
んで「ギュ～ンビュ～ン」とロック

ギターをかき鳴らすとたいていのス

トレスは消え去ります（妻は「やか

ましい！」と怒りますが…）。

そして週に1回は無我の境地で墨

をすり、筆を持って書道教室に通っ

ています。

一体ワタシは何者？　唄ってスマ

ッシュを打って、筆を持つケアマネ

ジャー？？

私が元気でなければ事業所のメン

バーの士気にも影響しますし、何よ

り利用者を前向きの気持ちにさせる

ことができないと思っています。

5時に退勤するために早朝出勤す

ることも多々ありますが、それでも

仕事以外にやりたいことがたくさん

あって充実した生活を送っていま

す。もしかしたら私は奈良県で一番

元気のあるケアマネジャーかもしれ

ません（笑）。

仕事が特効薬だと
気づきました
（神奈川県　とらさん　59歳）

30年間仕事ひとすじ。疲れてし

まったとき、これまでいろいろ試し

ました。疲労回復剤…おいしい食事

…旅行…買い物…スポーツ…映画鑑

賞…。けれど、結局のところ、仕事

の疲れは仕事でとるのが一番だと気

がつきました。行き詰まりから逃れ

ようとしても逃れられないのです。

気分を変えるため旅行に出かけて

も、再び職場に戻ると、現実に引き

戻されてしまいます。

困難な場面やつもり積もった仕事

の山から逃げ出さず、1つずつ先輩

や同僚にアドバイスを受け、そのな

かで自分自身が判断して解決してい

くこと。その喜びが私にとって一番

の疲労回復特効薬です。
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いるので、家族に「これから入浴し

ます！」って宣言して、入浴剤を入

れ、濡らしてもいい本や雑誌の類を

持ち込んで、お風呂にこもります。

音はなし。ドアの向こうからもれて

くる生活音、窓の外からの音、水滴

が落ちる「ピチョン、ポトン」の音

で私は充分。だいたい2時間くらい

入っていますね。それから寝る。た

っぷり寝る。

そして、草むしりです。だいたい

疲れてるときは腰もツラいから、外

から見えないように腰痛ベルトをし

て帽子、薄いゴム手袋に軍手重ねて、

カマを持って、モリモリ草むしり。

体力、気力がばっちり回復したら、

やっと人と話せるようになって、明

るい笑顔再開です！！

チョコレートで
パワーアップ
（静岡県　ひまわり　49歳）

なんといってもチョコレートで

す。アーモンドチョコを食べるとグ

～ンと力が出てきます。あとは仲間

との会話と利用者さんの笑顔。どん

なに疲れていても利用者さんの笑顔

をみると、やる気が出ます。もうこ

れはある意味“ビョーキ”かもしれ

ません。

お風呂に
こもります
（神奈川県　波奈　53歳）

まずお風呂。疲れたときは、人と

話すのも話を聞くのもイヤになって

映画を一気鑑賞で
気分転換
（東京都　ケンジさん　36歳）

気分の入れ替えが必要だと思った

ら、休日にウチでひたすら映画の

DVDを観ます。多いときは1日に

4～5本まとめて観てしまうことも

あります。ジャンルはこだわりませ

んが、日常のしがらみを忘れさせて

くれるものがいいですね。アクショ

ンものや歴史ものなどなど。映画館

で観る映画もいいんですが、居間の

ソファに寝そべって昼間からビール

片手にのんびり観るのが最高のぜい

たくだと思っています。そこで、こ

の休日ライフをさらに充実させるた

め、奮発して先日大画面液晶テレビ

を買いました。なかなかグッドです。

5月号の
★募集テーマ

から

これで地デジ対策も完璧です。

今年の夏には長年付き合った彼女

との結婚を控えているので、こんな

だらけた休日を送ることができるの

も今だけかと思うとちょっと名残惜

しいかも？

やりたいことが
ありすぎて…
（奈良県　ドグマチール　47歳）

居宅介護支援事業所の管理者を務

める主任ケアマネです。忙しさに脳

が沸騰することも多々あります。そ

んなときはさっさと5時で仕事を切

り上げ、卓球をします。理解ある事

業所が職員のストレス発散のために

卓球台を購入してくれたのです。併

設事業所に好敵手がおり、1時間ほ

ど汗がポトポト落ちるまでプレイし

ます。

その後帰宅し、冷たいビールを飲

仕事に疲れ
たときの

特効薬、教
えてくださ

い

がんばりすぎて仕事に疲れてしまうこと、ありますよね。今月はみなさんそれぞれのリフレッシュ方法を紹

介してもらいました。目立ったのは、ウチに帰って家族と過ごすという人。いまだ結婚できない我が身にし

みるご意見です…。
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帰りに行っています。コミュ

ニケーションにもなり、人間

関係がとても良くなります。

時間がある限り継続していき

たいと思っています。

ユーザ名：544538

カラオケボックスに幼なじ

み（仕事がケアマネ以外の人）

と行って、大声で歌を歌いま

くっています。スッとした後

は、スーパー銭湯で汗を流し

て、ゆっくり体を休めます。

疲れたときは、とにかく違う

生活スタイルの人と接するよ

う心掛けています。

ユーザ名：smail again

ストレスを癒してくれるの

は、酒（笑）ですね。業務を

終えて自宅に帰り、主婦に戻

って夕食を作りながら飲むビ

ールは最高です！ 要するにキ

ッチンドランカーってことか

な？ けど、今日1日頑張った

自分へのごほうびがあっても

いいですよね。

CMOユーザ名：0818

ネット上の川柳コーナーに

句を落としています。愚痴を

句にヘ～ンシン！後は土いじ

り。ガーデニングというより

無心に雑草抜きです。地味で

すが頭がからっぽになります。

カッコよくいえば大地効果？

ユーザ名：mitsukocm

立場上普段は、常に冷静で

いないといけませんが、お酒

も飲めず、賭け事もしません。

ムシャクシャしたときはゲー

ムセンターで、思いっきり遊

びます。クレーンゲームで景

品がとれず、かえってストレ

スが溜まる場合もありますが、

大きなぬいぐるみをゲットし

た時は、胸がすっきりします。

ユーザ名：yuzuyuzucha

ケアマネって精神的に疲れ

ますよね。そういう時には好

きなことをするのがイチバン

です。私の場合、DVDを観

たり、美味しいものを食べま

す。一番いいのは、すぐに寝

ることです。ぐっすり寝ると、

翌朝には疲れが取れて、また

頑張ろうという気持ちになっ

ています。

ユーザ名：tokatoka

自宅のすぐ近くにスポーツ

クラブがあり、行ける時は必

ず通っています。スタジオで

ダンスやエアロビクス、ヨガ

などをしていると、集中でき

るので、仕事のことも忘れら

れます。好きなレッスンに出

るため仕事を必死に片付ける

ようになり、効率アップした

かも！？

Q

ユーザ名：printemps

特効薬？ そんなの決まって

ます。ダーリンの優しい言葉

と元気な子どもの声です。仕

事を離れて、家族と過ごす時

間で癒されています。子ども

も、もう独り立ちまであと数

年。それからはどうしましょ

う。孫の子守ですかねぇ…

ユーザ名：kmkmkm

事業所内では孤独な1人ケ

アマネ。行き詰まっても優し

く声をかけてくれる同僚はい

ません。孤独を生かし、私が

パソコンに向かって何をして

いても気づかない他部門の皆

様横目にケアマネサイトを読

みあさります。同業者のコメ

ントに、「みんな大変ね～」と

他人事のように同情し、「私は

ましな方」と自分を慰め…。

自分より大変な人を見つける

となぜか心が落ち着く私です。

ユーザ名：2872000746

愛犬ルーパス（♂7歳）と散

歩に行ったり、グチを聞いて

もらってストレス解消してい

ます。人に愚痴ったりしたら、

とんでもないところでウワサ

話になったりして大変だけど、

我が家の愛犬は、口がカタい

ですからね。

ユーザ名：straker

人間関係でクサクサした気

分を吹っ飛ばすためには、子ど

も（小3）と真剣に会話し、思

いっきり遊びます。公園でキャ

ッチボールをしながら、学校

での出来事や友達の話などを

聞いていると「こいつも結構

苦労しているんだなぁ！」と考

えさせられ、「自分も頑張らな

きゃなぁ」と思わされます。

ユーザ名：163

バイクでボーっとしながら、

1人マイペースで走っていま

す。気を遣う相手もいないし、

知らない街並み、景色を眺め

て大満足！ バイクは風を感じ

て走ることができるから、車

で走るのとは別の世界が広が

りますよ。

ユーザ名：me-kako

気分転換には、仕事と関係

ない世界にハマることで切り

替えができますよね！ 私の趣

味は某Jリーグチームの応援

で、行けるときにはスタジア

ムに行き、行けないときには

テレビで応援しまくります。

勝ったときは最高ですが、負

けるとよけいストレスが増す

のは困りものですね。

ユーザ名：mokamama

たばこ……って言いたいと

ころですが、禁煙が広がる今

のご時世、職場では肩身が狭

くて隠れタバコです。以前、

現場に出ていたときは、移動

中にコーヒーとたばこさえあ

ればリラックスできていまし

た。今はデスクワークなので、

チョコレートとコーヒーかな？

ユーザ名：sunsun

水泳です。何もかも忘れて、

ひたすら泳ぐと人魚になった

気分になれます。男ですが…

（笑）。
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できることって、ふだんの生活では

あまりないですよね。頂上に着く頃

には気分も一新、すっかりリフレッ

シュしています。

ただ、登山客が多すぎる山は困り

ますね。先日、久しぶりに高尾山に

行ってきましたが、あまりの人の多

さにびっくり。海外の観光ガイドに

取り上げられたそうで、急に訪れる

人が増えたとか。やっぱり山は静か

なほうがいいです。

笑う機会を
自分でつくります
（鳥取県　ミサさん　35歳）

私の一番の特効薬は笑うことで

す。心の底から笑うことができると

落ち込んでいた気分も吹き飛んで、

心がなんとなく軽くなります。笑う

門に福…とはよく言ったものです。

とはいえ、心の底から笑うのってけ

っこう難しいですよね。仕事では作

り笑いをしなければならないことが

多いんですが…。

最近笑ってないなあ、と感じたら、

気の合う友達を誘って食事に行った

りして、笑う機会を自分から作るよ

うにしています。

ユーザ名：majorin

幸いにも相談できる同僚・

仲間がいるので、1人で抱え

込まず、一緒にお弁当を食べ

ながら話をします。困難事例

についても、週1回のミーテ

ィングで相談して解決策を検

討し、協力し合っています。

うまく解決したときにはお祝

いとして美味しいケーキを買

ってきて、皆で喜びを分かち

合います。

ユーザ名：okinosima

ウグイスの声を背中に聞き

ながら（猫の額ほどの狭い面

積ですが）、畑仕事をします。

種をまいて収穫の時のわくわ

くした気持ちを想像しながら

農作業していると、気持ちも

自然とリフレッシュします。

ユーザ名：totoro

仕事の愚痴を誰かに言って

も、なかなか理解してもらえ

ないと思います。そんな私の

ストレス発散法は、有給をと

って1人でぶらりと知らない

土地を散策すること。旅先で

の出来事は新たな自分の発見

にもつながり、明日の元気に

なっています。知らない名物

料理との出会いも楽しいしね。

ユーザ名：ja1dim

スプラウト類、つまりカイ

ワレの種を買ってきて育てて

います。やり方は簡単。小皿

で湿らせたキッチンペーパー

の上に種を蒔いて2～3日。

暗い所に置いておくと、驚く

位すっごく芽が伸びてきます。

1週間もすると食べられます。

成長が早いのがミソです。仕

事で辛い毎日ですが、カイワ

レのように真っ直ぐ育ちたい

ですね。

ユーザ名：saga

疲れがたまったときは近場

の温泉に同僚、後輩達と仕事

仕事に疲れ
たときの

特効薬、教
えてくださ

い

5月号の
★ 募集テーマ

から

登山で
頭をカラッポに
（埼玉県　masakoさん　47歳）

登山をオススメします。専用の道

具が必要になる本格的な登山じゃな

くても充分気分転換になると思いま

すよ。山の楽しみ方は人それぞれで

すが、私が好きなのは上を目指して

歩いているときです。アタマをカラ

ッポにしてただひたすら歩く、歩く

…。何も考えずに一つのことに没頭


