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介護とはなにか、これはいまだに介護現場の大きな課題である。私が特養
ホームに就職したのが 1974 年。24 歳のときである。特養ホームという制度
ができたのは 1963 年。「65 歳以上のもので身体上または精神上著しく障害
があり、常時介護が必要でかつ在宅で介護を受けるのが困難な者」が入所対
象の施設である。

つまり私が特養ホームに勤めたときにはすでに 11 年も特養での介護は行
われてきたことになる。

しかしそれが介護だったかというと怪しくなってくる。なにしろ 11 年も
経ったときですら介護の教科書はなく、私も就職したその第１日目の仕事は
特浴介助だった。

特浴というのは特殊浴槽の略で介護業界用語。一般社会では特殊浴場の略
らしい。間違えないように。老人を寝たままで機械を使って浴槽に出入りさ
せるものである。介護職の仕事といえば、この特浴介助とオムツ交換が大半
を占めていた。

というのも、介護をするにあたって昔の関係者は看護を見本にしてきた。
なにしろ介護と違って看護には立派な歴史がある。専門職として確立もして
いる。しかし看護と介護は大きく違う。

看護の対象者は基本的に病人である。命が危険な人たちもいる医療現場で
の方法論だ。だから命を救い治療効果を高めるためのものであり、その代表
的方法が安静である。

ところが介護が対象とするのは患者ではない。かつては患者だったが、す
でに治療は終わった人たちだ。つまり、手足のマヒや老化をともなってはい
るが自分らしく生きていきたいと願っている生活者なのである。生活者が安
静にしていては困る。普通の生活をすることこそが生活者であり、それを応
援するのが介護という仕事なのだ。

もちろん、普通の生活をしようにも、手足のマヒや老化があるから困難に
はなっている、だからといって本人に安静を強いて介護者が全介助していた
のでは患者に舞い戻らせるだけだ。これを私たちは「安静強制看護」と名づ
けて批判してきた。こうした特別なやり方をするのではなくて、マヒや老化
があっても普通の生活ができるように、特別な工夫をするのが介護なのだ、
と。

介護の歴史とは、こうした旧態依然とした安静看護と、老人を生活の主体
としてとらえようとする介護とのせめぎ合いの歴史だと言っていい。介護に

毎月楽しみにしています。壁にぶちあたったときは、いつも読んで元気をもらっています！（大阪府　M.O）
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は看護のような専門的体系はなかったが、生活をつくるために必要なの
は専門性よりは常識である。

だから高橋も当時は二級ヘルパーも介護福祉士という資格ももっては
いなかったが、常識を根拠にして老人に関わろうとした。
「あるおばあちゃんが『倒れてから１回も生の魚を使ったお寿司を食

べていない。食べたい』と言うんです。食べさせたいと思って婦長に言っ
たら『そんなことぜったいダメ。お年寄りがお寿司なんか食べるものじゃ
ない』。理事長に直談判をして OK をもらい、家族に言ったら『そんな
無駄な出費はできない』。それで自分が休みのときにたまたま施設に用
事があったんで行くついでに、スーパーでパックのお寿司を自分の弁当
と称して持っていきました。それを『おいしい、おいしい』と、涙を流
して食べてくれたんです。たかだかスーパーのお寿司すら満足に食えな
い、お年寄りの食べたいという気持ちも引き出していないし、食べたい
という望みも実現していない。逆にやっちゃいけないことばかり。理由
はそれがルールだから。でもそんなルールって何なんでしょうね。お年
寄りの小さな夢の一つもかなえられないで、俺、介護やってますなんて、
とても言えないと思いました」。

高橋は“特浴”じゃなくて普通の浴槽に入ってもらいたくて、片方の
手足にマヒのある女性を自分も浴槽に入って入浴する。すると「そんな
不潔なことを」とあきれられたという。病院では患者は有害な菌の保有
者として扱われるのだ。でもそんなこと言っていたら、温泉の大浴場や
銭湯はどうなるんだ、と彼は反論したという。
「でも俺が入ったから風呂が不潔になった、みたいな言われ方までし

ましてね」と高橋は苦笑する。そのうち「高橋君のやっていることの是
非を問う会」という会議までもたれるようになったそうだ。

ついに高橋は施設をやめて「宅老所」を始めようと決心する。「宅老
所」とは「託児所」に対してつくられたコトバ。『実用介護事典』（講談
社）には次のように説明されている。

介護保険が始まる以前、認知症老人や寝たきり老人を、ケアの手間
がかかるとして断るデイサービス施設が多いのに疑問を感じ、制度に
頼らず認知症も寝たきりもすべて受け入れるという方針で、民間のグ

春樹さんの考え方に毎回感動させられます。（宮城県　S.E）

実用介護事典
監修：大田仁史・三好春樹
体裁：A4 変形・726 頁
発行：講談社
定価：3,800 円＋税
※書店でお求めください
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ループが自発的に始めたデイサービスの施設の名。老人を主体にした
いという思いから、『託老所』ではなく、『宅老所』となった。取り組
みの早かった福岡市のある宅老所では、家族や本人のニーズに応えて
ショートステイ、グループホーム、ターミナルケアなどを開始し、い
わゆる『小規模多機能施設』のモデルとなっている。

高橋は浮きまくっていた施設で 11 か月間、おとなしく仕事をして金
を貯めた。といっても介護職の給料は少ないから金額は知れている。近
代的とはとても言えないような一軒家を借り、ほとんど改造もしないで
2009 年４月１日、彼は「こてっちゃん家」と名づけた通所介護事業所
の事業主となった。36 歳の独立である。

しかし利用者は来ない。無理もない。私も一度訪ねたことがあるが、
家は古くてとてもきれいとは言えないし、タタミも壁も古いまま。近代
的で専門的、スマートな介護を求めている家族が選ぶとはとても思えな
い。看板が出ているわけでもないから、道路から入り込んだ場所にデイ
サービスがあるとは誰も思わないのだ。

介護保険制度では、ケアマネジャーが老人のニーズを把握して、合っ
ていると思う事業所を紹介するのだが、誰だって「こてっちゃん家」よ
りは、初期投資に金をかけた立派な建物で筋トレ（= 筋肉トレーニング）
の高価な機械をそろえた事業所を紹介するだろうとは思う。

しかしそれが老人たち、特に要介護老人たちのニーズに合っている
のかというと疑わしいのである。近代的空間で専門家も高価な機械もそ
ろっていて、利用者を様づけで呼んでくれるようなところは、老人が“自
立した個人”という枠内にいるうちはいいだろう。しかしその、近代的
個人という枠から解放されて、人間、さらに生き物という自然へと着地
していくのが老いるということだ。介護とは老人を近代的個人の中に押
しとどめることではない。個人から生き物へと回帰していく過程で生じ
る困難に直面している老人をなんとか支えることだ。

老人、特に近代的価値観の中で育ち、自立を至高の価値と思って生き
てきた人が老いを迎えると、私はここにいていいのかと感じるようにな
る。老いて人に依存しなければならなくなった自分自身とつき合えなく
なるのである。これを私は「自分自身との関係障害」と名づけている（『関
係障害論』雲母書房）。戦後の教育を受けた我々の世代こそ、その関係

毎号、楽しみにしています。（滋賀県　A.K）

関係障害論
著者：三好春樹
体裁：A5 判・276 頁
発行：雲母書房
定価：2,500 円＋税
※ご注文は BBC へ
　☎ 0120-861-863
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障害に陥るだろう。
さらに「自己責任」なんてコトバが世間に蔓延している時代に育った

若い世代ではそれはピークに達するのではないか。長生きして要介護に
なったことすらあってはならないこととされ、自己責任を問われたので
は老人は生きてはいけないといわれているようなものではないか。そう
でなければ筋トレに励んで自立を目指さねばならない。この国では 90
歳を超えた老人に介護保険制度によって筋トレを強制している。いった
い目的は何だろう。死んだあとに自分で棺オケには入れるようにという
ことか。
「こてっちゃん家」にやってくる老人は、どのデイサービスでも断られ、

他に行くところのない老人である。世の中から厄介者とされ、老人介護
をやっているはずの事業所からさえ問題を起こすからといって断られた
老人は、自分は存在していていいのかという根本的な不安の中にいる。
そんな人に生きていることの肯定感をもってもらうこと、これが老人介
護の一番大切な仕事である。それは立派な建物も偉い専門家にも、まし
て高価な機械にもできるものではない。どんな問題行動にも、薬を盛っ
たり叱ったりせず、ただいっしょにいることができること、それがいい
介護なのである。

だから私は「こてっちゃん家」の利用者が一日一人か二人という状況
がくやしくてしょうがないし、家賃と光熱費がやっとなんて経営状況も
心配でしかたがない。

でも高橋は言う。「少ないほうがちゃんと関われるからいいんですよ」
と。どうも、半分は負け惜しみ、半分は本気のようである。

ちなみに、先に引用した発言は『生き方としての宅老所』（ブリコブッ
クレット①）からのものである。この本の題名はよくできている。だっ
てこんな状況では「事業としての宅老所」とはとても言えないから、「生
き方として」とせざるを得ないのである。

「起業する若者たち」という副題のついた『生き方としての宅老所』
には高橋のほかにも３人の若者が登場する。その一人が藤渕安生（39 歳）
だ。「9.11 ヒロシマ　介護バカの集い」の仕掛人である。

ある日、私が主宰している「生活とリハビリ研究所」にメールが届いた。
私自身は古いアナログ人間でコンピュータもメールもやらない。通信手

夫婦そろいもそろって三好さんの大ファンです。もし、三好さんの書くケアマネ用の必携書があれば、発売初日から買いに行
きたいほどです。そろそろケアプラン・ケアマネジメントの専門書を書きませんか？（大阪府　K ＆ A.H）

ブリコブックレット①

生き方としての
宅老所
起業する若者たち
著者：高橋知宏・藤渕安生
菅原英樹・伊藤英樹
監修：三好春樹
体裁：四六判・並製・
        144 頁
発行：ブリコラージュ
定価：1,200 円＋税
※ご注文は BBC へ
　☎ 0120-861-863
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段の進歩はファクシミリで止まったままである。だからホームページに届い
たメールは事務所でプリントアウトされて、FAX で私の自宅に届く。私は
それに水性ボールペンで返事を書いて事務所に FAX し、事務所のスタッフ
がメールで返送するというシステムである。
「ひょっとして三好さんは、中学・高校と私の先輩ではないですか」。そこ

には広島の中高一貫教育校の名があった。「三好さんが退学処分にあって 24
年ぶりに退学したのが僕です」というのが藤渕の最初の自己紹介だった。

私は 1950 年生まれ。高校生の頃、学生運動が盛んになった。春休みや夏
休みになると大学に行った先輩が我々早熟な高校生をオルグに来た。私が所
属していた新聞部には毎日違う党派の先輩がやってきて、ベトナム戦争はな
ぜ起こっているのか、「反帝反スタ」とは何かと何時間でも話し続けた。

大学に進学するのは学生運動をやりに行くことを意味した。友人の一人は
「中核になる」と言って早稲田大学に合格したのを蹴って法政大学に入った。
早稲田は革マル派が主流派、法政は中核派の拠点だった。他の一人は「全電
通に入る」と言って大学には行かず就職した。現在の NTT、当時の電電公
社の労働組合が「全電通」である。

ところで、認知症になると「見当識障害」という症状が出る。見当識とは、
ここがどこで今がいつか、私は誰で何歳かといったことだ。だから見当識障
害とはそれらがわからなくなることで、認知症の「中核症状」と呼ばれてい
る。あっ、この「中核」は先ほどの中核派とは関係ない。

医療の世界では見当識障害はあってはならないこととされる。それを治そ
うとしたりもする。しかし介護は違う。認知症の人といっしょに暮らすには
どうしたらいいかを考えるのだ。どうしたら今晩眠ってくれるか、どうした
ら笑顔が出るか、と。

したがって見当識障害は薬で抑えるものではなくて、よい介護のための大
切なきっかけになる。老人が今をいつで、ここがどこだと思っているのか、
という老人の主観的世界を知ってそれにつき合うのだ。だからその中身を知
る必要がある。するとそこに法則性があることがわかってくる。女性なら子
育てをしていた時代に、男性なら働き盛りの時代に戻るのである。「赤ん坊
が泣いとる。乳をやりに帰る」と訴える 94 歳の女性。真夜中に「大事な会
議がある」と着替えを始める元市役所職員の 90 歳の男性……。どうやら認
知症老人は、自分がもっとも自分らしかった時代、大変だったが回りから頼
られていた時代に回帰しているのである。

では我々団塊の世代はどうなるか。もっともやりがいのあったのは学生運
動の時代ではないか。とすると年をとって呆けた私なんかは、真夜中に「革
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マル派が攻めてくる」といって騒ぐかもしれない。そのとき若い介護職
は「カクとかマルとか何のことだろう」と不思議がるに違いない。『実
用介護事典』に続いて『団塊世代用語集』を編集するのが私の最後のラ
イフワークだと思っている。

さて、私はその高校生の時代に政治活動にのめりこんで無期停学処分
をうけるが、その期間に仲間たちと校長室を占拠したものだから、さす
がのハト派と左翼的教師たちも私を擁護できず、私を含む何人かに退学
処分を下したのだった。

その後私は新左翼党派の活動家になる。しかし留置場に入っている間
に私の属した党派は内ゲバに突入しており、「手切れ金を出せ」とヤク
ザまがいの脅迫を受けながらも活動から離れることになる。そして仕事
を転々としながら、12 回目の転職で特養ホームのスタッフとして雇わ
れ、それ以来、介護から足が抜けなくなるのである。

私は政治活動で退学処分だが、藤渕は違う。学校に放火して退学になっ
た。放火というのは少し大げさである。彼は授業をサボって校内の片隅
でタバコを吸っていた。そのタバコを枯れ木に押しつけてもみ消そうと
したらその木が燃え上がったのだという。

翌日のホームルームで担任が「誰か火をつけた者がいる」というので、
彼はそれほどのこととは思わず「あ、それ俺です」と名乗った。それで
退学を強要されたのだという。ま、もともとにらまれていた生徒だった
のだろう。

私たちは集団を組んで社会や学校に反抗した。しかし 24 歳下の藤渕
らは一人で反抗するよりない。タバコを吸う、歌詞に倣

なら

って窓ガラスを
割る、引きこもる……。大変だなと私は思う。しかし、私たちが組んだ
集団もまた幻想で、社会や学校と同じくその党派にも反抗せざるを得な
くなったのだから、彼らの個人的闘いのほうが本質的ではないかとおじ
さんは考えたりするのだ。

退学になったあとも私と藤渕は大きく違う道へ行く。私は新左翼の活
動家、彼は陸上自衛隊に入る。ある日家に帰ると知らないおじさんがい
て「君が安生君か」と言われて連れて行かれたのが自衛隊だったという。
その後、幹部にならないかという誘いを断って水商売を経て偶然介護の
世界にたどりつく。私の名を知ったのは介護福祉士の養成校に入学して

　

ブリコラージュ
7・8 月号（Vol.179）
※在庫なし
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からだという。そこで使われていた教科書が『完全図解　新しい介護』（講
談社）という本で、その編著者二人のうちの一人が私なのだ。

高校生の頃の私は生徒会長でもあり、1968 年の国際反戦デーには高
校の正門から平和公園まで数百人のデモを組織したりしていたから、
PTA をはじめ学校関係者で私の名前を知らないものはいなかった。も
ちろん“学校の敵”として。その悪名が 24 年後にも彼の耳目に届いて
いたらしい。それで、先のメールになるのである。

藤渕もまた、訪問介護、特養ホーム、デイケア、有料老人ホームと勤
務先を変えていた。やはり職場で浮いていたのだ。ただ高橋の職場での
浮き方とは少し違っている。高橋はいわば肉体派。現場でやりたいケア
をゲリラ的にやって、それを批判されて浮いてもその状況さえ楽しんで
しまう。それに対して藤渕はその鋭い目で介護という世界を見抜いてや
ろうと戦略を練っている軍師という印象があった。

初めて会ったとき私はこう言った。「あんたのような生意気な奴は雇
うほうも大変だから自分で起業したほうがいい」と。

彼は広島市佐伯区の団地の一角で「通所介護事業所・玄玄」を開所す
る。34 歳。「玄玄」を立ち上げるときは大変だった。広島県は事業所の
名前にまで注文をつけた。「宅老所」は名乗るなというのだ。
「宅老所」は法律用語ではない。老人本位のケアをしたいと思ってい

る人たちが自発的に名乗っているだけだ。だから広島県の指導には何の
法的根拠もない。さらに制度以外の「自主事業」は禁止だという。現在
の制度は不十分だから、それを補うために介護家族と事業所が直接契約
して宿泊したりするのが「自主事業」である。行政が頼んででもやって
もらうべきものだというのにその逆。だから現在も広島県の事業所は、
行政ににらまれるからと自主事業をやらないところが多いらしい。

それだけではない。なんと、「玄玄」の開設の日に県から監査が入っ
たという。職員一人ひとりを呼んで、「前の職場を辞めたということを
証明しろ」と言ったのだそうだ。

私は、商売がたきとなる近所の俗物理事長あたりが政治家を使って行
政に嫌がらせをさせたのだと思っていた。でも藤渕はこう言うのだ。「こ
の世の中では老人介護を熱心にやっていることは反体制みたいですよ」
と。
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なるほど。進歩と発達を至上の価値とするこの世の中では、死へと至
る老いに関わることに意味を見出す若者は“危険分子”に映るのだろう。

その役人たちの本能的危機感は正しいと思う。それは彼が企画した
「9.11　介護バカの集い」での７人の介護職のトークを聞けばわかる。
会場は広島市内繁華街のライブハウス。千葉県から２人、茨城から高橋、
大阪と愛媛から１人ずつ、地元広島から藤渕のほかに１人、この７人が
２人ずつ入れ替わって対話していくのだ。３時間休みなしで。

といっても私はその集いには参加していない。しかし記録映画がつ
くられたのだ。監督は大宮浩一。『ゆきゆきて、神軍』で助監督を務め、
2010 年、『ただいま　それぞれの居場所』という介護をテーマにしたド
キュメント映画で文化庁の文化記録映画大賞を受賞している人だ。

その彼が『ただいま』の製作中に出会った若い介護職たちをおもしろ
がり、彼らが広島に集まると聞いて、７人がそれぞれの現場から出発す
るところからカメラを回し始めるのである。

題は『９月 11 日』。撮影開始からわずか３か月という年末年始に、東
京の「ポレポレ東中野」で公開され、各地で自主上映会が開かれている。

その『９月 11 日』のパンフレットに、７人の発言がすべて収録され
ているのである。私はこのパンフレットで彼らの発言を、映画でその雰
囲気を知ることができた。

パンフレットの冒頭にはこうある。

午後７時。三時間に渡るトークライヴがはじまった。テーマは、介
護だけにとどまらない。歴史、文化、哲学……人が老い、死ぬという
ことと日々向きあい続けている彼らが紡ぐ言葉は、新しい生き方、新
しい価値観の創造を予感させる。

そうだ。介護現場には、現代の日本の社会とは別のもう一つの世界が
存在してきたと思う。しかしそれは語られることはなかったし、社会の
側から見えても向こうからは見えない。介護現場と社会のあいだに刑事
ドラマの取調室にあるようなマジックミラーがあると思えばいい。私は
24 歳で介護現場に入り込んで以来、そのマジックミラーのこちら側に
いて、向こう側の騒がしい社会を皮肉を込めて見続けてきたような気が
する。ところが若い介護職たちはこの世界のことを社会に向かって語り
始めたのだ。

映画の公開の１か月前、朝日新聞に民間団体による介護職へのアン

　

９月 11 日 
パンフレット

出演：藤渕安生・細川鉄平・
武井桂子・高橋知宏・池
内大輔・石井英寿・伊藤
英樹
製作・発行：Love,Peace 
& Care  Connection

（合同会社 東風内）
編集：渡辺祐一（東風）・         
大澤一生（ノンデライコ）
監督：大宮浩一
定価：1,500 円（税込）
※ DVD 発売決定！詳細は
47 頁
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ケート調査の結果が紹介されていた。

（前略）「過重労働・低賃金と思うか」という問いに 34.5％が「かなり思う」、
48.6％が「やや思う」と答えていた。一方、「生涯この仕事を続けていき
たいか」という問いに 21.3％が「ぜひ続けたい」、65.0％が「できれば続
けたい」と答えた。

グループホームなど居住系サービスで働く若者に不安や悩みが強い傾向
があり、同ネットワークは「報酬単価を上げ、処遇改善する必要がある」
と提言している

この記事の結語となっている「提言」の中身は、介護世界を語る関係者の
常套句のようなもので、調査の目的もその結論のために行われたに違いない。
朝日新聞もそれにちゃんと乗った報道である。なにしろこの記事の見出しは
こうなっている。「福祉の現場で働く若者　８割『重労働で低賃金』」。

やはり見えていないのだ。いや、見ようとしていないと言うべきではな
いか。だってまともなジャーナリストならこの調査を見て不思議だと思うは
ずではないか。なにしろ、83.1％が過重労働・低賃金だと思っているのに、
86.3％がこの仕事を続けたいと答えているのだ。他の職種では絶対ありえな
いことだろう。この日本社会の価値が通用しない世界が生まれているという
ことではないか。そこにこそ注目し報じるべきなのである。

７人のうちの１人である細川鉄平（35 歳）は大阪の「祥の郷」というデ
イサービスの管理者。大学の哲学科卒である。その彼が介護職となったきっ
かけを語っている。

あるスポーツ用品店で一日体験入社というのをすることになりました。
ぼくはそれまで、あれこれ考えて結局がんばらない自分のことを嘘つきだ
と思っていました。だから、社会に出てからがんばらざるを得ない状況に
身をおくのを、嫌な反面少し期待していました。実際店員さんたちはがん
ばって働いていました。でもその顔はすべて嘘をついているような気がし
ました。休憩時間にいっしょにタバコを吸いながら、その店員さんは『車
のローンがあるから』と自嘲気味に笑いました。ぼくはうなずくしかあり
ませんでした。今までさんざん嘘をついて生きてきたのに、この先もずっ
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と嘘をつかなくてはいけないのはなんか嫌だ、そうなるといつもの癖
ですぐに就職活動をやめてしまいました。（月刊ブリコラージュ 2011
年４月号）

私は就職活動（いまは「就活」と言うそうだが）をしたことがない。
職業安定所（これもいまは「ハローワーク」か）の窓口に行くのも就活
だとすれば別だけど。

職安で求人票を見る。なにせ学歴は高校退学だから「中卒以上」か「高
卒程度」という条件のものを探さねばならない。最初から足切りされて
いるのだが、それでも景気のいい時代だったから企業は人手不足で、条
件を緩くするところが多かったらしい。

運送会社も人手不足で、業界の大手の面接を２つ受けたが、一週間後
「不採用」という連絡が来た。高校中退を怪しんだ会社側が調査をして
前歴がバレたらしい。

でも大手のちょっと下あたりだと、興信所も使わないらしく、退学の
理由を尋ねられて「身体が弱くて」というとあっさり信用して翌日から
仕事をすることになった。当時の私は色が白くてやせて、そんなウソが
通用する外見だったのだ。おまけに演劇部だったし。

その運送会社も辞めて、たしか 12 回目の転職で特養ホームに就職す
る。いわば私は社会の側から拒否されるようにして介護現場に辿り着い
たのだ。

細川は違う。消極的とはいえ、社会に迎合していくのを自ら拒否して
介護現場にやってきたように思う。

その気持ちは世代の違う私にもわかるような気がする。だって、あの
“就活”というのは異様ではないか。男子も女子も同じ黒色のリクルー
トスーツ。面接室に入るときにはドアを何回ノックして、許可があるま
ではイスに座らず、「御

おんしゃ

社」なんてどこにもない日本語を連発して面接
官の目を見てハキハキ答えねばならないのだ。いわばリクルートスーツ
は、この社会と会社に対して従順になりますという白紙委任のしるしな
のだ。

日本経済がダメになる理由もわかるではないか。大量生産でつくられ
たような規格品しか採用しないのだから。型にはまらないちょっと生意
気な若者を採用するくらいでなきゃ将来性なんかありゃしない。

運よく採用されても待っているのは一部のエリートを除けばマニュア
ルどおりの絶望的長時間労働だ。でも他には道はないかに見える。会社

　

ブリコラージュ
４月号（Vol.196）
定価：500 円（税込）
※ご注文は BBC へ
☎ 0120-861-863
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の奴隷になるかそれともホームレスになるか、勝ち組か負け組かという二者
択一を強迫観念のように迫られている。

介護は、この二者択一の脅迫からスルリと抜けだし自由になれる世界なの
である。だから冒頭で紹介した高橋は「『こてっちゃん家』は年寄りのため
というより自分自身の居場所なんです」と言い切っている。彼らにとっては
介護は仕事ではなくて、心身の障害や呆けのある老人といっしょに生きてい
くことそのものなのだ。
「介護は重労働、低賃金だから処遇を改善せよ」という主張は、現在の社

会の側の価値観の中で介護にもっと金を出せと言っているに過ぎないのだ。
もちろん介護職の給料をもっとよくすることに私は全面的に賛成する。しか
し私は日本の国を信じていない。日本人を信じていないと言ってもいい。グ
ローバリズムに盲目的に追従するかのようなこの国、この人たちが、死へと
向かう老いに価値を認めるとはとうてい思えないのだ。「死を無視すること
で近代は成立した」とある哲学者が言ったらしいが、まさに現在の日本にぴっ
たりではないか。死も老いも、我々介護職も無視されているのだ。

だから私たち介護職はこの社会で「負け惜しみ」のように存在している。
存在そのものが「皮肉」だともいえる。でもそれは希望なのだ。

社会から相手にされなくてもいい。無視されたっていい。こっちは社会を
突き抜けて直接に世界と関わっている。老いや死という自然と関わっている。
自然に勝とうと思ってはいけない。老いと死にも勝とうと思ってはいけない。
それらは受け入れるものだ。マニュアルも管理も通用しない。介護の自由さ
はここにある。

もちろん介護職にマニュアルを強制し、老人を管理したがる介護現場がた
くさんある。介護はサービス業だからと老人を様づけで呼ぶよう強要するよ
うな事業所である。それは老人を単なる「消費者」として大事にしようとい
う近代的人間観であることは言うまでもない。そもそもサービスというコト
バの語源は「奴隷」なのである。

いま、この日本で、介護の現場から静かな革命が起きている。いや革命と
いうと組織的で意図的なイメージが強すぎる。高橋や藤渕、細川らの若い介
護職を見ていると、合法的テロが起こっているという言い方が近いような気
がする。「合法的」がついていても不穏当な表現だと思われるだろうか。で

　



もそれは、現代日本の価値観に対する身体をかけた破壊活動に私には見える
のだ。

私もそのテロに加わろうと思う。私のテロは、もうテレビは見ない、地デ
ジには買い換えない、というぐらいのものだけど。（文中敬称略）

「反原発うちわ」完成！
雲母書房と共犯で
「うちわ」をつくりました。
9月 19日の集会参加者に配布するほか、
三好春樹の講演会参加者にも無料で
差し上げています。
Bricolage情報（50頁～）の予定を見て
お近くの会場へ！

【問合・申込先】ビーエス観光　TEL　03-3502-4022　　FAX　03-3502-5416
いずれのコースも空港税・燃油サーチャージが別途必要です。
※「2 度目のインド」のほうは三好はいかないことになりました。そのかわり添乗員ありです。
　「生と死を見つめる旅」のほうは三好同行です。
ただいま、両方のツアーに行けるよう、体調を整えております。
（ヨガに 1回行って 3回マッサージに行ったり…）調子いいのでおそらく大丈夫だと思います。 （三好）

2012年度
申込受付中！

介護職よ、北欧へ行くより、インドへ行こう！ 
といっても、現地で施設を訪ねるつもりもないし、私の講演があるのでもない。ただカレーを食べ、名
所を回りながら、そこに生きている人や牛やサルや犬に出会ってくるという旅だ。寄ってくる物乞いや
物売り、路上生活者や野良牛に戸惑って…… 

1

奇跡のエローラ・アジャンタ 混沌のオールドデリー　5 日間 　
旅行期間：変更：平成 24 年 2 月 8 日（水）～ 2 月 12 日（日）　費用：186,000 円（成田発着・全食付）

初めての方でも OK

2

混沌のバラナシ・オールドデリー 街歩きツアー　5 日間 　
旅行期間： 変更：平成 24 年 2 月 22 日（水）～ 2 月 26 日 ( 日 ) 　費用：172,000 円（成田発着・全食付）


