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地域の歴史コーナー

岡屋地域には数年前まで生協

がありましたが、それ以前は何

があったかご存知ですか？

地域の岸野さんと西導寺さん

のお話によると、以前は尼寺が

あったとのこと。尼寺は応仁の

乱で戦死した戦国武将の妻が建

てたもので“二階堂”と呼ばれ
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水害から逃れる為に現在の西導

寺さんの場所に移転したそうで
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すね。
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「特養（とくよう）とかの施
設とは違うの？」

「施設には、特養（とくよう・
特別養護老人ホーム）、老健
（ろうけん・介護老人保健施設）、
有料老人ホームなど、種類はいろい
ろあるけど、いずれも住み慣れた自
宅から移り住む（入所）ことになる
から、慣れ親しんだ地域から離れる
こともある。その点、『しょうたき』
は自宅に近いところにあって、自宅
から移り住むわけじゃないねん。自
宅での生活を “自分らしく”続けら
れるようにする介護保険サービスで、
正式には小規模多機能型居宅介護っ
ていうねんで」
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自 宅に住 み続 けるた めの 住宅 の
要は「段差」と「トイレ」です。
「段 差」に つい ては、 階段 はも ち
ろん 、玄関 前の 段差、 ある いは 敷
居の小さな段差など。
「ト イレ」 につ いては 、寝 室や 居
間か らの距 離、 もし車 椅子 など で
介助 が必要 にな ったと きに 、容 易
に改修できるレイアウト。
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になっています。命を守るために大
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中でも楽しく・元気に・その人らし

く過ごしていただけるようスタッフ

一同、スタッフも楽しみながら、気

持ちを整えながら日々の運営を続け

ております。
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年 開 所 に向 け て準 備 中 の小 規 模 多 機
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