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消費税増税の見送りに伴う
社会保障費の厳しさへの覚悟を

消費税増額を再延長するとの記事を読み、複雑な思い
をしています。消費者である一国民としては、ありがたい。
しかし、社会福祉法人「旭川荘」を運営する立場では、危
機感を抱かざるをえません。
現在、社会保障給付費（年金、医療、介護）116.8兆

円のうち、保険料等でまかなえる部分は、64.8兆円にとど
まっています。年々増加する費用の4割以上を税金や国
債に依存している中で消費税アップに期待できないとする
と、どうなるのでしょうか。
25年余続いた景気低迷を打破するためのアベノミクス

は、三本の矢を用意しました。第一の矢「金融緩和」と第
二の矢「財政出動」により、約50兆円の公的資金が市場
に供給され、大企業等の収益は改善をみました。しかし
中小零細企業そして全国民にまで行き渡るところには至っ

ていません。
第三の矢の「成長戦略」による企業の活性化と景気回
復に期待が集まります。もしその効果が現れないときには、
社会保障費そして福祉現場は、今以上に厳しい対応を迫
られると、覚悟しなければなりません。
よりよい支援を提供するという責務を果たしつつ、運営
の効率化、人件費のバランスの適正化などをいかに図っ
ていくか。経営面での適確な舵取りが厳しく問われようと
しています。そのことを自覚し、一層努力していきたいと
考えています。

理事長 末光 茂

馬伊里元上海市民政局長が旭川荘を訪問
元上海市民政局長の馬伊里さんが6月10日、旭川荘

ま い り

を訪れ、末光茂理事長や板野美佐子顧問らと旧交を温
めました。
馬さんが旭川荘を訪れるのは7年ぶり。「昨年の江草

安彦先生の「お別
れの会」には職務の
ため参加できず悔し
い思いをしたが、公
職を退いたのを機に
真っ先に旭川荘に
駆けつけた。旭川
荘は私の人生の基
礎となり、世界の福
祉事情を知る拠点
となった。尊敬する
先生方と今後も友
好関係を続けたい」

と話しました。同行したご子息夫妻とともに末光理事長ら
と談笑し、旭川荘の見学やトモニーでの食事など、懐かし
い時間を過ごしました。
馬さんは平成7年に初めて旭川荘を訪れ、翌年にかけ

て合計9カ月間の研修を受講。その後、上海市の要職を
歴任する中で旭川荘との人材交流に尽力しました。

末光理事長にプレゼントを渡す馬さん

ご子息が幼少期に江草先生に贈った絵と数十年ぶりに対面

ご子息夫妻とともに昔話に花を咲かせる
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高梁市川上医療センターの創立20周年記念式典が6
月23日、同市川上総合学習センターで開かれ、同市や
旭川荘の関係者、地元住民ら約120人が節目の年を祝
いました。
同センターは「福祉のまちづくり」を掲げた旧川上町が、

故江草安彦先生の支援を得て、平成9年に川上診療所、
訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、ヘル
パーステーションで構成する複合型施設として整備。12
年には敷地内に介護老人保健施設ひだまり苑を開設。
16年9月からは旭川荘が指定管理者となり、高齢化と過
疎が進む中山間地域の地域包括
ケアの拠点として、外来と在宅医
療に重点を置いた保健・医療・福
祉サービスを提供しています。
式典で末光茂理事長が「医療・
福祉をとりまく環境は厳しさを増し
ているが、今後も住民本位のかけ
がえのない役割を果たし、全国の
モデルとして輝き続けたい」とあい

さつ。長年にわたって活動を続けるボランティア5人と勤
続10年以上の臨時職員10人に感謝状が贈られました。
また、3月に「医療功労賞」全国表彰を受けた同セン
ターの菅原英次所長が「川上方式」と呼ばれる同センター
の地域包括ケアシステムが高く評価されたことを報告。
「住民のみなさんと協働し、時代の要請に応えるための改
革を怠らず前進を続けたい」と述べました。

高梁市川上医療センター創立20周年
関係者約120人集い記念式典

知的障害者の認知症に関するセミナーが6月2日、旭
川児童院の多目的ホールで開催され、荘職員ら約50人
が参加しました。
このセミナーは「成人知的障害者での認知症の早期発
見と支援を考える」をテーマに旭川荘総合研究所が主催
したもので、平成21年から先行的に研究を進める国立の
ぞみの園の状況について、聖学院大学人間福祉学部の
木下大生准教授と、同園の志賀利一研究部長が講演し
ました。
木下先生は知的障害者は比較的早期に高確率で認知

症を発症し、特にダウン症の人では60歳代で75%が発
症するという研究もあると指摘しました。その上で、知的
障害の場合は発症に気づきにくいため、20～25歳の能力
の高い時期にベースラインを設定してその低下を検証す
ることが有効であり、検証ツールであるイギリスの
「DSQIID」の日本語訳を同園のホームページに掲載した
ことを紹介しました。あわせて、高齢期の住環境の変化
はできる限り避けた方がいいとも指摘しました。
志賀先生は同園における研究経過を時系列的に報告

しました。その中でイギリスの診断・治療の手引書の日本
語訳版をホームページに掲載したことや、認
知症を発症しても急激な能力低下を伴わな
いケースも多いことが分かったことを紹介し
ました。一方、同園は重度知的障害者を対
象としており、中・軽度者の研究はできてい
ないことも付言しました。
参加者らの関心も高く、終了後は両先生

の前に質問の列ができていました。
旭川荘でも知的障害者の高齢化が喫緊

の課題となっており、これまでも「障害高齢者
の支援に関する勉強会」などを組織してきま
したが、今後さらに総合研究所の桑野良三
先生を中心に研究を深めていく予定です。

総合研究所 知的障害者の認知症セミナー開催

講演に聴き入る参加者

多くの地元関係者が参加した高梁市川上医療センター創立20周年式典

あいさつする末光理事長
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筑波大学大学院の山海嘉之教授（岡山市出身）が開
発した「ロボットスーツHAL」が5月から旭川荘厚生専門
学院の授業にお目見えしました。同学院と竜ノ口寮が、
HALを製造・販売するサイバーダイン社（茨城県つくば
市）と1台分のレンタル契約（5年間）を結んで共同使用す
るもので、教育と介護の現場で有効活用します。
導入したのは介護する人が腰に装着する「HAL介護

支援用」。身体を動かそうとす
るときに皮膚表面に現れる生体
電位信号を読み取って使用者
の動きをサポートするもので、
ベッドから車いすへの移乗など
では腰の筋肉や関節にかかる
負荷が軽減されるそうです。
HALを使った最初の授業は
5月11日に吉井川キャンパスで
あり、介護福祉学科の1、2年生
約60人が参加。HALの特長
を学んだ後、学生が装着して

約20キロの重りを持ち上げたり、ベッドから車いすへの移
乗介助の動作を体験したりして、効果を確かめました。
同学院では昨年10月に山海教授の講演会を企画。

「ロボットスーツという最先端の技術に触れることで、介護
の仕事に明るい未来を感じてもらいたい」と教育活動への
導入を決めました。介護福祉学科の学生全員が授業の
中で装着を体験するほか、看護、児童福祉学科の特別
授業やオープンキャンパスでも活用する計画です。
一方、竜ノ口寮では5月下旬にHALが配備されました。

講習を受けた職員3人が装着し、移乗や体位交換など介
護の場面に応じたアシストレベル（補助量）を探りながら試
用を重ねています。
齋藤七七重介護課長によると、特に効果を実感するの

がおしめ交換時。「中腰の作業は腰への負担が大きいが、
アシストレベルを調節し
て使うと背後から腰を軽
く引っ張ってくれるような
感覚があり、驚くほど楽に
できる」と話します。
今後、寮内で講習会

を開いてHALを扱える
介護スタッフを増やすと
ともに、効果的な使い方
について職員間で情報
共有し、「（サイバーダイ
ン社へ）使用感や要望など介護現場の生の声を届けた
い」（齋藤課長）としています。
このほか旭川敬老園でも本年度中にHAL介護支援
用を導入することを検討しています。

約20キロの重りを軽 と々持ち上
げる学生＝厚生専門学院吉井

川キャンパス

教育＆介護現場にロボットスーツHAL 導入
厚生専門学院、竜ノ口寮が共同使用

第9回「後楽の森と川パークマーケット」が6月5日に石
山公園（岡山市北区石関町）で開催され、旭川荘から吉
備ワークホームやあおば、かえで寮など6施設が合同で
出店。日用雑貨や食品など約300点のオリジナル製品を

販売しました。
このイベン

トは、NPO法
人ENNOVA

エ ン ノ バ

OKAYAMA
が主催した
もので、旭
川荘は昨年
4月に続き2

回目の参加です。
前夜から雨が降るあいにくの天気でしたが、イベント開

始と同時に若者や家族連れが
続 と々来場。いづみ寮の鳥を
モチーフにした陶製ブローチや
コーヒーカップが女性客の人気
を集めていました。
また、わかば寮がアソートタ
イプのおからスティック、望の
丘ワークセンターがネーブルオ
レンジマーマレードを新たに販
売。おからスティックは試食も
行い、広く来場者にPRしました。

後楽の森と川パークマーケット 石山公園に荘内6施設が出店

中腰の作業も楽にこなせる＝竜ノ口寮

にぎわいをみせた旭川荘のブース 人気を集めたいづみ寮の陶製品

ベッドからストレッチャーへ移乗。見守る学生も興味津々
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竜ノ口寮利用者も参加
ボッチャ普及へ協会組織

中四国の選手ら招き初の交流会

岡山県ボッチャ協会主催の「第1回岡山県ボッチャ交流
会と体験会」が5月1日、岡山市障害者体育センター（同
市北区二日市町）で行われ、岡山、鳥取、香川、徳島、
高知の5県から選手や家族、学生ボランティアら約30人
が参加しました。
プレーしたのは竜ノ口寮の利用者3人をはじめ、支援学
校の生徒や大学生、会社員ら計11人。ボッチャは初体
験という川崎医療短期大学の学生7人も選手と対戦し親
睦を深めました。高知から参加した30代の男性は「大会
では同じオープン立位クラスの選手としか対戦しないが、
今回は車いす利用者とも交流できて楽しかった。若い人
にも挑戦してほしい」と期待を寄せています。

竜ノ口寮の利用者で、岡山県ボッチャ協会会長の杉
本正治さんは「まだマイナースポーツだが、誰とでも真剣
勝負できるところがボッチャの魅力。今後も交流会を重
ねて競技人口を増やしていきたい」と意気込んでいます。

ボッチャクラブから協会へ

旭川荘では竜ノ口寮が平成18年にボッチャを日中活
動として導入。20年には杉本さんの呼びかけで同寮と吉
備ワークホーム、支援学校の生徒などの愛好者とともに
「岡山ボッチャクラブ」を立ち上げました。以来、練習会
や小学校での交流会などを通して競技のPRに努めてきま
した。

しかし他施設との交流
試合や県レベルの大会
を運営するには、審判や
介助のできるスタッフな
ど多くのサポートが欠か
せず、組織強化が課題
となっています。4年後
には東京パラリンピック
が開催されることから、よ
り多くの人にボッチャを
知ってもらおうと2年前に
「岡山県ボッチャ協会」を

設立して杉本さんが会長に就任。民間企業を退職後、
ボッチャクラブの支援に関わっていた寺 壽栄さんを今
春、事務局長に迎えました。
事務局の体制が整ったことで岡山県障害者スポーツ協

会や日本ボッチャ協会ともスムーズな連携が可能になり、
東京パラリンピックにつながる予選会を岡山市（ジップア
リーナ岡山）でも開催でき
ることになりました。
自身も日本ボッチャ協

会公認上級審判員の資格
を持つ寺 さんは「岡山
で活躍できる審判員の養
成がこれからの課題。支
援学校や障害者施設に勤
務する人、ボッチャに興味
がある人はぜひ8月の講
習会に参加して欲しい」と
話しています。

県内外の選手らが参加した「交流会と体験会」

ランプス（勾配具）を操作して選手の
投球をサポート

学生ボランティアの介助を受け
投球する選手

特集

誰もが一緒に楽しめる ユニバーサルスポーツ「ボッチャ」―。パラリンピックの正式種目
でもあるこの競技は、4年後の東京大会を控え、国内でも関心が高まっています。平成26
年3月には、竜ノ口寮に事務局を置く「岡山ボッチャクラブ」のメンバーが参加して「岡山県
ボッチャ協会」を組織。2年の準備期間を経て、今年5月に県内外の選手が参加する初の
交流会を開催しました。さらに、8月には第1回審判員養成講習会を計画するなど一般への
普及に向けて活動を始めています。 （広報委員 藤原講平）

受講者募集！8／21に審判講習会
岡山県ボッチャ協会は8月21日、旭川荘厚生専

門学院リズム棟で第1回審判員養成講習会を開催
します。希望者は7月22日までに、県障害者スポー
ツ協会のホームぺージから要綱などをダウンロード
してお申し込みください。
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ODAドッグスクール（岡山市東区益野）による「犬との
お だ

ふれあい活動」が5月31日、ひらた旭川荘相談棟の講堂
で行われ、ひらた旭川荘通園センターの利用者8人が参

加しました。
訪れたのは同スクー

ル代表の小田兼司さん
をはじめ、訓練を受けた
トイプードルやコリーなど
6頭と飼い主3人。飼い
主が「触ってみて。怒ら
ないから大丈夫だよ」と
呼びかけると、利用者
は犬を抱いたり撫でたり
して笑顔に。中には大
きな犬と対面し、目を大
きくして驚く人もいました。
約30分のふれあいの間、

飼い主とスタッフからも笑い声が聞こえ、会場は和やか
な雰囲気に包まれていました。最後はジャックラッセルテ
リア1頭が輪くぐりやボール拾いの芸を披露。小田さんの
「ハウス」の合図でケージに入り、自分でドアを閉める
ユーモアあふれるパフォーマンスもありました。
この交流は、同センターの家族会が「子どもたちに犬と
ふれあう活動を提供できないか」と提案したことがきっか
け。平成10年5月からボランティアでくわのみどりの家
（岡山市中区桑野）を訪問していた小田さんにお願いし、
25年9月より年に1、2回開催しています。

親子で参加していた景山高貴さんの母・俊枝さんは
「犬と触れあった日は息子も緊張がほぐれリラックスした
表情を見せてくれる。来てくださりありがたい」と感謝。
初回からこの活動を見てきた三宅めぐみ主任は「家族や
スタッフ以外と関わる機会が少ない利用者にとって、犬
を通じてボランティアの方と交流できることも貴重な体験
になっている」と言います。

同センターによると、これまでに登録している利用者
24人全員が交代で犬とのふれあい活動を体験。家族
からも「次回が待ち遠しい」と好評で、大人気の活動に
なっています。
小田さんは「重い障害がある利用者さんの反応は分か

りにくいが、犬の動きを目で追ったり、家族からお子さん
が喜んでいることを聞いたりするとうれしい。呼んでくだ
さるかぎり訪問を続けたい」と話しています。

ひらた通園の利用者、犬とふれあい笑顔に
ODAドッグスクールがボランティアで活動

みどり学園の家族参観日を6月11日に開催しました。
園児と保護者ら約50人が出席。クラスごとに分かれ

て運動遊びや制作活動を行いました。みどり学園で取り
組んでいる「人とやりとりする力」「課題に取り組む力」「身

の回りのことを行う力」につい
て、子どもたちは遊びや課
題を通してそれぞれに力を
発揮。家族らと一緒に過ご
す時間を楽しみながら、い
つも以上にいきいきと元気な
姿を見せてくれました。
参観した保護者からは

「成長が感じられてとてもう
れしい」という声を数多く聞く
ことができました。また、きょ
うだいの参加もあり、たくさん
の笑顔や歓声にあふれたに
ぎやかな一日になりました。

みどり学園で家族参観日 園児らいきいき力発揮

家族と職員（右）の前で木琴を演奏する園児

制作活動の様子

ひらた旭川荘相談棟の講堂で行われた「犬とのふれあい活動」

スタッフに抱えられ犬にまたがる利用者
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アジのムニエル カラフルソース掛け
旬の魚をさっぱりと

季節を問わず食べられるアジ。その旬は5月から7月で、一番
脂がのって旨味があるといわれています。アジにはナイアシン、
各種ビタミン、たんぱく質など、身体に必要な栄養素が豊富に含
まれていて、夏野菜との相性も抜群です。今回は暑い季節にさっ
ぱりと食べられて、見た目にもカラフルな一品にアレンジ。給食で
も人気のメニューです。 （フーズセンター 倉橋百合子）

カラフルソースには、なす、
きゅうり、ズッキーニなども良く
合います。歯ごたえを楽しみ
たいなら大きめに、より食べや
すくするならみじん切りにする
など、切り方もお好みで。

ワン
ONEPOINT

ポイント

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：126kcal
たんぱく質：13.2g

塩分：1.3g
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〈作り方〉
①1cm角に切った野菜を耐熱ボウルに入れて、電子レンジで2分間加熱する。
②☆の調味料を①に入れ、よく混ぜ合わせてカラフルソースを作る。
③アジは白ワインをかけて10分程置いてから、塩・胡椒し、小麦粉を薄くつける。
④熱したフライパンに油を引く、アジの両面を焼く。
⑤皿にアジを盛り付け、カラフルソースをかける。

○材料（4人分）
アジ（3枚おろし） 中2尾
白ワイン（料理酒） 小さじ1
塩・胡椒 各小さじ1/2
小麦粉 大さじ1
オリーブ油（サラダ油） 大さじ1/2

カラフルソース
玉ねぎ 中1/2個
ピーマン 小1個
パプリカ（赤・黄）各1/4個
レモン汁 小さじ2
米酢 大さじ1
砂糖 大さじ11/2
しょうゆ 小さじ1/2
塩・胡椒 少々

☆

兼
献

献
牽
献
献

験

夏の健康管理に役立てて
カバヤ食品より清涼菓子寄贈
カバヤ食品株式会社（岡山市北区御津野々口）より5月
31日、同社の清涼菓子「塩分チャージタブレッツ」（個包
装約30個入り）を1,000袋寄贈していただきました。
この日、同社の森純一総務部長らが旭川荘を訪問。

「塩分チャージタブレッツ」の特長や商品開発の経緯などを

紹介し「利用者
の皆さん、職員
の皆さんの健康
管理に役立てて
ください」と話し
ました。矢野有
哉事務局長は
「暑い時期を迎
えるので大変あ
りがたい。各施
設に配り有効に活用させていただきます」とお礼を述べ、
施設を代表して旭川荘療育・医療センターの堀野宏樹副
院長と愛育寮の小林由典寮長が商品を受け取りました。
同社によると「塩分チャージタブレッツ」は発汗によって

失われる体内の塩分を素早く補給するのに適しており、
「口の中ですぐに溶けるので、気軽に食べてもらえる。水
分補給の際に2、3粒味わってほしい」（森総務部長）と話
しています。商品を寄贈するカバヤ食品の森総務部長（写真左）
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塩分チャージタブレッツ



岡山南ロータリークラ
ブの皆さんによる清掃
奉仕活動が、5月22
日に祇園地区で行わ
れました。
第21回目の今年は、

ナカシマプロペラなど
会員企業のほか、旭
川荘の職員を含め約

800人が参加。同クラブの小松原正吉会長が「旭川荘がき
れいになると、我々の心もきれいになる。美しくなって帰りま
しょう」とあいさつすると、参加者は竹ぼうきや熊手を持ち、
一斉に作業を開始。草刈機や高所作業車も活躍し、広い
敷地が見違えるようにきれいになりました。
また同日、ひらた旭
川荘でも今年で20回
目となる枝の伐採作
業が行われました。
今回は中電工の50人
に加えて、木村建築
設計事務所から3人
の参加があり、体育館
や隣接する健康づくり
財団南側の樹林、かえで寮中庭の枝の伐採作業を行いま
した。枝を打ったことで体育館南側が明るくなりました。
ご協力いただきました皆さん、ありがとうございました。
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後楽の森と川パークマーケットでは旭川荘のことを知ら
ない人に、写真・作品展では毎年の買い物を心待ちにさ
れている多くの人にお会いしました。また、ボッチャに関心
が高まりつつあることや、犬やボランティアとの交流が重い
障害のある人たちにとても喜ばれていることを知りました。
今後も取材をする中で、いろいろな方と
の出会いを楽しみにしています。

（広報委員 藤原講平）

編集後記

岡山南RCなど
春の清掃奉仕を実施

7月
1日～8月31日 アートギャラリー移動展（中国銀行本店）…旭川荘アートギャラリー

9日 夏まつり…………………………南愛媛療育センター
21日ひらた旭川荘盆踊り大会………ひらた旭川荘

納涼祭…………………………かわかみ療護園
24日 清掃ボランティア（草刈り） ……旭川荘家族会
28日 第36回夏まつり旭川荘 ………旭川荘
☆ 七夕～各施設

開催中 アートギャラリー移動展（みずほ証券岡山支店）

1日 親子ふれあい夏まつり…………津島児童学院
3～6日 平川家庭学校…………………旭川学園
6日 オープンキャンパス ……………旭川荘厚生専門学院
10日 納涼会…………………………吉備ワークホーム
18日 小学生福祉体験バス…………旭川荘
20日 AO入試 ………………………旭川荘厚生専門学院
27日 星空サマーコンサート …………ひらた旭川荘
30日ビアガーデン風バイキング ……かわかみ療護園
☆ 夏季休暇～各施設

8月

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

「第30回旭川荘写真・作品展」が6月14日から17日まで
の4日間、川崎医科大学附属病院（倉敷市松島）で開催さ
れました。
今回のテーマは「創る、働く、笑顔」。会場には利用者が
木工製品をていねいに磨く作業風景や、仲間とともに流しそ
うめんを楽しむ様子を写した写真38点を展示。荘内11施
設で作られた手工芸品や菓子など約1,000点が並びました。

開催初日は、正午前後に病院スタッフや見舞い客らが
次 と々来場。らっきょうやラスク、スノーボールクッキー
（ラズベリー味）が早々に完売するなど盛況でした。食品
のほか、結び織マットやイノシシ革のアイテムなどもよく売
れ、初日だけで昨年実績の5割に迫る売り上げを記録しま
した。
今回は、会場の一角に岡山県立大学デザイン学部の学
生が考案し、松風寮の利用者が制作した「動物の置物」と

「鍋敷きにもな
るコースター」
を展示。動物
の置物を見て
いた女性は「障
害のある方の
作品に力をもら
い、病気の自
分にも希望が
湧きました」と話
していました。

第30回旭川荘写真・作品展
川崎医科大学附属病院で開催

買い物客が次 と々訪れた初日の会場

県立大生と利用者が共同で制作した
動物の置物（手前）と鍋敷きにもなるコースター（奥）

中島櫻の周辺を清掃する岡山南RCの皆さん

ひらたでは高所作業車で高枝を伐採


