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表紙の写真 英国ナショナル・トラスト　エメッツ・ガーデン（英国・ケント州）

エメッツ・ガーデンは、ロンドンから程近
いケント州の最も高い丘の上にあります。
周囲には英国ナショナル・トラストによって
守られている丘陵地が多くあり、素晴らし
い田園風景を一望することができます。こ
こはブルーベルの群生地としても有名
で、5月になると高台から臨む森林地帯が
青色の絨毯で覆われます。
この庭園は、19世紀後半に富豪フレデ

リック・ルボックが週末用の別荘として屋
敷と共に購入しましたが、その後 庭のみが
英国ナショナル・トラストに寄付されて現在

に至ります。造園家ウィリアム・ロビンソン
によって設計された庭は18世紀から流行
した風景式庭園ではなく、より自然な「ワイ
ルド・ガーデン」で、こうした造園思想を提
唱したロビンソンの考えは、美しい白樺林
やロックガーデン、草花の庭園などに存分
に反映されていると言えるでしょう。
この庭は、英国人作家フォースターの小

説を映画化した「眺めのいい部屋」（1985、
英国）のロケ地の1つに選ばれています。映
画では、20世紀初頭に英国の令嬢が旅先
のフィレンツェで情熱的なイタリア青年と

恋に落ち、婚約披露宴のシーンにエメッツ･
ガーデンが登場します。名匠ジェイムズ・ア
イヴォリーは英国を美しく描くことに長け
た監督です。是非一度、ご覧になってみて
はいかがでしょうか。

美しい自然や歴史的建造物を市民などの寄付によって買い取って守る活動はナショナル・トラストと呼ばれています。
その発祥は19世紀の英国で、同国内の数多くの土地・建物が英国ナショナル・トラストによって管理されています。

三井住友信託銀行は、環境金融の普及・
啓発活動を展開する一般社団法人 環境金
融研究機構（RIEF）が主催するサステナブ
ルファイナンス大賞において優秀賞を受賞
しました。
同賞の受賞は、ESG活動の一環である投

資先へのエンゲージメントを国内金融機関
として初めてグローバルベースで実践した
「国際規範・ルールに基づくグローバル・エ
ンゲージメント活動」が評価されたもので、
国内初の「ESGインテグレーション」の手法
開発が評価された昨年に続き２度目です。
具体的な活動例としては、パーム油生産

企業に対するエンゲージメント活動があり

ます。パーム油は、植物油など食品や化粧
品といった生活必需品の原料として広く利
用されており、熱帯雨林地域で栽培されて
いる「あぶらやし」から生産されています。
近年、健康食品ブームや新興国の経済発
展から、パーム油に対する需要が急増し、
あぶらやし農園拡大による熱帯雨林の違
法伐採や農園労働者の労働環境が問題と
なっています。当社では、農園を経営してい
る企業に対し、環境や労働環境を考慮に入
れた持続的な生産活動を行い、国際規範や
ルール抵触による企業活動への悪影響を
回避するよう求めています。
当社は、持続的社会の構築のためESG

（環境・社会・ガバナンス）課題を解決する
ことがお客さまの利益につながるものと考
えており、今後も投資先企業に対して積極
的に働きかけを行ってまいります。

CSR活動キラリ 2年連続でサステナブルファイナンス大賞 優秀賞を受賞しました！

いいね！エコリフォーム　窓から冷暖房効果が逃げていく！
冬は暖かく、夏は涼しい。そんな快適

な住まいの鍵を握っているのは、「窓」で
す。窓は住まいの中で最も熱の出入りが
大きい場所で、冬は室内の熱の48%が窓
から逃げていき、夏は外の熱の71%が窓
を通して入ってきます。これではいくら冷
暖房を付けてもエネルギーの無駄使いに
なってしまいます。
冬は分厚いカーテンに替えたり、夏は

よしずや緑のカーテンで日差しをカット
したりするのもアイディアですが、おす
すめは断熱性の高い窓への交換です。

窓枠はそのままに複層ガラスのサッシ
障子に交換する方法や、既存のサッシの
ままガラスのみ複層ガラスに交換する
方法、既存の窓に内窓を設置する方法
など、くらしや住まいに合った取り替え
方法が選べます。
断熱性の高い窓なら、冬の寒さや結露

対策になり、夏は日射熱を遮ることがで
きます。無理や我慢をしなくても快適に
過ごせて、家計にもエコにもうれしい効
果が期待できそうです。

監修：パナソニック リフォーム株式会社 出典：財団法人 省エネルギーセンター「快適！省エネライフ」より
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色とりどりの細く尖った広告紙には、セロハンテープがきつ
く巻かれています。角や尻尾を兼ね備えたこの生物はいった
い何なのでしょうか。
萩尾氏は、幼少期よりウルトラマンや仮面ライダーなどに出

てくる怪獣・怪人に興味がありました。当時は自宅の食卓に置
かれた濡れた台布巾で形を作っていましたが、その後、今のよ
うな創作を始めました。素材の紙にはこだわりがあり、小学校
から現在までの約25年の創作の中で、デパートの広告紙の硬
さや材質が一番良いと好んで使用しています。
創作は、映像や図鑑などを参考にアレンジし、どこにどのよ

うな色を配置するか考えながら折ったり巻いたりしていくうち
に強靭な骨や鋭利な爪が生え、怪獣へと成長していきます。
過去に創作した怪獣はもっと肉厚だったようですが、「細い方
がかっこいい」という彼なりの美意識から、年を重ねるごとに

シャープに進化しました。
萩尾氏にとっての創作は、自分が遊ぶための「おもちゃ作り」です。

それゆえ、その大きさは手で持って遊びやすい30cm程度で制作さ
れています。

中野支店はアール・ブリュットを応援しています！
愛成会は1958年の設立以来、施設入所支援をはじめ生活介護や就労継続支援、
相談支援などの事業を展開するほか、2011年からは障がい者の理解啓発と多様な
人々の社会参画を目的に、日本のアール・ブリュット作品を国内外に発信する活動に
力を入れています。
中野支店は地域の一員として、愛成会のアール・ブリュット啓発活動を応援しており、後
援や継続的なロビー展を通じて地域への情報発信のお手伝いをしています。

社会福祉法人 愛成会▶http://www.aisei.or.jp/
中野支店ブログ▶http://branchblog.smtb.jp/kanto/tokyo/nakano/

作者 萩尾 俊雄 Toshio HAGIO（1987年生まれ  福岡県在住）
無題 2014年

有料老人ホームのサービスには、どんなものがあるのでしょうか？
すべてのホームが、同じサービスを提供しているとは限りません。
ここでは、ホームの基本的なサービスと独自のサービスをご紹介するととも
にサービスで最も大切なものは何か皆さんと考えたいと思います。
第4回はベネッセスタイルケア グランダ初台ホーム長の磯野淳司様から
老人ホームのサービスについて解説いただきました。

老人ホームのサービスとは
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入社7年目。ホーム長として
東京都内世田谷区、目黒区の
ホーム運営を経て、お客様の入
居相談員として勤務。2017年
３月に渋谷区初台にオープン
するグランダ初台のホーム長。

介護と老人ホーム❹

有料老人ホームのサービスをまとめてみました。一覧にある
ようにホームのサービスは、大きく分けて介護、食事、生活、健
康管理、相談、アクティビティに分かれます。これまでの生活と
変わりなくお過ごしいただけるようにサービスが設計されてお
り、ホームにしかない設備やプログラムも利用することができ
ます。ただ、その中身はさまざまであり、料金体系やサービスス

タッフの配置などによって内容や手厚さも違ってきますので、
入居される方のお身体の状態だけでなく、ライフスタイルや立
地、価格、お支払方法、ご希望のサービスなどに合わせてホー
ムを選ぶことが大切です。各ホームのホームページやパンフ
レット等の資料、そして実際に見学し中身を確かめましょう。

サービスの種類と内容

当社でも、認知症の方が暮らしやすい取り組みの事例が、い
くつかのホームで報告されており、サービスの意識や内容も着
実に変わってきています。ホームの生活は、こういった新しい取
り組みにより明るい兆しも多く見え始めています。ただ一方で、
他人に任せる不安や心配の声も多くのご家族から聞かれます。
ホームにとって、本当に大切なサービスとは何かを考えるとき、

その答えは、やはり「人」にあるのではないかと思います。皆さ
んが、各ホームのサービスの中身を確かめる場合は、ぜひ、ホー
ムに足を運んでください。そこで、ホーム長をはじめサービスス
タッフの表情を見てください。また入居者の方の表情を見てい
ただければと思います。それぞれ表情（笑顔）の中にサービスの
本質（中身）があるのではないかと思います。

大切なサービスとは？

介護サービス
有料老人ホームでは、ホームの種類によって介護保険による
介護サービスの提供方法が異なります。「介護付有料老人ホー
ム」では、ホームに配置された介護・看護職員が介護保険上の
サービスを包括的に提供します。これに対して「住宅型有料老人
ホーム」では、外部の介護サービス事業者が、介護保険上の居宅
サービスを提供します。尚、介護保険上の居宅サービス等は、入
居者自身が自ら選ぶことができます。
例えば、訪問看護・デイサービスなど入居者自身が選択した個

別の介護サービスをそれぞれの事業者が提供します。
介護サービスについては、入居者のお身体の状態により、事前

に各ホームと内容を確認することが大切です。これまでのご生活
がどうだったのか？希望する介護サービスは何なのか？入居時の
生活プランなどで確かめる必要があります。特に食事、排せつ、
入浴などの日常の身体介護の方法は、今後のホームの生活でと
ても重要になりますのでホームとの事前確認や入居後の生活プ
ランで相互確認することが大切になります。

医療支援サービス
有料老人ホームは、外部の医療機関と連携して通院時や入院

時、また緊急時にスムーズに医療が受けられるようにさまざまな
手配を行います。
また、定期健康診断の手配や薬の管理なども行います。外部
の医療機関の協力内容によっては、医師の指示によりホームの
看護職員が医療行為を行うこともあります。
入居前の健康診断書や事前のアセスメントにより、お身体の状

況を細かく確認し医療的ケアの内容が決定されます。たん吸引
やインシュリン投与、経管栄養（胃ろう）、認知症予防プログラム
の実践など医療的ケアをサービスとして提供しているホームも
あります。ホームによって異なりますが、地域の医療機関と提携
し、往診や定期健診なども提供されています。事前にお身体の状
態に合わせた確認をしていただきたいと思います。
また、現在治療中の病院への通院やかかりつけのお医者様の
個別往診もほとんどのホームで可能となっています。

有料老人ホームにおける介護・医療支援サービス

最近では、各ホームが独自のサービスを行う事も珍しくなく
なってきました。産地直送などの食材にこだわった特別食を提
供するホームや、リハビリ室などを設けて健康促進に力を入れ
るホーム、庭や屋上で植物の栽培をするホームなど、施設での
生活もたいへん豊かになってきています。私がホーム長を務める

「グランダ初台」（2017年3月オープン）では、独自のサービス
として、ホーム1階の共用スペースに、カフェラウンジ、ライブラ
リー（図書）コーナー、そしてシアタールームを設け、入居者の方
のくつろぎのひとときを提供してまいります。

ホーム独自のサービス

フロントサービス（来客者の受付）
家事サービス（居室の清掃・洗濯など）
代行サービス（買い物・行政手続き）

不在時の居室管理
安否確認

生活
介護のサービス

食事の提供

特別食の提供

治療食の提供

介護食の提供

食事のサービス
身体介護（食事・排泄・入浴・身だしなみ）

家事サービス（居室の清掃・洗濯など）

入退院時及び通院の付き添い

機能訓練

介護のサービス

健康相談

服薬管理

医療機関との
連携・緊急時の連絡

健康
管理のサービス

日常の生活相談全般

生活
相談のサービス

コーラスやカラオケ

アクティビティ
お誕生会や日帰り旅行
季節のイベント
料理、園芸
絵画、書道

食材にこだわったバランスの良い食事 マシンを使った筋力トレーニング 趣味を活かしたガーデニング 玄関奥に広がるカフェラウンジ


