランティアグループに小学生を加え、

彼らに「食欲増進ボランティア」になってもらっている事例がありました。各高齢

者宅に、小学生１人と弁当２食を置いていき、食べ終わった後、弁当のケースと小

学生を「拾って」まわるのです。 

ただ食べるのでなく、自分で調理したいというニーズもあります。そこで一人暮

らし高齢者に家庭菜園をすすめているグループもありました。たった一畝で十分。

トマト、小松菜、きゅうり、なす。自分で丹精した作物を使ったおかずで、食も進

むというわけです。重度障害の女性（家の中では、這っている）のために、ご近所

の人が家庭菜園に手すりをつけてあげたという事例もあります。自分の買い物に行

くついでに、重い大根や人参などを買ってきてあげるというのも、食のボランティ

アの一つになります。 

 自分で作ったものをただ自分で食するだけでなく、誰かにごちそうしたいという

ニーズもあります。ある病院では、末期ガン患者の女性が、死ぬ前にもう一度家族

に料理を作ってあげたいという願いを聞き届けて、院内の調理室でシャブシャブパ

ーティーを開きました（下の写真）。都内のある女性は、一人暮らし高齢者宅を訪

問すると、きまって「食事をしていきなさい」と言われるので、それに甘えること

にしました。食べ終わって「おいしかった！」と言うと、相手は本当に嬉しそうな

顔をするのです。そうやって、何軒かでご馳走になっています。「ごちそうになり

ボランティア」です。 
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｢豊かな食｣へのニーズをリストアップしてみたら、このように８項目ありました。

重要なのは、例えば｢一流料理｣を求めているのは、一般の人たちだけではありませ

ん。むしろ入院患者、しかも末期状態にある人ほど、そういう料理を求めていると

いう点が重要です。ただの病院食は食べられないけれど、一流シェフの作った物な

ら食欲が出てくるかもしれないのです。「食を求めている人たち｣と｢豊かな食のニ

ーズ｣を合体させてみるといいでしょう。子どもの頃から一流料理を味わう習慣が

できれば、大人になっていつもファーストフードで間に合わせてしまうサラリーマ

ンにはならないかもしれません。 

ただ団らんがあるというだけでなく、その人の食の環境を整えてあげるというの

も活動になります。茨城県のＯ子さんは一人暮らし高齢者宅に配食をしていて、特

に男性宅が殺風景だと気付き、公民館の菊作りグループに相談を持ちかけました。

７０人分の菊を作ってもらって届けたら喜ばれましたが、「花を挿す花瓶がない」

と言うので、今度は陶芸グループに花瓶を作ってもらいました。 

 柏崎市で見つけた「おしんこおばさん」は、あちこちの畑で取り残した野菜をも

らい受けて、すべてをおしんこにします。彼女の家には、何種類ものおしんこを蓄

蔵する倉庫があります。そうやってできたものを、市内の集会に持って行くのです。

集会を開いている人たちも、彼女がおしんこを持ってくることを見込んで計画を立

誰かと一緒に 

栄養バランス 

誰かにごちそうしたい 誰かに教えたい 

自分で調理を 

食材作りから 一流料理を 

安全な食材を 

「豊かな食」 

へのニーズ 
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てていました。おしんこなら、あらゆるイベント、集会、サロンで「大歓迎」でし

ょう。そこにも食のニーズがありました。 

  

⑶さまざまな｢食｣のニーズが… 

 今、一人暮らし高齢者への食事サービスや食事会の開催が、多くの市町村で行わ

れていますが、意外にも｢ただ食事を提供する｣という形が続いています。食事のニ

ーズももちろんありますが、それだけでなく付随的なニーズも当事者は持っている

はずです。それにも目を向ける必要があります。まずは食事に関するニーズを整理

してみましょう。当然、前章の｢豊かな食のニーズ｣と重なる面もあります。 

 １つは、一人暮らしの場合、一人分の総菜を提供してくれれば助かります。食材

宅配業者が一人暮らしの障害者宅を訪れる時は、ついでに調理もしてあげていると

いうことを聞きました。また先程紹介したように、自分で食べる野菜は自分で作り

たいという要介護の一人暮らし高齢者のために、ご近所の人たちが畑に手すりを付

けてあげたという事例もあります。 

 千葉県のある地区ではボランティアたちが、手持無沙汰の一人暮らし高齢者のた

めに、企業から工場の空き地を借り受け、いわゆる「ひと坪」家庭菜園を提供しま

した。ひと坪なら高齢でも耕作できるし、ナスもキュウリも一本で十分。毎朝味噌

汁の具を取りに来るのが楽しみになったといいます。これもまた食事サービスなの

ですね。 

 ８０代の一人暮らしの男性に食事を届けようとしたら「いらない」という。食事

ぐらい自分で作りたいというのです。ではどうやって自分の食事を作っているのか

調べてみたら、台所には鍋一つしかない。つまり食器がないのです。これはどうい

うことなのか。要するに、鍋で煮て、鍋で食べていたのです。これでお分かりだと

思いますが、彼は食事は自分で作りたいのだけど、後片付けが苦手らしいのです。

ならば後片付けボランティアが出動してあげれば受け入れるかもしれません。 

 と言うように、一口に食事のニーズと言っても、一人ひとりで微妙に異なるので

す。その違いにまで踏み込んでサービスを組み立てれば、もっと喜ばれるはずなの

です。 

 その他にも、「自分で調理をしたいのだけど、大根などの重いものを買ってくる
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のが大変」だとか、「台所が調理に向いていないので修理してもらえないか」、「エ

プロンに火が付いたら怖い、火がついても燃えないエプロンはないか」「長い間一

人暮らしなので、自分の食事が栄養的にみて問題ないのか点検してほしい｣｢新しい

料理を教えてほしい｣など様々なニーズがあるのです。 

 

 ⑷ついでに福祉ニーズの発掘も 

 ここまでは食事関連の福祉ニーズへの対応ですが、どうせ食事を提供するのなら、

例えばついでにその人の安否を確認するなどの付随的なサービスをしてもいいは

ずです。今は食事サービスはそうした付随的なニーズに対応するためのものだとさ

え理解されるようになりました。 

 では付随的なサービスとはどんなものなのか。一人暮らし高齢者を招いて食事会

を開くことを考えてみましょう。そこでメンバーたちがやっていることは何か。❶

まずはその人の健康状態の観察・確認です。わずか月に一回の開催でも、その一月

の間にどのような生活をしてきたのか、健康状態に異変が生じていないのか確認す

ることができます。ついでに彼等の食生活を聞き出して、偏った食事をしていない

か、健康に悪い食べ方をしていないか確認することも必要になります。 

 また❷一人暮らしの人たちに欠けているのはふれあいです。誰とも話すことがな

くなると、声さえ出なくなるとも聞きます。ふれあいが苦手と言う人もいるでしょ

うが、最低限のふれあいは必要です。そして❸介護予防にも取り組まねばなりませ

ん。各自がどのような介護予防努力をしているのかを丁寧に聴取した上で、その人

なりの介護予防プランを考えてあげるのもいいでしょう。 

 

 

 

 

 

  

 

❹食事会に顔を出したついでに、本人が日ごろ悩んでいること、困っていること

豊かな生活作り 

健康状態の観察 

ふれあい 

介護予防 

ニーズ発掘 

福祉情報の提供 
食活動の 

もう一つの目的 
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を打ち明けるかもしれません。食事会の場を通して一人ひとりの福祉ニーズを掘り

起こすのも大事な活動の一つです。 

横浜市の会食ボランティアの一人が、これに本格的に取り組んでいました。その

人は食事会の席でたまたま隣り合った一人暮らし高齢者の声に丁寧に耳を傾け、発

信された福祉ニーズをいくつかに振り分けます。自分で対応してあげられるものと、

その人のご近所の人にやってもらうもの、自分の所属グループで対応できるもの、

他のボランティアグループにお願いした方がいいものと。その上でご近所の人やグ

ループのメンバー、それに他のボランティアグループに提示していくのです。ここ

まで本格的に取り組めば、食事会そのものが地域福祉活動になっていきます。 

 前述の茨城県のＯ子さんも、食事サービスを通して、対象者の他のニーズを本格

的に掘り起こし、それを地域資源を活用して解決していました。町の配食ボランテ

ィアの公募に応募したものの、参加者は自分１人。これではとても７０食は作れな

いと、仲間探しを始めました。たまたま公民館で婦人学級生を募集していたのでこ

れにも応募。学級が終わって、これから何をしようかとなって｢配食ボランティア

をしない？｣と提案。｢クッキング・ボランティア｣というグループができました。

配食を始めてみたら、男性高齢者の家の中が殺風景と気づいて、公民館を見渡した

ら菊づくりグループがありました。｢高齢者のために福助菊を｣を訴え、無事協力を

得ることができました。次は花瓶。これは陶芸グループにお願い。さらに寝たきり

の高齢者や障害者の作業所の方にも手を伸ばしました。 

 彼女はこう豪語します。｢公民館を活用すれば、私１人でなんでもできちゃう｣。

特定のサービスで固まってしまうのでなく、相手にあるはずの他のニーズも掘り起

こし、地域の資源を活用しながらこれに応えていくのです。こういうセンスが今、

ボランティアに求められています。 

 ❺普段一人暮らしをしていて、他の人とのお付き合いが少ないと、必要な福祉情

報を得にくくなります。そこで食事会の場では、最新の福祉情報を提供することも

できます。 

 ❻食事会に参加することで新しい趣味を獲得することもできるでしょう。今まで

やっていた趣味をさらに豊かにすることもできます。豊かな生活へさらに一歩を踏

み出せるのです。 


