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会員の皆様 

まさに夏たけなわ。夏休みが始まりました。 

空港は旅行客で押し合いへし合い大変なことになっています。コロナの時期空港の各部署の人員

が削除された為、夏休みが始まって爆発的に増えた旅行客の対応が出来ずに飛行機は時間通りに

飛び立ち、乗客は乗り遅れ。耳を目を疑うような事態が毎日報道されています。いつまでこのよ

うな状況が続くのか？ ８月にローマ旅行を計画しているけれど、やっぱり車で出かけた方がよ

いのか？！毎日考えてしまいます。そんなこんな中竹のお知らせをお届けします。 

 

 
今回のテーマは 
 
➢ 公益財団法人日独協会機関紙『架け橋』記事より （Ophei 陽子） 
➢ まりの「ある日のつぶやき」 
➢ 滞在届の Digital 登録 
➢ 佳子の里帰り奮闘記最終回 
➢ Covic Test 迅速テスト新規則（Newsdigest より） 
➢ 今後の活動 寄り合いカフェ 
➢ 七夕まつり, ボランティアを募集しています！ 
➢ 竹のお知らせ、HP 編集委員募集 
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昨年 2021年は日独交流１６０周年記念の年でした。厳しいコロナ禍ではありましたがこの記念 
すべき年にかけて当地では多くの関連イベントが開催され私たち竹の会も Keyworker とともに 
関与したことも記憶に新しいです。日本の日独協会（元日本クラブ、元日本商工会議所事務局 
長 柚岡一明氏が常任理事））では架け橋という機関誌を定期発行しドイツ情報を発信されて 
いますが この交流年にかけテーマとして「ドイツで生きる邦人』特集されました。 
その中の一人として オプハイ斎藤が柚岡氏からの依頼を受けインタビューの形で対応した記 
事が 2022年２月号に掲載されました。機関誌をドイツへ発送していただけることになってい 
たちょうどその時期に運悪くウクライナ戦争勃発、日独郵便物の往来は中止との情報から、ほ 
ぼ忘れかけていた機関誌が投函日から３ヶ月半ぶりに受取人に到達しました。以下こうした曰 
く付きの機関誌「架け橋」へ記載された記事をご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

ドイツに生きる―ドイツで活動する日本人(5) 
オプハイ - 斎藤 陽子さん  
本誌は今年度、日独交流 160 周年を記念し、ドイツの社会に溶け込

み、地道に活動されながら、日独間の交流に貢献されている日本人を紹介して

います。高齢化社会は日本国のみならず、海外在留邦人社会においても大きな課題で

す。今回は、ドイツにおける在留邦人社会の高齢化対策とドイツ社会との地域交流を目指す

民間組織「竹の会」を立ち上げ、現地での草の根交流に精力的に取り組んでいる Ophei ‐ 斎
藤さんにお話をお伺いしました。  
 

１．ドイツとの出会い  
50 年以上前、日本が 1964 年の東京オリンピックを契機に奇跡の戦後復興を遂げ、 大いな

る躍動を感じていた時代、私は薬剤師の資格を取ったばかりで、来るべき社会への好奇心が

強い時期でした。近所に乳幼児を抱えた国際結婚カップルが引っ越してきたのをきっかけ

に、私の片言のドイツ語が役にたち、また私の母が、来日浅いドイツ人の若いママの「日本 
のおかあさん」となりました。 ヨーロッパの 片隅にある小さな国ドイ

ツ(当時はそう思ってました)が急に身近な存在 となり、彼女の「ドイツ

の Mutti」の花屋で研修したいとの希望が徐々 に膨らみました。そこ

は、デュッセルドルフより 40km ほど離れた 片田舎、Dülken という

小さな町の花屋で、4 人の子供と祖父母が同 居するドイツの典型的な

3 世帯大家族、大変賑やかな研修生活となりました。 
オランダ国境に近いこの地で過ごした年寄りからは戦前・戦後のドイツ社会の変動を聞かさ

れ、また嫁姑などの葛藤、子供へのしつけの厳しさ、日常生活の中にある信仰の重みなどを

体験できました。 ここでの一年間の暮らしが後々の私のドイツ生活に大きな影響を与えま

した。花屋の研修でドイツの四季折々の行事習慣を体験し、同年代グループの仲間もでき、

未知のものへの関心が日々募り、ドイツ社会で日本の資格を活かしてできることはないか、

そのような具体的な夢が膨らみ始めた矢先、自分の娘と同じ道を辿る気配を察した「ドイツ

日独協会機関誌「Die Brücke架け橋」
（Ophei 陽子） 
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の Mutti」の説得によって一旦は日本への帰国。しかし、ドイツへの想いが募り、ついには

日本の家族、知人や友人たちと永遠の決別までして、ドイツ永住の道を選択しました。 

1970 年のおひな祭りの日、横浜港を船出。 
 
 涙にくれていた船上で一人の日本人留学生との出会いがその後の人生に大きな影響を与え

ました。この青年は欧州留学後に日本の高齢者社会研究の第一人者となり、ド

イツでの邦人社会に高齢化を考える支援団体「竹の会」を立ち上げる際、その

後の活動の推進力となりました。その時は思いもよらないことでした。  
 

 2. カルチャーショック  
最初のショックはドイツの気候、冬の枯れの並木道、来る日も来る日も重たくのしかかる雲

間からのわずかな木漏れ日、そんな 11 月の憂鬱な気候でした。ジャガイモと石炭が隣り合

わせで山のように積み上げられている地下室、噛めば歯が折れそうにもなるキャベツ、棚に

は瓶詰めの野菜、果物がずらりと並び、しぼんだリンゴ、なぜかこれが生鮮果物なのか不思

議でした。この地では冬は何も育たず地下室が唯一の保存場所、全ては春を待たねばならな

かったのです。時間が経つにつれて理解でき、納得を繰り返す中で、徐々にですがすべて 
の体験を楽しく感じられるようになりました。 この地では日々の生 活に祈り

があり、1 年間の催事が宗教的背景からくるものであること、ドイ ツ人が好

む規則正しい 1 週間の生活リズム、例えば月曜日朝一番の主婦の仕 事が靴磨

きだったことが印象的でした。 このような体験により文化の違いは 言葉、風

土、宗教、歴史が育んで出来上がってきていることがわかり、「体験する」それが異文化理

解への第 1 歩であると実感しました。 子育ても日本とでは大きなギャップがあり、子供に

対する厳しい大人の目や厳格な社会的ルール。例えば安息時間には子供の遊ぶ声は

タブー、赤の他人の子供でも叱ることが常識、夜遅い時間に子供を連れて帰宅

するのを見られると怖い目で睨まれます。それも郷にいれば郷に従えで生活す

るコツを覚えました。 次にドイツは「資格社会」であることです。私は 50 歳
近くなってドイツ薬剤師国家資格を取得し、翌日にはそれまで一緒に仕事をし

ていたベテランの薬剤師技術アシスタント(PTA)の同僚が、処方箋なしで睡眠薬が欲しいと

の客の注文に初めて私のアドバイスを求めてきました。この変化で驚きとともに 
Approbation (国家認定資格)の重みを知り、ドイツは「資格社会」であることを実感しまし

た。時々まわって来る夜勤の日の責任と緊張感は言い尽くせないものがありました。一方、

たった一言二言の日本語の説明のために遠方から私の薬局を訪ねてくる同胞の方々の存在に

は勇気付けられ、異国で暮らす安心感と共有できる言葉 / 文化について考えさせられた 25
年間でした。 

 

3.「竹の会」の取り組み 
ある日、私は一つのエッセイに出会いました。ニューヨークで国際結婚した某女性を看取っ

た時の体験談が書かれたもので、自分の老後の姿と重なり、いても立ってもいられない焦燥

感を覚えました。ドイツに永住している同胞高齢者の「孤独死」が問題となっていた時期で

もありました。 このエッセイに関心を寄せた数人の仲間と一緒に「高齢化」、[介護」をテ

ーマとした相互支援グループ「竹の会」(正式名 : ドイツ非営利公益登録社団法人 デュッセ

ルドルフ交流サポー トセンター竹)を 5 年の準備期間を経て 2007 年に立ち上げました。 

同時にドイツの社会福祉団体「ディアコニー※」 (Diakonie)との具体的な交流が始まりまし

た。「ディアコニー」 が地元デュッセルドルフのオーバーカッセル地域に高齢者シルバー

センターを建設したのを契機に、外国人である私たち高齢者が当地で生きる場合に理想的な

環境を得られると確信し、その目的達成のために、組織的な登録団体としてドイツ社会と融

和しながら、世代を超えたネットワークを作り、会員相互の支援活動をしていくべきだと考 

 



え、高齢者シルバーセンターのドイツ人入居者との交流イベント「あじさい祭り」を開催し

ました。 
 

 

植樹祭（2012 年）：竹の会とディアコニーの共同事業提携５周年記念「桜の樹・植樹祭」。 

左より、トゥプス地区長（デュッセルドルフ市）、ヴィーンス氏（ディアコニー高齢者セン

ター）、リッシャ－牧師（地区教会）、リンツ本部長（ディアコニー）、トイリンガー議員

長（高齢者審議会）、Ophei、相馬首席領事（デュッセルドルフ総領事館） 

 

 

 

 

このイベントを通じて日本人コミュニティにドイツ高齢者

福祉活動について紹介したところ、双方から驚くほどの反

響を頂きました。現地 日本人学校児童達の施設入居高齢者との定期交流も始まりました。 
今では「竹の会」の活動がドイツにおける外国人社会との統合モデルケースとして認識され

るまでに育ちました。「竹の会」の活動にはドイツ人ボランティアや当地の日本人医師も参

加しています。日本政府のドイツにおける在留邦人の高齢化社会の実態調査にも協力いたし

ました。  
具体的には毎月 1 度の相談日の実施、折紙グループのボランティア奉仕、イベントなどの活

動プログラム企画に参加、ボランティア人材の動員、また日本人の介護士養成学校研修生の

受け入れも実行しました。「ディアコニー」施設内に日本人ベッドを確保し、在宅介護その

他のサービスを利用しやすい環境作りに取り組みました。施設内で和食の提供も夢ではなく

なっています。 デュッセルドルフ市高齢者審議会とも協力関係をもち、地域社会福祉連合

会(公・民各種社会福祉事業所、教会、行政など重要機関で構成されている組織)に正式加入

し、永住邦人社会 の待遇の改善・優遇についても訴えています。 ドイツ以外にロンドン、

パリ、アムステルダムなどの都市にも在留日本人社会の高齢化、いわゆる「老後の生活保

障」、「高齢化」 と「介護保障」などの問題が顕在化しており、それぞれに支援団体が組

織化されています。「竹の会」はこのような組織とも連携を深めて、具体的には各地の行政

との取り組み・交渉状況などの情報共有も図っています。日本でも高齢化社会についての国

際シンポジウムに講演者を推薦し、情報提供をいたしました。 日独交流 150 周年記念の

2011 年のベルリン大使館での日独功労賞の受賞や 2018 年デュッセルドルフ総領事館からの

日独友好親善団体として功労賞の受賞は草の根交流でスタートした「竹の会」の会員を大い

に勇気づけました。 

 

 

 

 
 
 
 
竹の会、日独功労賞を受賞(2018 年):デュッ セルドルフ総領事公邸にて水内在デュッセルド

ルフ総領事と。  

 
 2020 年、恒例の 5 月の「あじさい祭り」の企画を進めていたところ、コロナ禍によってロ

ックダウンなどで活動が大きく制限されました。「竹の会」の活動は一変しました。厳しい

コロナ禍の規制下で、市中でのマスク不足対策として、会員総出で手ぬぐいの手作りマスク

を作り、介護施設のスタッフ、近隣の高齢者の方々へ提供、あるいは高齢の「竹の会」会員

の孤立を防止するため、必須のスマホ/タブレットの使い方を指導、 医療講演開催やドイツ

語情報によるコロナ感染対策情報、またワクチン接種情報など正しく日本語で迅速に会員へ

伝達するニュースレターを頻繁に発行しています。90 歳の会員同士が初めてスマホを手に



5 
 

し、交信できるようになったというニュースは他の会員をも大いに勇気づけました。今はた

だただ 1 日も 早いコロナ感染の終息を願うばかりです。 

 

 

 

 

 

 
  
デュッセルドルフ市長主催のコロナ禍ボランティア感謝会(2020 年):ガイゼル市長

を囲んで。(郷 土博物館庭園にて)左より榎本(お隣会)、オプハイ(竹の会)、ロンス

ベルク・パイル(折り紙マイスター)、平松(竹の会)、鹿沼(竹の会) 

 
4. 日本の良さ、ドイツの良さ  
一時帰国で日本に帰った時にホッと感じること、それが正に日本の良さではないかと思いま

す。融通無碍の暗黙のルール、寛容さ、無言の中にある阿吽の伝達、人への思いやりとか気

遣い、控えめを美とする文化、列車を待つ人たちの無言の整然さ! 秩序とモラルが社会の

日常生活の中に徹底された姿ではないでしょうか? ある時、私は自分の人生の思い 出をトラ

ンクにつめてお互いに語り合う「日独共同の思い出トランクプ ロジェクト」に参加しまし

た。私とドイツ人がチームとなり、これまでの人生で大切にしてきた思い出の品物をトラン 

クに詰めるというイベ ントです。参加者を前にそれら有形無形の文化を相互に取り出し説

明したり、また聞くことで交流と理解を深めることが出来ました。抽象的な表現になります

が、異なる文化/ 環境の中で暮らした日独の二人が見つけたものは宗教的違いであれ、土地

柄からくるものであれ時の経過とともに祭事があり、人の一生に伴うそれぞれのけじめの行

事などなど。なんとも多くの共通点があったことでした。その後、 このイベントは様々な

組織で紹介され、推奨されています。 日本でのホッとした数週間の滞在が過ぎるとドイツ

が恋しくなります。これは先の日本の良さと表裏一体のもの、ルールで守られている安心

感、言葉にして初めて伝わる明確な世界、個人の主張 行動が尊重され認容される完成され

た社会に魅力を感じるのです。子供の頃から考え、発言する力をつける教育が個性を育て、

それぞれの個で出来上がっている社会の強さがドイツにはあるように思います。社会的には

こうしたそれぞれの違いと良さがあっても自然を愛でる心、先祖を敬う心、人と共に生きる

ことの喜び、人をいたわる気持ち、愛する気持ちなどなど...長くこの地に住めばすむほと

「人」として生きることの喜びが同じなのが嬉しいです。 さらに一言追加が許されるな

ら、グローバルな世界が開けるに従い日本文化研究も進みデジタル公開あるいは展示による

日本再発見をする機会が増えています。改めて歴史の中から日本人が育んできた美術工芸の

センスのよさと高い精神性に感動しています。  
 
 
 
 
 
 

   
思い出トランクプロジェクト(2014 年): ドイツ人のプロジェクト・パー トナー、ロンスベルク・

パイル女史(折 り紙マイスター)とトランク制作作業    

 
 

5. 今後のこと  
コロナ禍で周囲からは労わり、ねぎらいの言葉を聞いて、自分自身が高齢者であることに唖

然とするこの頃です。答えは一つ、安心してこの地で暮らす環境を作ろうと歩んできた「竹

の会」の歴史を次世代に引き継いでいくことです。そして私自身の限られた時間は組織にこ



だわらず国の違い、文化の違いを超えて人と人との交わりの中で互いを理解し、リスペクト

できるような地域活動を続けていければいいなと思います。そしてちょっぴり 80 歳の手習

いもいいかなと...。でも健康体保持が当座の目標です。  
 
 

6. 今後の日独関係の発展に必要なこと、若い人たちへのアドバ

イス  
半世紀に及ぶデュッセルドルフ市との日独友好関係、また千葉県との姉妹都市提携によっ

て、介護現場のスタッフの双方向の人的交換・実習などへ発展していくことを切に願ってい

ます。 当地の日本食ブームは最高潮、どの街に行っても SUSHI と いう文字が、そしてラー

メン屋の前は長蛇の列、アニメがもたらす日本文化に目を見張ります。彼らの関心事がやが

ては市民間の日独友好へと発展している日々を感じます。 若者たちの共通の武器は新しい

ものへの挑戦、未知の世界への夢、そんな夢を日本の青年たちにも持って欲しいと思いす。  
どんな動機でもいい、関心を持つ事、継続と積み重ねが足跡となり必ず人の豊かさになって

いくと信じます。 地球はどんどん狭くなりデジタル化で一瞬のうちに地球の裏側の情報が

得られ、またビジュアルでそこにいる気分にもなれる時代です。でも人の息使いを感じるこ

とはできないのです。若者には世界の人の呼吸を、感性を自分の目で見る機会を求めてほし

い。 挑戦と学びのある日々であってほしい! それは相互理解への第 1 歩であり個の大切さと

自分のルーツを知る事でもあります。  
 

注:「ディアコニー」(Diakonie) :ドイツ連邦で認定された 6 つの社会福祉事業団のつ。高齢者、

青少年、家族、健康、労働分野など社会福祉全域に亘る事業を展開、当該団体はプロテスタント

系であ るが、公益性を重んじ活動は信仰の自由、超国籍、超世代が基本であり、万人に対して

オープン。デュッセルドルフ市内に 2000 人の スタッフと約 1300 人のボランティアを抱えてい

る 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

介護現場には色々な日常がある。訪問介護クライ アントの日常。

介護施設居住者の日常。もちろん、そこで働いている人たちの日常。 
私の知っている様々な日常をつぶやくように書いてみたいと思う。 

 
H氏の朝は、ダージリン紅茶で始まる。決まったレシピで丁寧に入れら
れる。それは正しく「茶事」であった。朝食も決まっていて、ミューズ

リーとコンデンスミルク。簡素だが、彼にとっては最適の朝食だ。お茶が

できあがるまでの時間は血圧測定。朝のルーティン。 
さて、この朝食を含むルーティンを別世帯で暮らす家族が知っているかどうかは疑

問だ。 
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往々にして別世帯家族は生活の細かい決まりごとを知らない場合が多い。 
彼の場合、朝のルーティンに一役買っていたシリアルボールを孫娘が

壊した時の彼の怒りと落胆は、理解されなかった。 
家族にとっては、1つの陶器が割れただけでいくらでも代わりになる入
れ物は食器棚にある。なぜそこまで怒る?  
ところが彼にとっては、明日のルーティンが崩れることが問題なのだ。 
家族仲が良いことと、お互いの生活様式を理解しているかどうかは、一致しないこ

とがある。 
介護は、被介護者の生活を如何に維持するかが大前提にあるので、事前に生活様式

を知っておく必要がある。 
私の職場である介護施設でも新入居者には情報収集のために生活全般についてのア

ンケートを書いてもらう。入居者本人がかけない場合、家族が代筆する。その時、

迷いながら書く人が意外と多い。私も晩年の両親がコーヒーに砂糖とミルクを入れ

ていたかはわからない。 
ある痴呆症専門家が言った。「子供たちは私がトルテリーニが好き

だと思ってる。でも、私がよくトルテリーニを作ったのは子供たち

が好きだったからだ。私が痴呆になったら、子どもたちは私がトル

テリーニが好物だと確実に言うだろう。」 
食の情報アップデートは、いろいろな方向から頑張る必要がありそうだ。 
現在の自分の好みを知ってくれる人を作るというのも、積極的に行なう必要があり

そうだ。（記：Mari） 
 
 

 

 

 

 

在留届が義務で、そしてなんとオンラインで在留届を総領事館や大使館に提出でき

るってご存知? 

•  

     海外転勤になった    海外留学する  海外に永住・長期滞在する

在留届を過去に出したのはいつですか?どき💛もしかしてうん十年前?今成人の子供が生まれたばかりの頃、と

か?汗💧  

在留届がオンラインで出来ますよ♪ 



同居家族状況が変わった（離別、死別、同居家族の転出など）又はそもそもご自身の住所が変更、など、あ

るけどわざわざ総領事館に出向くのは、という理由で『出してない』と言われる方、いるでしょう。でもお一人ではあ

りませんからご安心を。高齢の方は、一人で出向いて色々記入するのが面倒、しんどいと思っていませんか?そん

な日が来ることを想定して、又は日本語苦手と言われるご家族の負担軽減のためにも、今からオンライン在留届

をセットしておくと便利です。 

そもそも在留届は何の為？ 

例えば事故や事件発生時に総領事館から何らかの形で援護活動を要する場合、又はパスポート発行その他

書類発行依頼時の身元確認や、在外選挙登録時などにも使われます。 

オンライン化するメリットは? 

なんと言っても自宅で出来る簡単さ!時間節約。オンライン化すると、住所や連絡先に変更がある場合、お手元

のパソコンや携帯から自分で変更届が出せます。将来的には、在留届がオンライン化されていれば、他の国の様

にその他諸々の書類申請もオンライン化するかもしれません。 

  
オンライン化の方法 

既に在留届をペーパーで出している方でも、そのオンライン化の方法は 2 つあります。 

① 在留届オンライン化に伴う認証コードを取りよせる。まずは在留届をオンライン化したい旨総領事館に
届け出て下さい。 

② 自分で新たに「オンライン在留届」を提出して、その旨を総領事館に連絡する（総領事館でその方の
古い在留届を削除してくれる。） 

 

ここでは私が実施した、オンライン化手続き①についてご説明します。既に書式にて在留届を出していた私は、そ

の古さにびっくりしました。さっそく在留届オンライン化したい旨を総領事館に届けると、手元に 

●『在留届 オンライン化に伴う認証コード』が届く。 
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そこには届け出者氏名、認証コードが書いてあります。 

●オンライン化をお願いしたら、指定したメールアドレスに URL付きメールが届きます。 

注意：この URLは 24時間有効です。（セキュリテイー上長くできない）それを過ぎると、新しい URL が必要

です。   総領事館に再送依頼。 

●そのリンクの指示に従い、認証コード、必要事項を入れてログインすると、パスワードを聞かれます。（自分で

考えて決める。どこかにきちんと控えておいて下さいね） 

●変更事項（私の場合職場や、家族以外の緊急時連絡先などたくさん変更事項がありました） 

再度注意：緊急連絡先は、なるべく同居家族以外の方をお書き下さい。同居家族の方だと一緒に行動してい

ることが多いため、不測の事態が起きる際にはお二人とも同時に巻き込まれており両方連絡がつかない、という

事に成り兼ねない） 

 

○まだ在留届を出していない方又は以前書面での在留届を提出されていた方でも②を行う方は「オンライン在

留届」を利用してご提出ください。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/k_zairyutodoke.html

 

まとめ： 

① 総領事館からメールが来たと安心して 24時間以内にログインすることを忘れてしまい、再送を依頼する

ハプニングはありましたが、手続きはいたって簡単でした。これでもし何か変更がある場合、簡単に自宅

で行えます。パスポート申請する時など折に触れ、在留届の内容を再確認してください。念のためにドイ

ツ人の主人に臨席（学習してもらうために）してもらいましたが、英語に変換できないので結局私一人

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html


で行いました。でも書類の保管場所を決めておく、日本の連絡先も変更したことなどを伝えておけて、よ

かったです。 

② 会員の方からの経験談：会員のお母さんは介護施設にいて、９６才。 

当然 PC等操作出来ないわけで今回この Online在留届を彼女の娘が提出しようとサイトを開けたと

ころ本人以外は提出出来ないと判明。第三者が本人に成りすまして提出すると犯罪になるとの事。 

そこで総領事館に事情説明したところ、９６才のお母さんは以前書面にて在留届を提出していたの

で、娘の提出を認めてくれたとの事。ご参考になさってください。 

もしサポートが必要でしたら、お近くの総領事館、大使館にお問い合わせ下さい。（YFH記） 

 

 
 

 
 

皆様東京よりこんにちは。  

しばらくご無沙汰をしておりましたが、デュッセルドルフでは少しでも昔の日常を取り戻し
始めている様ですね。 

日本は梅雨に入り湿度の多い日々、ムッとした季節でドイツのカラっとしたお天気が懐かし
いこの頃です。 

５月はドイツの白アスパラガスも恋しかった～ 

世界的な物価上昇、こちらも特に野菜や果物がびっくりするほど高く、特に高かった玉ねぎ
は３個で￥４８０なんて日が続いていました！！ リンゴが１個￥１９８、キャベツが￥３
００、キーウィ１個￥１００ こんなに高いと買い物も慎重になりますね！（いずれも消費
税別） 

写真の野菜は近所のマルシェで最近特売だったもの！ 玉ねぎが沢山入って￥１６０ズッキ
ーニが２本で￥１２０ 茄子も３本で￥１６０ これはすごくお買い得でした！ 

 

 

 

町では猛暑のなか誰も歩いていない道路でも皆ちゃんとマスクを着けている、無駄なことで
は・・・ 
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私は人混みでない限り道路ではマスクをしなくなりました。くそ暑い炎天下でマスクをする
なんて息苦しい！ 
昨年１２月２１日にドイツを発って早半年、こんなに長く里帰りをしていたのは今回が初め
て！ 無事にマンションの大修繕工事も５月末に終わったのですが、ウクライナ侵攻のため
に予約していた６月の LH便は４月に欠航のお知らせが来たので、せっかくだからと７月１
７日のフライトに変更をしていました。 

 

それが虫の知らせか運命だったのか・・・・５月は大変悲しい出来事がありました。     

重度の身体障害者で知恵遅れもある４歳年上の姉は、２０１８年からグループホーム入居し
ておりましたが一度も父をそこに連れて行ったことがありませんでした。今年の姉のお誕生
日５月４日、初めて父を連れて行ってお祝いしようと思ったのです。 でも、尋ねてみると
姉は弱弱しくベッドに横になっていて会話もできず・・・私たちは帰宅。  訪問診療の先
生に夕方診察をお願いしたのですがそれよりも救急車で病院に行った方が良いと１時間以上
も離れた某病院に搬送され、その２日後の早朝誰にも看取られず急死してしまいました     

命とはなんとあっけないものなのか！！ ２月末から３週間ネフローゼ症候群や肺炎等で入
院した際は何とか回復して退院。 その後どんどん食欲が落ち元気がなくなっていました
が、まさかこんなに早く逝ってしまうとは今でも悲しくて信じられず混乱しています・・・
もっとやりたいことが沢山有ったろうしデイサービスだって元気になって通いたかっただろ
うと思うとやるせない気持ちでいっぱいです。 

２月に入院する際幻視があり『飛行機が飛んでる』とか『黒い服を着たおじさんがいる』と
かいろんなことを言っていたらしいのですが、黒い服のおじさんは今思うと死神だったのか
も・・・ 

自分の誕生日を待って、その日に初めて父を施設に連れて行ったこと、私が実家にいる間を
選んで逝ってしまったことなど、すべて姉が私のために選んだのかと考えると涙が止まりま
せん。 

まだ自宅にいる頃は、母から厄介者扱いされ、ばい菌と呼ばれていたことや、父はかっとな
るとすぐ暴力をふるい親のいうことを聞かなかったりすると『軍隊精神を叩き込んでや
る！』と不自由な体の姉を蹴飛ばしたり引きずり回したり・・・子供の頃は裸にしてベラン
ダに出したこともあるのです。ここでは書ききれない数々の虐待行為。 

 
もちろんそんな過去のことはすっかり忘れている父・・・・ 

許せない行為に苛立ちはありますが、親には変わりないので、今こんなにボケてしまった父
を介護するにあたり、とても複雑な気持ちで接しています。 

毎日することがなくぼーっと座って過ごす父、ある日『お父さんの楽しいことって何？』と
聞いてみるとケイコが元気にしていることと答えました。またある日『お父さんの一番大切
にしているものは何？』と聞くと、私を指さしました。 これには涙が出ました。 過去に
虐待を繰り返した親でも優しい部分があるのです・・・私が世話をしなくちゃと思いました
が、もう限界です！     をしてもきちんと拭けないから全介助朝は口腔ケアから髭剃り、
朝食後は足の血行をよくするクリームを塗ってマッサージ、発声練習、たまには近所のスー
パーへ一緒に連れて行ったり、朝から晩まで世話に明け暮れ、自分の時間はやっと父の就寝
後。 

ストレスがたまり以前からある耳鳴りがさらに大きくなったり、脊柱管狭窄症になっていた
り、不整脈エトセトラ今ご自分の親の介護をされている方がいらしたら、あまり真剣になら
ずご自身を大切にして下さいね！ 



１～２月はエアコン２機や冷蔵庫が立て続けに故障して買い替え、３０年前の歯科矯正後の
ワイヤーが外れてしまい改めて矯正し直すなど、４カ月に及ぶ大修繕工事に認知症の父の介
護・・姉の急死など精神的にも肉体的にもさらに金銭的にもかなり参った今年の出来事・・ 

 
目まぐるしい日々を送っておりましたが、なんとか父を介護付き有料老人ホームに入れる事
となりました。 特別養護老人ホームも申請を出しましたが、ものすごい人数が入所待ちし
ているので、有料老人ホームをいくつか見学。実家からバスで１５分ほどの場所を選びまし
た・・・結構な金額するのですが、これも姉が『私のお金をつかって早く楽をしてね』と私
に言っている気がします。 姉を虐待した父が姉の世話になるのです・・・なんという皮肉
でしょう・・・昔姉のために取り付けた廊下や浴室の手すり・・当時両親は設置を邪魔だと
猛反対しました。 

後に自分たちが必要になることもわからずに・・・ 姉の高価な介護ベッドだって姉が亡く
なってから父が使い、あんなに酷いことをしておいたくせに、わかっているの？！と言いた
いです 

そして姉が昨年新調した高価な車いすも今父が使っています。

 

私は一度 DUSに帰りますが、それはもう DUSを引き払うため・・・半年も誰もいないアパ
ートに家賃を払い続けていましたが、コロナ禍で仕事も減り、この先経済的なことを考える
と夫と別居をして日本で生活したほうが良いと思いました。（夫は仕事でほとんど帰らない
ので１年以上あっていません ）もう人生の半分以上やりたいことをやってきて、今後の
『私の人生の使命』を考えたとき、日本で犬猫達の保護活動をやりたい！！ 日本の動物愛
護はドイツに比べるととても劣っているので何とか力になりたいと。 

そしてたまにはドイツに帰り美味しい白アスパラガスを食べたいです！！ 

 
６月２５日、３５℃という猛暑の中、姉の納骨式を無事に終えました。父も行きたいと言い
ましたが、あんな猛暑に車いすを押してお寺に行くなんて私が倒れちゃうので家に置いてい
きましたよ。 

とても悲しいはずなのにじりじり照り返す炎天下、心の中では早く終われと叫んでいまし
た！ 

何もかも私に頼りきりの父、毎日何もせずボーっと座ったまま会話と言えば、『はい』『な
い』『まだ』位・・ 

イライラも限界で『ばーか』『何やってんのよ、あほ！』と陰で罵声を浴びせ続ける毎日。
ひどい娘ですよね！ 

心臓が痛いし早く楽にならなければと思うようになりました。 あともう少しの辛抱です！ 

 

６月２８日、この日は父を介護付き老人ホームに連れて行った日。 

この日に施設に入所することを父にはあえて言っていませんでした。 朝、１１時３５分に
は家を出るからねというメモをテーブルに置いて朝食・・・ 『どこに行くの？』とも聞か
ずにいた父、車いすを押して介護タクシーに乗せても一言もしゃべらず、大きな荷物や床ず
れ防止のマットレスも積み込んだのに、何も聞かない父・・・ 
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きっと朝から今日は施設に入所させられるのだと悟っていたのかもしれません。入口で抗原
検査の為しばらく外で待たされたけど、『ここはどこ？何しに来たの？』とも言いませんで
した。 これには余計に辛かった！ 

その後無事に陰性で中には入れたけど、父はそのままヘルパーさんに居室に連れて行かれ私
は会議室で書類のチェックに。 元気でねとお別れの言葉もかけられませんでしたし、父の
後姿を見送ることもできませんでした。 

３日間は居室で隔離だそうで、７月１日から皆さんと食堂でお食事がとれるそうです。 後
ろ髪をひかれ何かいけないことをしてしまったという気持ちと、これでよかったのだという
気持ち！ 

今後は施設で同じ年頃の皆さんと楽しく（父は人づきあいが苦手）健康で過ごしてほしい。
時々は会いに行くからね！    

７月１日姉の相続手続きの為、どうしても父直筆の委任状が必要で施設を訪れました。 

３日間隔離されていたせいか、２８日着させた同じ服をまだ着ていました。マスクを取った
ら髭も剃ってもらっていません・・・隔離中だから仕方がなかったのかもしれませんが、な
んだかやるせなく父がとても可哀そうになりました・・・ 

コロナ禍で面会は予約が必要で１回３０分！ ドイツに帰る前に３回予約をしようと電話を
したら 2週間に 1度にしてください！と言われてしまいました。自由に会えないと思うと自
然に涙がこぼれ、１７日以降数か月会えないから、我がままですが何とか３回面会できない
かお願いしたところ、いろいろと言い訳をされ２年も会いに来ていないご家族もいるし、面
会は１日３組に制限しており、他のご家族も来れるようにしているので、１回しか予約をと
れないと言われました。 

それでも何とかお願いし、DUSに帰るまで３回予約を入れました。 

今ペットロスならずお父さんロスで寂しい毎日を送っています・・・・ 

施設に入所する何日も前から父は自分の運命を感じていたのだと思うと、なんで毎日あんな
にいらいらして汚い言葉を発していたのだと思うと、涙が止まらず後悔しています。 

一度 DUSに帰らなければならないことや自分の健康を害してまで介護をすることはないとわ
かっているものの父はきっと私とずっと自分の家で過ごしたかっただろうと思うだけで、と
てもつらいです。 

 
２か月前に姉を亡くし、今は父が施設に入所し、なんというか心にぽっかりと大きな穴が開
いてしまいどうしようもない気持ちなり、今まで父のためにしっかり食事を作っていたけど
自分一人のためにわざわざ火を通した料理をしなくなってしまいました・・・じゃあ何を食
べているの？ 簡単に済ませています。 

家の中がガラ～ンとして本当に寂しいです。 

今まで勝手な を最後までお読みいただきありがとうございました。 

DUSに帰りましたらぜひまた皆様にお会いできますことを楽しみにしております。 

DUSのアパートを引き払うに際し、沢山のものを処分いたしますのでまた告知させて頂きま
す。 

７月４日ケイコベルガー 



 
 
 

 

 
寄り合い Cafe へどうぞ！

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsdigest よりの複写 

 

無料だった抗原検査が６月３０日以降一件につき 

EUR 3.00となります！ 

 

Lauterbach保健相（社会民主党・SPD）は６月２４日の記者会見で、これまで無料で提供さ
れてきた新型コロナウイルスの抗原検査（シュネルテスト）を６月３０日以降有料化するこ
とを発表した。６月２４日付けの公共放送 ARD等が報じた。Lauterbach 保健相は有料化の理
由として, 無料の検査を継続するためには、連邦政府が月平均１０億ユーロを負担しなけれ
ばならないと説明。今後は一件の検査につき３ユーロを徴収し、実費の９．５０ユーロの内
６．５ユーロを連邦政府が負担する。 

一方で、５歳以下の子供や妊娠初期の妊婦、基礎疾患などを理由にワクチンをうけることが
出来ない人たち、病院や介護施設の訪問者などに対しては、今後も無料検査を適用するとし
ている。コンサートやイベントの前、プライベートで高齢者等ハイリスクグループを訪問す
る際などは有料扱いとなる。 

  
 
 

竹の今後の活動 

Covic test 新規則 
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七夕まつり 

７月８日
（金）
12:00-17:00 
 
まだまだ皆様からのボランティアを募集しています！ 

皆様の沢山のご参加をお待ちしています。 

日本人学校と竹コアとの合同コーラスがあります！ 

皆様ご一緒に唄いましょう！！ 

 
 
竹の会の皆さん、既に本年は残念ながら過去恒例だったあじさい祭りは、コロナ規制の為中止と
なったのはお知らせしましたよね。その代り、今年はまた、七夕祭りを開催します。その際に皆
さんにお願いしたいのが、ボランテイア！日頃何か人の役に立つことや日独文化
交流、会の活動に参加したいな、と思っている皆さん。そんな気持ち、そしてち
ょっとしたお手伝いが、このドイツデユッセルドルフ地域での七夕まつり開催、
文化理解の成功へと導きます。皆さんがこの地で周りの方々に理解を得られなが
ら安心して過ごせる環境づくりの一環なのです。 
でも何したらいいの？私で役に立つの?力仕事は困るなあ?と思ったあなた👉 大
丈夫です。 
下記の通りボランテイア項目を挙げてみました。お好きなものを選んでくださ
い。 
7月 8日軽食の寄付    多ければ多いほどよし、大歓迎    収益はウクライナの方への人道
支援に寄付いたします。 



7月 7日 15時からバザー物品の受け取りと整理 3名 
7月 8日午前 10時から 12時まで会場にて事前準備      3名 
（ケーキを切ったり、軽食の受け取り、軽食提出者へのボンの配布など） 
7月 8日１２時から 14時まで バザー販売担当     １名 
7月 8日 14時から終了時まで バザー販売担当      １名 
7月 8日 12時から 14時まで軽食喫茶で皿分けし販売     ２名 
7月 8日 14時から終了時まで軽食喫茶で皿分けし販売     ２名 
7月 8日 12時から 14時まで食器洗い     １名 
7月 8日 14時から終了時まで食器洗い      １名 
7月 8日 12時から 14時まで折り紙      １名 
7月 8日 14時から終了時まで折り紙      １名 
7月 8日終了後あとかたづけ     ５名 
（机やいすの搬入、バザー残留品の片付け、ボン清算など） 
7月 8日 10時から終了まで オールラウンダー （なんでも係） ２名  
ボランテイアの方々には 4枚のボンが無料配布されます。 

ご連絡は：wardhani.s@web.de (Frühwein宛て) 
 
 
 

 

     募集！募集！ 
             竹のお知らせ編集委員 

          ホームページ記事制作係り（ブログ等） 
 
     皆さんで一緒に作業しましょう！！    

     経験は問いません！アイデア募集！！ 
 
  お問い合わせは：Frühwein (wardhani.s@web.de) 
 

  竹の会 

www.takenokai.de 
 

  

  

mailto:wardhani.s@web.de

