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福祉農業

園芸を用いた QOLの向上および

りは・くにくさ"の活動の紹介

織田裕美*
〔キーワード):QOL(生活の質)，園芸療法，リハ
ビリ，

レイズドベッド，家族 との

つながり，チームアブ ローチ
はじめに
平成 5年 9月に，広島市東部に社会福祉法人あと

療法を実施している. 園芸療法はリハビリの 一環と
して行っているもので，介護スタッフやりハピリス
タッフなど多職種で情 報を共有し個人個人に 合っ
たプログラムを設定し 活動を行っている.自 然豊か
な場所に施設があるこ とを生かして，五感を 使って
季節を感じてもらうよ うにしている.外に出 ること

9年が経過し，当法人
会が設立された.設立 から 1
は広島市内全域にわた って事業を展開してい る.法

が少なくなると，時間 の感覚が鈍くなり季節 の移ろ

人の本部がある安芸区 阿戸町は広島市の郊外 に位

園芸療法のフ。ログラムには，季節や行事に合わせ

置し緑豊かな山々や田 園に固まれ，春はさく ら，夏
はホタル，秋は紅葉，冬は雪景色など四季折々の自

た内容を積極的に取り 入れ，気候がいい時に はテラ
スに出る機会を設ける ようにしている.春は 施設近

いを感じにくくなる.

然を肌で感じながら過 ごすことができる素晴 らし

くの川土手まで散歩を 兼ねてさくらのお花見 に出

い環境に恵まれている .当法人では法人理念 として

かけた.

よ
ゆたかさ Jr
Yのこころ」を掲げ「やすらぎ Jr
3
r
ろこびj をもって生活していた だけるように日々努
めている.常に高齢者の視点で接し，よりよいケア
を実現するための取り組みを続けている.私があと
0年目を迎えよう
会で園芸療法を始めて ，今年で 1
としている.園芸療法という言葉は世間一般で広く
0年間多くの
知られている言葉では ないが，私が 1

外の風が気持ちいい， 空がこんなにきれ

いな色をしているなん て…"と施設の中では 見たこ
とのないようないい表情で楽しまれていた.私たち
にとって外の空気に触 れることはごく当たり 前の
ことであるが，心身に疾患があり思う時に外に出ら
れない方も多く，ご利 用者にとっては風に触 れるだ
けでも新鮮なことのよ うである.片道徒歩 5分の道
のりではあるが 1人 1人のご利用者と会話を 楽し

方に園芸療法を実施した経験から，閏芸を行うこと
で得られる効果は，精 神面，身体面など多岐 にわた

みながら行くにはちょ うどいい距離である.

e:生活の
f
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Q
る.介護の現場では QOL(
質)について問われる ことも多い.経験から 感じた

いな花を毎年咲かせ続 けている.施設からも 花を見
ることができるが，実 際に木のそばで見たい と言わ

ことだが，園芸がこの

QOLの向上に一役買ってい
ると言っても過言では ない.園芸活動が QOLの向

れる方が多く，満開の ころとなるとスタッフ が利用
者と木の下で、記念写 真を撮っている姿をよ く見か

上をもたらすことにつ いて，閏芸療法士の視 点で話

ける.見事なさくらの下では会話することも忘れ，
見入ってしまうことが 多い.しばし時を忘れ てゆっ

していきたいと思う.

施設近くの桜は，半世 紀以上前からこの地で きれ

くりとした時間を過ごした.いつもは痛みがひどく
ベッド上で過ごす時聞 が多い方でも，少し気 分が変

りは・くにくさ"での活動紹介

りは・くにくさ"はあり，ここを拠点とし

わると痛みを訴えるこ とが少なくなる方もい る.好
きなこと，楽しいこと をしているときには痛 みを忘

て 7事業所をまわり園芸療 法を行っている.老人 保
健施設は，病院と自宅 との中間施設と言われ ，在宅

れている方も多い.実 際に，リワマチで痛み の強い
方が園芸活動に参加さ れていたが，作業を行 ってい

復帰を目標にしてリハ ビリを行う施設である .定員
は 80 名で要介護度 1~5 の方が生活されている.そ

るときは痛みを忘れる ことができたと言われ る.園
芸活動には機能の向上 だけではなく，精神面 への働

5名程度の方に園芸
の中でも園芸に興味の ある方 1

きかけが期待できるのではなし、かと思う.

あと会本部のある広島 市安芸区阿戸町に
健施設
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りは・くにくさ"での活動は利

用者のニーズやレベルが異なるため，個別・集団の

て行っていきたいと思う.
活動の様子は写真に撮り，活動ごとに 園芸新聞"

活動を実施している.ご利用者の中にも活動は定着

を作成しエレベーター内や共有 のスペースに掲示

し，作業時間になると支度をして活動場所に集まっ
てくれる方も多い.月に数回の活動ではあるが ，継

してい る.参加された方だけではなく ，入所されて
いるご利用者やご家族の方にも 活動の様子を伝え

続して行うことで園芸活動が楽 しみの lつとなり，

られるようにしている.活動を始めた当初から新聞

作品ができるたびに思い出がまた lつ増えたと喜ば

7号固となる .作業に夢中になっ
0月で 9
を発行し 1

れる.活動の中で5作った作品を部屋に飾ることで，

ている表情はとても魅力的である .ご利用者のほと

他 ご利用者やスタッフや面会に来 られたご家族に

んどが撮られていることに気づ かれないことが多

見てもらうことができる.作品を介して会話が増え
他者との交流が以前よりも盛んにな った方もいる .

い.掲示 してある新聞を見ながら こんな写真いつ
撮ったのつ恥ずかしいわね"など言われているが新

誰かに作品を見せ すごいですね，上手ですね"と

聞に写っている写真をご覧にな っている表情は嬉

声をかけてもらうことで， 今度はもっといいもの
自分でもまだできるんだ"というよ
げ
を作りた し

しそ うである.

うな意欲や自信が生まれてくる.
私が園芸活動を行っている老人保健施設では，活

あるご家族の方からこんなコメ ントをいただい
た. 新聞に載っていた母の笑顔が本当に素敵でそ
の時の写真があれば譲ってほしい ・"と言われた.

. 説明理
3

すぐにお渡しすると， 普，母は写真が嫌いだ、った

6.身体持久

のでほとんど写真がなく ，こんないい笑顔で、写って

の 6項目を 4段階で評価し， その方にあった関わり

い る写真を いただけるなんて・ぃ大切に飾 らせ ても

普段の生活ではハ

らいます"と笑顔で話され写真を見ながら何度も何

サミを使うことがなし、から物づくりの作業に参加

度もお礼を言われた.園芸新聞の発行を楽しみにさ

してもできないでしょう・・・"という方でも個別で
ゆっく り関われば，私たちが想像 している以上にで

れているのは活動に参加された ご利用者だけでは
なく ，ご家族の方の中にも隠れファンの方がいるよ

きることはたくさんある.認知症になったから，高

うに感じる.このような取り組みを続けながらご利

齢になったからできなくなった という思い込みで

用者， ご家族，スタッフの関係がさらによくなり ，

接するのではなく ，個人個人の持っている能力を見

不安な思いや要望などが話しや すい環境になるよ

つけできるだけ維持していける ような働きかけを

うに園芸活動を役立てていきたいと思う.

. 参加意欲
動ごとに， 1
解

. 道具の使用
4

. 興味関心
2

5.花への関心

を持てるように検討している

行うことも活動の目的である.園芸活動を通してそ
の人らしい生き方を見つけてい けるように様々な
アプローチを今後も多職種で相 談しながら継続し

園芸を用いた QOLの向上
0年が経過したデイサー
私が園芸療法を始めて 1
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ビスとデイケアの通所から活動をスタートし，現在

も見られ他者との交流もより一層深まった.押し花

3ヶ所)，
2ヶ所)，デイサービス (
では老人保健施設 (
1ヶ所)の全 7
デイケア(lヶ所)クやルーフ。ホーム (

作りを継続して行なうことで，押し花を上手に作れ
るようになり，また，様々な作品作りに取り組むこ

事業所で、活動を行っている.活動内容もそれぞれの

とで作品にアレンジが加えられ創造性が豊かに

事業所の特色を生かしたプログ ラムを実施してい

なったように感じる.作品が出来上がるごとに，気

る.春は，花や野菜の種まきや植え付け，夏は押し

持ちが前向きになり表情も明るくなっていった.こ

花を使った葉書きゃうちわ作り，秋は野菜の収穫や

れまで趣味らしい趣味などなか ったと言われてい

押し花作り，冬はクリスマスやお正月に関連したク

たが，園芸活動に参加するようになり

趣味ができ

ラフト制作を行っている.気候や季節の行事に合わ

た，花を見る目が変わり気持ちが穏やかになった"

せた活動を積極的に取り入れるようにし，ご利用者

と言われるようになった.生涯現役とし、う言葉があ

に常に季節の変化を意識しても らうようにしてい

0歳を超えた現在でも自分で花を摘み，
るように 9
押し花にして作品作りを生きがし、とされている.活

る.
植物の種蒔きや芽を出すことの喜びゃ感動は，植

動を通じて，利用者の園芸に対する興味・関心はさ

物への関心だけではなく注意力 を増すことにつな

らに深まり，普段，聞くことのなかった思い出話や

がる.手入れをしてきれいな花が咲けば喜び，達成

見ることのない笑顔にたくさん触れることできた.

感や満足感を味わい自信へとつながる.自分にもで

入所しているあるご利用者は，植物を育てるよう

きるという思いは，自分の存在価値を見出し，働き

になり部屋に誘いに行く前に作 業のできる服に着

がい，生きがいを感じさらに活動への意欲を深める.

替え，プランターのある場所まで来てくれるように

園芸作業は，指先の小さな作業から畑を耕したりす

なった.植物に水をあげること，成長を確かめるこ

るといった全身を使う作業まで幅が広く，やりたい

とをとても楽しみにしている.植物を育てることで

という気持ちがあれば誰でも取 り組むことができ

水やりに対する責任感が生まれた.植物と触れ合っ

る.

ているときの表情は穏やかで，花が咲いた，実がつ

活動を実施したことで感じることは，継続して作

いたなどなにか変化があったと きにはすぐに私の

業に参加することで身体面の変 化だけではなく精

ところに報告に来てくれる.

神面においてさまざまな変化が見られ，参加された

当施設に入所する前は，経管栄養(胃に直接栄養
を入れる)だ、ったため，口から食べる楽しみがもて

方の QOLが向上したことである.今回はその中で
も特に変化の感じられたご利用 者を取り上げて話

ず，表情も険しかったとご家族の方は言われる.高

をしていきたいと思う.通所サービスを利用してい

齢者専用賃貸住宅に入居される ころには状態も安

るある方は，園芸療法に参加するようになり，自宅

定し口から食べることができる ようになっていた

でも自主的に押し花やドライフ ラワ一作りをする

が，食の好みが激しく食べる量も少なかった.当施

押し花の色がきれいに出
ようになった.当初は， I

設に入所されてしばらく経ったころ，食の楽しみを

ない j などの失敗もあったが，色々な花の押し花を

見つけてもらうために本人と相談し，キュウリとナ

作っているうちにどの花が押し 花に向いているか

スとトマトを育てて収穫した野 菜を食べる!とい

分かるようになってきた.また，自分で、作った押し

う計画を立てた.若かりしころ，農業をされていた

花を作品に使うことで作品作り に対する気持ちに

経験があり，またここで野菜作りが行えることを喜

も変化が感じられるようになり，作品にも一段とこ

ばれた.プランターでの栽培で、あったため，たくさ

だわりがでてきた.活動への参加が増えるごとに作

んの収穫量は望めないのではという声もあったが，

られる作品の内容にも変化が見 られるようになっ

30cm近くにもなる大きなキュウリをたくさん収穫

てきた.活動を始めた当初は，ハガキやしおり等の

することができた.農業の視点 からすれば大きな

小さい作品が多かったが，押し花の扱いに慣れてき

きゅうりは規格外だが，ご利用者の要望により大き

たころからは，色紙に押し花を貼り付け風景画を作

いキュウリを育てることになった.収穫したキュウ

るような大作にも挑戦されるようになった.

リは漬物にしたり味噌をつけて 食べたりして本人

持参した押し花を周りの人に分 けるという場面

だけではなく他のご利用者，スタッフも一緒に収穫
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の喜びを味わった.また，面会に来られた娘さんに

を作ることで自分の思いを表現することが可能と

ご自分で収穫した野菜をプレゼントされることも

なる .闘芸活動に参加された多くの方が，活動に参

あった.

母 の笑顔が見られるように
ここでまた I

なってよかった"とご家族の方も喜ばれていた.園

加するようになり

自分の考え方が変わった"と話

される.自分自身の考え方が変わったことで家族と

芸活動を始めたころは，車いすで過ごされていたが

の関係にも変化が見られ，作業の途中にご家族との

状態が徐々に安定しシルバーカーで歩行できるま

楽しいエピソードを聞くことが多くなった.園芸活

でになり，収穫するころには杖歩行にまで回復した.

動で、作った作品がきっかけとなり ，そこから家族で

活動を行ったことが精神面だけではなく身体面に

会話をすることが増えたと言われる方もいる.家族

日
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も影響を及ぼし ADL (

で一緒に住んでいる方も多くいるが，五いの生活リ

常生活動作)の向上とともに QOLも向上したと考

ズムが異なるため，皆が集まって会話をする機会は

えられる .

減っているという .しかし，何かきっかけがあれば

年齢を重ねてくると， 自分のことができなくな

家族は集まり会話をする .園芸活動が終わると多く

る" 周りに迷惑をかけたくない"などの不安な思

の方が， 家に帰ったらこの作品を家族に見せよう

いを訴えられる方が多い.このような思いからやり

と思う"と笑顔で言われる.

たいことも 諦めざるを得なしい'という方もいる.

園芸活動を通して作品を作るようになり，性格が

園芸活動を行うことで，忘れかけていた自信や生き

どんどん前向きになり，施設内の様々な活動に積極

ることへの喜びを思い起こすことができる.植物を

的に参加されるよ うになった方がいるので紹介し

育てることで未来への期待を持つことができ，作品

たいと思う.

け
つ
え
直
j
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種まき

トマ トの収穫

キュウリの収穫
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何もできない"

かのようにも見える. 誰かに必要とされる"この

などネガティブなコメントが多く，お好み焼屋の匝

思いが人を強くする.誰かのために頑張ろうという

主をしていたころの活気は消えてしまっていた.病

思いはどの年代であっても持ち 続けていきたいも

気や怪我が続いたことで歩くこ ともできなくなり

のだと思う.新作のシュシュができるとスタップの

体重も 20kg以上減少した.生活のすべてにおいて
介助が必要な状態であった.ご家族から 園芸が好

ところに持って来られ つけて見せて"と言われる.
私の所属しているリハビリ課には女性スタップが 3

きだ、った"という情報があり，活動への参加の声か

名いるが，皆，その方の作られた髪飾りをつけて住

けを行っていたが，最初の数ヶ月は できなし、"と

事をしている.他のご利用者からも

拒否的で、あった.最初は拒まれていたが，継続的な
声かけを続けていると徐々に園 芸活動への参加時

らしくていいね"と評判もいい.エコたわしなども
掃除のときに使ってちょうだい"と，たくさん

聞が延び，自発的に活動に参加されるようになった.

作って提供してくれた.ご利用者が始めた編み物が

入所された当初は体調がすぐれず

園芸活動に継続して参加される ようになったこ

華やかで女性

私たちの仕事の中で、も大いに役に立っている.

ろ，スタッフとの会話のなかで仕事をされていたこ

この方は，趣味ができたことで今まで以上に園芸

ろ編み物をしていた経験があったが，病気になって

活動に積極的に参加されるようになった.園芸担当

以降は気分も落ち込み編もうと いう気持ちになら

のスタッフが不在の時でも他の スタッフに声をか

なかったと言われていた.施設での生活にも慣れて
きたころ， 何かすることはない?"とリハビリ室

け，水ゃりゃ花摘み，押し花作り，野菜の収穫など

に訪ねて来られた.このころには，毎朝一番にリハ
ビリに来られ園芸活動にも毎回 休むことなく参加

んの花を育てており，花に水をあげたり枯れた花を
摘み取ったり種を取ったりする 作業が日課となっ

されるようになっていた.スタッフとの信頼関係も

ている.花は愛情をかけた分だけしっかりと答え，

築けていたので，以前ゃったことがある編み物に再

きれいな花を咲かせてくれる.この方のお部屋は 1

挑戦してみてはどうですか?と提案してみた.する

年中色々な花が咲いており，訪室したスタッフも皆，

と，最初は できるかね…"と少し不安そうな思い

足を止めて花を見ていくことが多い.花のある空間

を話されていたが，いざ作業を始めてみると編んで

はご利用者だけではなくスタッ フにとっても癒し

いたころの感覚を思い出しあっ という問にマフ

の空間になっている.

ラーができあがった.手先の器用な方で，カーディ

を率先して行ってくれる.ご自分の居室でもたくさ

この方が行っている花の栽培が きっかけとなっ

ガンのような上着であれば 2日で完成させてしまう.

て他ご利用者やスタッフの花へ の意識に変化が見

編み物を始めたころ，スタッフの聞で髪を束ねる
シュシュ"が流行っていた.それを見て 私も作っ

られるようになった.心温まるエピソードがいくつ
かあるので紹介していきたいと思う.

てみたし、"と言われ，スタッフから、ンュシュを借り

あるスタッフは，ご利用者の部屋できれいに咲い

じっくり観察してオリジナルの アレンジを加えな

ている花を見ていたら，自分でも花を育ててみたい

がら作られるようになった.時期によって毛糸の素

という気持ちになったという. 日々，花の手入れ

材を変えたり色を変えたりして，これまでに百個以

などできないぐらいに家事に追われていたが，今年

上の、ンュシュを作られた.作ることが楽しく，人に
プレゼントして喜んで、もらえることが自分にとっ

は花の手入れをしてみょうかと思う"と言われた.
またあるご利用者は，部屋に遊び、に行った際たく

ての喜びだと話される.遠方に娘さんとお孫さんが

さんの植物があることに驚き自 分も育ててみたい

住んでおり，出来上がった作品を定期的に送ってい

という気持ちが生まれた.欲しかった苗はたくさん

こんな感じのものを

あったわけではないが また育てればいいことだか

作ってほしし、"と言われると俄然やる気がでるよう

ら"と言われ，苗を分け小さな鉢に植え替えて遊び

で寝る問も惜しんで，本を参考に試行錯誤しながら
一生懸命に編んでいる姿を見かける. 娘が待って

に来た方にプレゼントされていた.ご利用者の部屋

いるから早く仕上げて送ってあげないといけない"

見かけることができる.たくさんの方に植物を育て

と作ることが自分の役割で，生きがし、になっている

る楽しみや感動を味わってもら いたいとその方は

る.娘さんやお孫さんから

を訪室すると，この方の育てた花をあちらこちらで
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話される.

とデイサービスの利用者から相談を受けた.デイ

植物を介してできたつながりは，枯れることなく
今もつづいている.

サービスで種を蒔き，ある程度の大きさになったも

元気になれば昔住んでいた家

のを持ち帰り自宅のプランターに植え替え育てて

に戻ってたくさんの花を育てたい"これが夢だと話

もらった.その方は肝臓が悪く，いつ入院となるか

される.精神面が落ち着いたことで周りに目が向け

わからない状態で、あったが，家族の助けをもらいな

られるようになり，趣味活動の幅を広げることがで

がら，花が咲くころまで順調に自宅で生活しデイ

き以前よりも気持ちが前向きになった.体重も順調

サービスを利用していた.収穫までもう少しですね

に戻り，自分でできることが増え，現在では生活の

・・そう話していた矢先，体調が悪くなり入院され，

ほとんどを見守りから一部介助でできるように

そのまま帰らぬ人となった.それからしばらくして

なった.調子が良くなったころから病気をする前ま

息子様が施設に訪ねて来られ，その手には新聞紙に

でされていた

お好み焼屋"の話もされるように

くるまれたインゲンマメがあった.それは，私が今

なった.仕事をされていた時は大変だ、ったけれど一

まで見たことがないぐらい青々として太くて立派

番輝いていた時期のようで思い出話をされている

なものであった.

ときの表情は生き生きしている.当施設に入所し少

とあなたに持っていったと思う.だから受け取って

もし，母が生きていたら，きっ

しずつ以前の明るさを取り戻していったと家族の

ください"と息子様は話された.ちゃんと収穫でき

方は話される.今では毎日この方の笑い声がリハビ

たかなっと心血はしていたが，それ以上は知ること

リ室の中で聞こえる.その方の笑い声と笑顔に多く

ができなったため，息子様の温かい気持ちに私は胸

の方が元気をもらっている.在宅に戻れるようにな

がいっぱいになった.その方が亡くなられ，私自身

るまでにはもう少しリハビリを重ねていかなけれ

がショックを受けていたときにいただいた天国か

ばならないため，これらの趣味を持ち続けてもらい

らのプレゼントは，今でも私の心の中に輝き続け悲

ながら運動リハビリへの意欲もさらに高めてもら

しみを癒してくれた.園芸療法をする側がいつの聞

いたいと思う.これらの事例は，ほんの一部に過ぎ

にかされる側になることもある.

ないが園芸活動を行うことで QOLによい影響を及

ある方は，ご夫婦で入所されていて，奥様が園芸

ぼすことはわかってもらえたのではないかと思う.

活動に熱心に参加し毎日プランターの花に水をあ

最初にも述べたように，老人保健施設は病院と自

げ，きれいな花を咲かせてくれていた.ある日ご夫

宅との中間施設である.自宅へ戻られることを最終

婦で会話をしている時，突然奥様の容体が悪くなり

目標にし，戻ったあとも引き続き行える趣味活動が

ご主人の目の前で帰らぬ人となった.何十年連れ

あればより一層，心にゆとりをもって穏やかに生活

添った奥様を亡くされた悲しみははかり知れない.

することができるのではないかと思う.園芸活動も

娘様のサポートを受けながらこれまでと同じ老人

その 1つで、あり，施設に入所されている聞に花作り

保健施設での生活を続けていたが表情に以前のよ

に興味を持つようになったと言われる方もいる.園

うな活気はなかった.少し落ち着いたころ，

芸活動はリハビリの一環として行っているが，退所

の育てていた花に水をあげてみませんかゲ'と芦を

奥様

されてからは生活の中で長期的に行っていける趣

かけてみた. はい・・・"と言葉少なく返事をされ，

味の活動という捉え方でもいいのではないかと考

一緒にテラスに出た.奥様のことを思い出されたよ

える.知らず知らずのうちに体が動いていた，外の

うで少し涙ぐまれたようにも見えたが， 1つ lつの

花が気になるようになって散歩に出て見ようと思

花に丁寧に肥料と水をあげていた.奥様がすぐそば

うようになった.これも園芸療法の lつの効果では

にいて，声をかけてくれるような，一緒に水やりを

ないかと思う.

してくれているようなそんな錯覚を受けた.

介護の現場で仕事をしているとご利用者の死に

亡くなられた奥様と，その後奥様の意思を継いで

I
れは突然にやってくること
向き合うこともある.局J

ご主人が育てたビオラは，春に見事な花を咲かせご

も多く，ご家族も悲しみを受け入れられないことが

利用者やスタップの目を楽しませてくれた.思い出

ある.私があと会で園芸療法を始めて l年目のこと

の lつになればと思い，娘様やご兄弟に押し花にし

である. インゲンマメの種を蒔いて育ててみたい"

たビオラをしおりにしてプレゼントした.

母が最
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後に育てた花なんですね"と大事そうに抱えて持ち

これからの取り 組み

帰られていた.ご主人のお部屋には奥様と最初の園
芸活動で、撮ったサクラの木の下でのツーショット

4年 4月に， でじま・くにくさ"が開設さ
平成 2

写真が飾られていた.いつもその写真を娘様とご覧

れた.でじまには介護っき有料老人ホームのほかに

になっていた.それから数年が経過し，ご主人も奥

特別養護老人ホームが併設され，通所サービスとし

様のところへ旅立たれた.その後娘様とはこのつな

てデイサービスが月曜日から土曜日までサービス

がりがきっかけとなり今でも文通を続けているや

を提供している.あと会としては初めてデイサービ

りとりを続けている中で娘様から 手紙を読むこと

スを

で救われたー・"とお返事が来たことがある.手紙に

利用者の生活ス タイルに合わせてサービスが選択

は，作業中にあったエピソードや家族への想いなど，

できるようになった.サービスを提供する時間は一

活動中に聞いたことをつづっていた. 私が知らな

般のデイサービスに比べると短くなるが，その分自

かった母の様子を教えてくれてありがとう・・・"と手

由に使える時聞がたくさんできるため，オープンか

紙に書いてあった.

ら半年が経過した現在，ご利用者からのニーズは高

デイコース"と

ナイトコース"に分け，ご

亡くなってしまったら，縁が切れるのではなく，

いように感じる.サービスが多様化し始めた昨今，

亡くなったことで新たな縁が生 まれ続いて いくこ

ご利用者は自分のライフスタイノレや趣味活動に合

ともある.死に向き合うことで私自身も人として成

わせてサービスを自由に選択できるようになった.

長しているように感じる.
園芸活動の中では写真を撮っており，希望があれ

でじまくに くさ"で 5月から園芸活動を始めて
5ヶ月が経過した

初回の活動では，花への関心を

ば，ご家族の方に写真を印刷してお渡しするように

もってもらうこと，作った作品を日常生活の中で使

している.写真の表情を見ていると こんな笑顔こ

うことで活動への関心を高めてもらうことを目的

の数年見たことなかったいい顔していたのね"と

として押し花を使った ランチョンマット作り"を

言われた方も いる.作られた作品を見ることや参加

行った.

された時の様子を聞くことで，悲しいという思いが

とんどであったが，作品が出来上がると 楽しかっ

少し楽になったとご家族の方から言われたことが

た，今日来てよかった"と活動に対して興味を示し

ある.あるご家族の方から 残された家族にとって

てくれた.

押し花を見るのは初めて"という方がほ

作品は宝"という言葉をかけてもらった.園芸活動

翌月の活動では，レイズドベッドに花苗を植え付

では，植物を使った作品や思い出話などを数多く残

ける作業を行い活動への意識をさらに高めた.この

すことができる.活動を継続して実施することで，

レイズドベッドは，広島市にある園芸会社と山根木

本人だけではなく家族の QOLの向上にも効果があ

材と IWAD環境福祉専門学校が産学協同で開発し

るのではなし、かと思う.

た立ち上げ花壇である

ご利用者もこのような花壇

を見たことがなく，座った状態でも作業が行えるこ
とに興味津々の様子であった.これまでに植物を植
えた経験のある方，まったくない方，植えたことは
あるけれど枯らすことの方が多かったーなど花へ
の知識は様々で、はあったが，作業が始まると皆，夢
中になって作業に取り組まれていた.作業が進むに
つれて この花はなんでいう名前なの?どんな花が
咲くの?"と花に対する質問があちらこちらから出
てきた.植栽はご利用者同士で決めてもらいスタッ
フは様子を見ながらアド、パイスを行うようにした.
ご利用者主体で作業を進めたことで花を植えたこ
とで責任感が生まれ，手入れや水やりなどを率先し
桜の木の下で

て行ってくれている. 自分で植えたレイズドベッ
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植えつけ
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植えつけ
楽しみが増えたと答え ，次に会話が広まった，生活
にハ リがでたと言われる方が多かった.回答者の

80%の方が今後も継続して活動に参加していきた
いと答え，今後やってみたいプログラムとしては押
し花を使った作品作りが最も多かった.花の栽培に
ついても関心を示してくれている方が多く，レイズ
ドベッドでの花や野菜の栽培を継続しながら，そこ
で育てた花を使って作品作りを行っていく予定で
ある.
スタッフにも同様のアンケー 卜をとったところ
全スタッフが園芸活動に関心を示してくれていた.
植えた後の様子
ドが一番き れいに咲いている"と自慢そうな表情で

園芸作業の経験が浅いスタッフが多いが，ご利用者
とともに活動ごとに植物に対する関心を深めてい
るように感じる.園芸活動を行う際には，スタッフ

話される方もいる. レイ ズドベッドには押 し花やド

にも積極的に参加し てもらうように し，活動の雰囲

ライフラワーにできる花を植え付け，適宜摘み取り，

気を高めてもらっている.時には一緒に作品作りに

作品作りの中で活用している .

取り組み，出来上がった作品を見ながらお茶を飲む

この花は皆さんが育てた花ですよ"と声をかけ

こともある.ゆっくりとした時の流れの 中で活動の

ると，作品作りへの関心 もより一層深まる. 次は

ことを振り返りながら次回への課題を見つける .

こんな植物を植えてみたしい'という声も聞かれるよ

家にいたら何もしないし，寝てばかり…"という

うになった.ご、利用者の要望に沿った園芸活動を提

方も活動への参加を重ねるにしたがって意識に変

供するために園芸についてアンケー トを実施した.

化が感じられるようになった.デイサービスを利用

園芸に関 心 がありますか?の問いには回答者の

するごとにテラスに出て花の成長を確認したくな

90%以上の方が，関心があると答えた.園芸療法と

るという . きれいな花が咲いていたら摘み取って

いう言葉を知っていますかワの問いには半数の方

ガラスの小さなコップに生けてみたくなるの"と

が知らないと答え，園芸療法としづ言葉が一般的に

微笑みながら話してくれた.花に触れるようになっ

知られていないことを再認識した.

て自宅の周りに咲いている花にも関心が向くよう

園芸活動に参加するようになり生活に変化が見

になったと言われる.でじまでの活動はまだ歴が浅

られたという方が 80% を超えており ，どのような面

いが参加者の花に対する想いは，活動を始めたころ

で生活に変化がみられたか質問 した.半数の方が ，

とは変化がみられ，植物を身近に感じるようになっ
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た方が増えたように感じる.植物と積極的に触れ合
える機会を作り，生活の中に花がある生活を送って
いただけるようこのような取り 組みを継続して
行っていきたいと思う .園芸療法の効果は身体機能
の向上 だけではなく精神的 な部分に働 きかけるこ
とが多い .今後も園芸療法を実施し， 1人でも多く
の方に自然と触れ合うことの喜 びを感じながら笑
顔で、生活を送ってもらえるよう働きかけていきた
いと考える.

コップに摘んだ花を生ける
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