対談企画第４回
田中：自分自身が先輩の背中を見て学んだことが多
：自分自身が先輩の背中を見て学んだことが多
かった
かったので、自分も新入職員の方や若いスタッフの
自分も新入職員の方や若いスタッフの
見本となれるように
見本となれるように普段の
の言動には気を付けてい
言動には気を付けてい
ます。
ます。口でね、いくら
いくら言っても伝わらないこともあ
言っても伝わらないこともあ
ると思う
ると思うので、自分が率先して
自分が率先して
自分が率先して動いて、
、その姿勢を
姿勢を
見てもらうよう
もらうように
に心がけています。
心がけています。
角：田中主任とは、
：田中主任とは、以前
：田中主任とは、
4 階で一緒になり、今は 3

ケアヴィラ宝塚広報委員会では、働いているスタッフ
ケアヴィラ宝塚広報委員会では、働いているスタッフに広報委員会のメン
広報委員会のメン
バーがインタビュー
バーがインタビューし、仕事に対する思いや心構え、またプライベートな
し、仕事に対する思いや心構え、またプライベートな
どの素顔に迫る対談企画を行なっています。
今回はゲスト様と身近に接するスタッフにお話を伺いま
今回はゲスト様と身近に接するスタッフにお話を伺いました。
対談企画第
対談企画 4 回目は、
回目は、ケアスタッフの代表
ケアスタッフの代表
ケアスタッフの代表・
・田中大樹（たなかだいき）
田中大樹（たなかだいき）
介護部主任です。
介護
です。ざっくばらんな
ざっくばらんな
ざっくばらんなインタビュー
インタビューの様子
様子をお届けします！
お届けします！

階で一緒にお仕事させてもらっています。
階で一緒にお仕事させてもらっています
もらっています 僕も 9 年
目なので、見本にならんとあかんのですけども･･･

田中：
：そうやで、
、皆が見てるからね（笑）
皆が見てるからね（笑）
角：（笑）最初は、田中主任や、
（笑）最初は、田中主任や、4 階の内田副主任
の背中を見て色々教わりました。
まして僕は 180 度違う職種からこの介護職に入り、
ほんとに右も左もわからないところからはじめた

ので、
、田中主任のきびきびとした動きは当時から尊
敬のまなざしで追っていました。今も変わらず尊敬

してます。
田中 大樹（たなか
大樹（
だいき）

田中：いやいや。よう言うわ。角さん
田中：いやいや。よう言うわ。角さんのような中堅
のような中堅

角：これまでに田中主任が影響を受けた人や尊敬す

昭和 59 年生まれ

と僕らベテランが若いスタッフを上手に引っ張っ

る人はいますか？

ていかないといけないね。

田中：尊敬というかね、影響を受けたのは、
影響 を受けたのは、先輩も、
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後輩も、誰か一人というわけではないかな。
後輩も、誰か一人というわけではないかな。自分と
自分と

ケアヴィラ宝塚勤務
ケアヴィラ宝塚勤務

タイプの違うスタッフには「こういう違った見方が

介護福祉士取得

できるんやな」と気付かされたりも
できるんやな」と気付かされたり もするので、やっ
するので、やっ

平成 24 年 4 月〜 介護部リーダー

ぱり一緒に働いているメンバーや、過去に一緒に働

平成 26 年 1 月〜 介護部副主任

いたメンバーみんなかな。

平成 27 年 4 月〜 介護部主任
介護部

良いところもあれば、悪いところもね、良いところ

を
を歴任

は真似をしないといけないし、悪いところは反面教

平成 22 年 5 月

師じゃないけど自分も襟を正すきっかけ
なった
師じゃないけど自分も襟を正すきっかけになった
りするので。なのでみんな、周りのみんなに支えら
。なのでみんな、周りのみんなに支えら
り
れてたり、補い合ってたりするのかなと思います。

角記者（以下、角）
角記者（以下、角）：
：田中介護主任はケアヴィラ宝
田中介護主任はケアヴィラ宝

角：僕もそうです
：僕もそうです。ゲスト様とお話するのが大好き
ゲスト様とお話するのが大好き

塚開設当初より、介護士として勤務されており、今

で、たまにおやじギャグを交えながら
で、たまにおやじギャグを交えながら（笑）おしゃ
おしゃ

年で１６年目になられるん
年で１６年目になられるんですね。

べりしている
べりしている時の何気ないひと言が嬉し
何気ないひと言が嬉し いですね。
何気ないひと言が嬉しいですね

田中主任(以下
田中
以下、田中)：そうですね
：そうですね
：そうですね、早いもんで
早いもんで
ね・・・
角：長く勤めておられますが、仕事をするうえでや
りがいを感じる瞬間はどんな時ですか？
田中：やっぱりゲスト様の笑顔を見た時、退所され

ＰＨＯＴＯ
ＰＨＯＴＯ：

る時に「さみしいわあ・・また来るね」っていう、

角：田中主任は、介護部リーダー、副主任を経て、

様子です。
中央
中央：取材中。
取材中。リラックス
リラックスした様子です。

さりげないひと言をもらった時、ありきたりな言葉

現在は介護部主任を務めておられます。

楽しみました。
右上
右上：華道クラブ
：華道クラブを一緒に
一緒に楽しみました

じゃない心のこもった
じゃない のこもった生の声を聞いた時が一番嬉
生の声を聞いた時が一番嬉

介護部主任として
主任としての心構えや、
心構えや、気を
気をつけていること
つけていること

しいなあと感じます。

はありますか
ありますか？

談笑！！
右下
右下：オリンピックを鑑賞しながら
：オリンピックを鑑賞しながら
：オリンピックを鑑賞しながら談笑

角：プライベートでは、５歳の息子さんのパパでも
角：プライベートでは、５歳の息子さんのパパでも
：プライベートでは、５歳の息子さんのパパでもあります
あります。普段忙しくされてますが、オンと
。普段忙しくされてますが、オンと
オフの切り替え方について、どのように気分転換をされていますか？
オフの切り替え方について、どのように気分転換をされていますか？
田中：最近、釣りをね、子供と。
田中：最近、釣りをね、子供と。
角：わあ、そうなんですね。いいこと
角：わあ、そうなんですね。いいこと
：わあ、そうなんですね。いいこと聞いた。
。
田中：コロナ禍
田中 コロナ禍なので人
人が多く集まる場所
集まる場所は避けて
避けて、サビキ
、サビキ釣りをね
ね。釣りざお持って公園行っ
持って公園行っ
て楽しんでます。
て楽しんでます。角さんも釣り好き
角さんも釣り好き
角さんも釣り好きやんね。
角：やっぱり釣りっていうのは、糸たらしててね、フッと糸を引く瞬間、そのタイミングの面白
さっていうのがね、はまっちゃうとね、
さっていうのがね、はまっちゃうとね、やめるにやめられなくなります（笑）
やめるにやめられなくなります（笑）

角：
：開設当初より、スタッフとして携わってこられ
開設当初より、スタッフとして携わってこられ

角：
：最後に、施設として、伸ばしていきたい点や改
最後に、施設として、伸ばしていきたい点や改

た田中主任だからこそ感じる、ケアヴィラ宝塚のア

善点などあれば教えて下さい。

ピールポイントを教えて下さい。

田中：やっぱり、コロナ禍っていうところで、何に

田中
田中：ケアヴィラのヴィラっていうのは、言い換え
ケアヴィラのヴィラっていうのは、言い換え

対してもコロナっ
対してもコロナってでてくると思う。
てでてくると思う。コロナがある

れば別荘で、おもてなしの気持ちを持ったケアを目

から何もできないっていうのではなくて、そんな中

指すという意味が込められてて。
指すという意味が込められてて。その
その名のとおり
名のとおり、

でも何ができるかっていうのを考えていかないと

おもてなしの気持ちを持ったスタッフが集まって

いけないし、もしかしたら、今の状況が普通になっ

いると思ってます。完璧かと言われるとそうではな

ていくかもしれないしね。

いかもしれないけれど、そこは理想としてスタッフ

どれだけ、ゲスト様に楽しい気持ちで過ごしてもら

みんなが意識していきたいと思う。あと、よく

えるかを一番に考えてケアに努めていきたいと思

「ワンランク上の老健を目指しなさい」と言われて

います。
（取材日：令和３年７月２３日）
（取材日
年７月２３日）

いて、プロとしてそうありたいと思ってます。

角：ご家庭での過ごし方はどのようにされていますか？
角 ご家庭での過ごし方はどのようにされていますか？
田中：最近ね、料理を作るようになって。
角：ほおお～。
田中：外食ができなくなってるから、どうしてもね。
角：そういえば、
角：そういえば、3 年前位に田中主任と宝塚インター近くの王将でバッタリ会いましたね。
田中：あの時はね、全然料理しなかったけど、最近するようになりました。
角：レパートリーはどんなのがありますか？
田中：クックパッドで調べて作ってる。嫁がいたら作って
田中：クックパッドで調べて作ってる。嫁がいたら作ってくれるから、自分
から、自分 1 人の時に夕食を作
ってるねん。週 3 回くらいは作ってるかな。味は
回くらいは作ってるかな。味は･･･まあ自信
まあ自信ないけど（笑）
ないけど（笑）
角：さ・し・す・せ・そ！これだけの調味料があればできます！！
角 さ・し・す・せ・そ！これだけの調味料があればできます！！
田中：おおお～～～
田中：おおお～～～。

ＰＨＯＴＯ：

角：麻婆豆腐は
角：麻婆豆腐は素から豆板醤入れて、あと、焼き飯、焼きそば、焼きうどんなんかは醤油ベース
素から豆板醤入れて、あと、焼き飯、焼きそば、焼きうどんなんかは醤油ベース

エントランスホール、
左：
：ケアヴィラ
ケアヴィラ宝塚エントランスホール、

で、隠し味でね、ウスターソースを入れるんです。
田中：ほおおお
田中：ほおおお。
角：オススメです。ちょっと余談ですけど（笑）田中主任のオススメは？
角 オススメです。ちょっと余談ですけど（笑）田中主任のオススメは？

正面玄関にて。
右：
：ケアヴィラ
ケアヴィラ宝塚 1 階庭園
庭園にて。
気合いのグータッチ
グータッチ！
！

～対談を終えて
～対談を終えて～
田中主任とは同じフロアで
業務にあたっているのでお互い
田中主任とは同じフロアで業務にあたっているのでお互い
気恥ずかしさもありましたが、田中主任の実直
垣間
田中主任の実直な人柄が垣間
意外な一面も聞き出せたと思い
聞き出せたと思い
見れ、また、普段は聞けない
は聞けない意外な一面
ます。私自身が少し喋り過ぎましたが（笑）そして
ます。私自身が少し喋り過ぎましたが（
やはり開
そしてやはり

田中：揚げ物
田中：揚げ物かな。から揚げとか。
から揚げとか。
から揚げとか。基本的に自分が食べたい物を作ります。
自分が食べたい物を作ります。

からのスタッフということで、「ケアヴィラ
が深
設当初からのスタッフということで、
「ケアヴィラ愛」が深

角：コロナの影響で外出できなくなって、でも、新しい
角：コロナの影響で外出できなくなって、でも、新しい
の影響で外出できなくなって、でも、新しい趣味
趣味ができましたね。
ができましたね。

かったです！
かったです

階ケアスタッフ
３階ケアスタッフ

角 和正

