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後戻りは許されません

7月26日に、神奈川県相模原市の障害者支援施設で
多数の利用者が殺傷されました。亡くなられた方々への
哀悼の思いとともに、療養中の方々の早期の回復をお祈り
します。
当日夕刻、旭川荘としては臨時の理事会を開き、地域

に開かれた施設としての基本方針はしっかり守りつつ、あ
わせて防犯対策面での強化を図ることを確認しました。
国でも防犯対策等に関する検討委員会を設置し、秋に

は方針を示すことになりました。
その結果をじっとして待つのでなく、今できることはして
おかねばなりません。刺股や催涙スプレーなど、設備の
充実と使用訓練等を県警の協力を得ながら実施すること
にしました。
事件の真相解明を待たねばなりませんが、少なくとも

「重い障害のある人は不幸を作ることしかできない」「自分
が障害者の生命を断つことが、日本と世界のためになる」
との容疑者の考えに、共感する日本人はいないでしょう。
旭川荘の理念とも相容れません。
旭川荘では、重症心身障害の人たちが精一杯生きる

姿に家族や職員はもちろん、ボランティアの方 も々励まさ
れてきました。
この人たちが施設から地域に出て、インクルーシブな
生活を送れるように願い、取り組んできた歩みを止め、
後戻りすることは許されませんし、むしろ強固なものにす
るよう求められています。ただし、無防備であってはなり
ません。
職員としては、利用者の生命を守り、かつ地域に開か

れた営みを今まで以上に努める覚悟を願います。

理事長 末光 茂

重症心身障害児者の防災テーマに研修会
重症心身障害児者と家族の防
災等に関する研修会が8月5日、
旭川荘療育・医療センターで開催
され、障害児者や家族、旭川荘関
係者など約100人が参加しました。
研修会は、旭川荘と岡山県重
症心身障害児（者）を守る会が共
催。日本重症心身障害学会の副
会長の田中総一郎先生を

講師として招き、二部構成で行われました。
第一部のテーマは「重症心身障害児者と家族

の防災」。東日本大震災発生時に宮城県の拓桃
医療療育センターに勤務していた田中先生は、
障害者の死亡率が健常者の2倍にのぼり特に身
体障害者の犠牲者が多かったこと、人工呼吸器
の電源や医薬品の確保が大変だったことなどに
触れ、家庭用の発電機や手動式の吸引ポンプな
ど、備えておくと役立つ物品を紹介しました。また、
福祉避難所がほとんど利用されなかったというア
ンケート調査結果をもとに、普段から地域の中で
顔の見える関係づくりを行い、避難体制を整えて
おくことの重要性を説明しました。
第二部は「生まれてきてよかったと思える支援体制づく

り」。田中先生は、小中学校で「いのちの授業」を行って
いる経験も踏まえ、障害のある子どもであっても、両親や

子ども自身が自己肯定感を持てるような医療体制・社会
体制が必要であると指摘。通院や在宅療養に伴う苦労
を軽減できるように、医療機関と地域が一体となって支援
体制を作ることが大切であるとしました。
研修会を企画した児童院通園センターの羽原史恭副

所長は「少しでも在宅障害児者の支えになりたいと思い、
田中先生をお呼びしました。今後私たちも必要な支援体
制を整備したい」と話しています。

講演する田中先生

障害児者や家族ら約100人が参加した研修会



ASAHIGAWASOU DAYORI 2016.9.1 218号
3

相模原市の障害者施設で起きた利用者殺傷事件を受
け、たかはし松風寮で8月5日、不審者への対応訓練が行
われました。
高梁警察署と松風寮、松山ワークセンターなど旭川荘の

関係者ら計約40人が参加。かわかみ療護園、望の丘
ワークセンターの職員も見学に訪れました。
訓練は刃物を持った不審な男が施設に押しかけてきた

―との想定で実施。署員扮する男に職員が声を掛け、用
件を尋ねるなど応対。寮内への立ち入りを断ると、逆上し

た男が隠し持っていたナイ
フを振りかざしたため、非
常事態発生を事務室に連
絡、110番通報しました。
この間に男性職員5人が
ほうきや刺股を使って男の
動きを封じ、駆け付けた署
員が現行犯逮捕しました。
このほか、利用者を安

全な場所に避難誘導する手順についても確認。署員によ

る刺股の使い方や護身術の講習もありました。
訓練後、冨岡康人署長は「落ち着いて上手に対応でき

た。万一の事態に備えて、常日ごろから訓練を続けてほし
い」と講評しました。

また、8月18
日にはいづみ寮
でも訓練が実施
され、近隣施設
の職員らとともに、
不審者役の岡
山西警察署員
を刺股などで取

り押さえる方法を習得。この日はいんべ通園センターでも
同様の訓練が行われました。
旭川荘では今回の事件を受け、見知らぬ人への声掛け

や夜間の門扉閉鎖・出入り口の施錠などの「緊急安全管理
対応」を荘内全施設に通知。各施設に刺股、催涙スプ
レーなどを配備することにしています。

松風寮で不審者侵入の対応訓練
いづみ寮、いんべ通園でも

刺股を使って不審者（奥）を押さえ込む
松風寮の職員

刺股を手に不審者（右）をけん制する職員＝いづみ寮

ひらたの杜 で野外活動を体験する「プレーパークIN
ひらた旭川荘」が8月18日、地域の学童クラブの子どもた
ちを招いて初めて開催されました。
この活動は「地域の子どもたちにひらた旭川荘をもっと
身近に感じてもらおう」とひらた旭川荘の将来像検討委員
会のメンバーが企画。西っ子クラブの児童47人をはじめ
職員、ボランティアなど合わせて約80人が参加しました。
子どもたちは職員と一緒に林の中にロープを張って簡易

アスレチックを作り、ターザンロープに挑戦したり、綱渡りで
タイムを競ったり、ハンモックに乗ったりして遊びました。ま
た、小グループに分かれてペットボトルロケットを制作。

実際に飛ばし
て飛距離を競
いました。
昼食は竹炭

を燃料にかま
どでご飯を炊
き、野菜の皮

をむいて大鍋でカレーを煮込みました。屋外で食べるカ
レーは好評で、「おかわり」の声が飛び交いました。
さらに子どもたちは、この日あった「ひらたの市」に学童ク
ラブで作った作品を並べた店を出し、買い物に来た利用
者や地域の人たちとの交流を楽しみました。

「プレーパークINひらた旭川荘」初開催
地域の子どもたちが野外活動体験

ペットボトルロケットを発射

「第5回旭川荘小学生福祉体験バス」を8月18日に開
催。子どもたち13人と保護者ら計24人が参加し、共催
の下電観光バスで来荘しました。
知的障害のある利用者たちが働く「アトリエ夢工房」の
織工房を訪れた子どもたちは、結び織りやはた織りに挑戦。
利用者に手を添えてもらいながら毛糸を結んだり、織り機
に糸を通して動かしたり、真剣
な表情で取り組みました。
竜ノ口寮では重度の身体
障害がある利用者と「ボッチャ」
や「卓球バレー」で対戦。ゲー
ム後には車いすを清掃するボ
ランティア活動も行い、「ありが
とう」と声を掛け合いました。
午後は旭川敬老園で厚生
専門学院の教員から車いす操
作のコツを教わり、段差の乗り
越え方などを体験。高齢者が家庭的な雰囲気で暮らす
ユニットケアの居室や、リフト付き浴槽などを見学したほか、
福祉用具を使った介助方法を学びました。
修了証を受け取った子どもたちは「障害者はいろいろな

ことができると知りました」「町で車いすの人を見かけたら
手伝いたい」と感想を話しました。

第5回福祉体験バス
小学生親子ら24人が参加

車いす清掃で竜ノ口寮の
利用者と触れ合う親子
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夜店やアトラクション 5500人が満喫
熊本地震被災者へ募金 早期復興願う花火も
「第36回夏まつり旭川荘」が7月28日に祇園本部で開
かれ、利用者や家族、ボランティア、地域の人たち約
5500人が花火や夜店など夏の夜を満喫しました。
岡山市消防音楽隊のファンファーレで開幕。音楽隊の
演奏に合わせてカラーガードが華麗なフラッグ演技を披
露。地元の愛好グループによる和太鼓演奏や獅子舞な
どのアトラクションもあり、詰め掛けた観客を魅了しました。

やぐらの周りには地元踊り連の先導で盆踊りの輪が広が
り、利用者も飛び入り参加。周囲の人たちとペアになって
踊り、笑顔で握手を交わすなど触れ合いの場面も見られ
ました。
会場には施設や家族会、地域の人たちが出店する夜

店が並び、たこ焼きやフランクフルト、綿菓子などを求め
て長い行列ができていました。
フィナーレは600発の打ち上げ花火。夜空に大輪の花
が次 と々広がり、観客から大きな歓声が上がりました。

今回の「夏まつり旭川荘」では熊本地震で被災された
方々を支援するため、本部テントに募金箱を置いて協力
を呼び掛けました。また、被災地の早期復興を願うメッ
セージを花火に付けて打ち上げました。

やぐらを囲んで盆踊りを楽しむ参加者

綿菓子にフランクフルト、たこ焼き…など夜店も大にぎわい

夜空を焦がす打ち上げ花火。
被災地の早期復興を願いました

岡山市消防音楽隊カラーガードによるフラッグ演技

地域の人たちが盆踊りを先導。利用者も踊りの輪に

ま り旭 川 荘



岡山操山中より手作りうちわの寄贈
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デイサービス敬老園の夏祭りが8月15日から19日ま
での5日間にわたって開催され、利用者が祭り気分を味
わいました。
初日は利用者約20人が参加。最初に手作りのやぐら

の前で法被を着て記念撮影。職員有志が元気よくソーラ
ン節を披露すると、利用者も網を引っ張る動作を真似たり、
手を叩いたりして楽しみました。

「宝釣り」ゲームでは、それぞ
れ釣ざおを手に真剣な表情で挑
戦。海の生き物など「夏」のイラ
ストが描かれた お宝 を釣り上
げると満面の笑みを浮かべ、賞
品のうちわと交換していました。
最後に「炭坑節」の曲がかかる

と、会場いっぱいに盆踊りの輪が
広がり、周囲で見物する人も鳴

子を鳴らして雰囲気を盛り上げました。車いすで踊りに参
加した女性利用者は「祭りの前には婦人会の仲間とよく練
習をした。当時を思い出し、若返った気分です」と嬉しそ
うに話していました。

踊りやゲームでにぎわい デイサービス敬老園

お宝 を釣り上げ笑顔に

夏まつり旭川荘を前に7月25日、県立岡山操山中学校
（岡山市中区浜）の生徒のみなさんから手作りのうちわを
360枚いただきました。寄贈は一昨年から始まり、今年で
3回目になります。
うちわは、同校の課外活動「SOZAN国際塾」のボラン
ティアチームが全校生徒に協力を呼びかけて製作。片面
は「祭」の文字が多彩な色で塗られており、反対面には花
火や砂浜など夏をイメージしたものや、祭をテーマにうさ
ぎが太鼓を叩いているイラストなどがありました。
この日は、引率の梶谷忠則教諭とボランティアチームの
生徒ら計4人が来荘。夏まつり旭川荘副実行委員長の

矢野有哉事務局
長らにうちわを手
渡しました。同
チームのキャプ
テンで3年生の
池田雅子さんが
「祭りの中で楽し
く使ってください」
と話すと、矢野局長は「心のこもったプレゼントに感謝しま
す。利用者の方も喜んでくれると思います」とお礼を述べ
ました。

提灯の下で盆踊りを楽しむ参加者

うちわを手渡す操山中の生徒代表（左2人）

「夏祭り2016inデイセンターあかしや」が8月25日に行
われ、利用者16人全員が参加しました。

最初に行わ
れたのは、夏
遊びの定番
「スイカ割り」。
職員が声援
を送る中、利
用者が交代
で手作りの棒
を力いっぱい
振り下ろして

スイカを割ると、
会場から歓声が
沸き起こりました。
また、屋外の

ウッドデッキでは
職員が焼きそば
や焼き鳥、焼きト
ウモロコシといっ
た屋台メニューを
作って振る舞い、利用者からも「おいしい」と大好評でした。
その後は利用者の昔の写真をスライド上映したほか、
お菓子釣りや輪投げなどのゲーム大会で盛り上がりました。

屋台メニューにスイカ割りも デイセンターあかしや

盛り上がった「スイカ割り」

屋外で屋台メニューを作る職員

岡山操山中より手作りうちわの寄贈 ま り旭 川 荘



わかくさ学園の子どもたちが、ボランティアの協力を得
て、6年前からほぼ毎月1回のペースで園芸活動に取り
組んでいます。本年度は夏野菜の苗の種まきに始まり、
6月は田植え、夏休みの前には収穫した野菜を使って調
理も体験。子どもたちの間に食への関心が芽生え、積極
的に人と関わるようになるなどの成長が見られるようです。
ボランティアで訪れているのは、NPO法人岡山園芸福
祉普及協会（岡山市北区中山下）の会員有志。「園芸福
祉」とは、花や野菜を育てて、みんなで幸せになることを
目指す活動で、同協会では地域の病院や老人ホームな
どさまざまな場所で幅広い年代の人たちと植物の栽培を
通じて交流しています。
訪問のきっかけは、同協会の一般向け研修会に参加し

た同学園栄養士の藤井順子さんが、子どもたちへの食育
と野菜づくりのノウハウについて協会にアドバイスを求めた
ことから。平成22年7月より訪問が始まりました。
最初のころは参加する子どもは数人でしたが、翌年か

ら園芸活動のほかに、畑で獲れた野菜を味わう「収穫
祭」（調理と会食）を
開催したところ参加
者が急増し、その後
の活動も軌道に乗っ
てきたそうです。
現在は2、8月以

外の毎月第3土曜
日に協会のメンバー
5、6人が来園し、活
動をサポート。わか
くさ学園の畑には春
に収穫を迎えるイチ
ゴに、キュウリやトマ

トなどの夏野菜、ゴボウ、サツマイモが次 と々実り、子ども
たちを喜ばせています。
取材に訪れた6月18日には中高生8人が田植えを行い

ました。最初は素足に触れるヌルヌルとした泥の感触に
はしゃいでいた子どもたちも、協会メンバーのアドバイス
を受け、水田に張った紐に沿って約1000本の苗を丁寧に
植えていました。
また7月16日には子どもたち7人が協会の女性メン
バーと一緒に、6月の活動の際に収穫した野菜を使って
40人分のカレーとポテトサラダを作りました。参加した松
木美咲さん（17歳）は「野菜を同じ大きさに切るのは難し
いけれど、出来上がりを想像すると楽しくなる」と笑顔。料
理の完成後、他の子どもたちも集まり、全員でにぎやかに
会食しました。

「野菜の栽培や調理を体験することで、『自分で作った
から食べてみる』と嫌いだった野菜を口にするようになっ
た子もいる。近所の畑で『あの野菜の名前は？』と聞いて
くれたことも嬉しかった」と藤井栄養士。支援担当の職員
によると、メンバーとの交流によって、子どもたちにも「人
の話をきちんと聞いて取り組むようになった」「自分から積
極的に話しかける場面も増えた」「長時間集中して作業が
できるようになった」などの成長が見られるといいます。
同協会の西村清理事長は「人は土や植物に直接触れ

ることで心が和み、生活に張りも出てくる」と園芸の効果
を紹介。また、子どもたちに対して「共に汗を流し、働く喜

びを感じてもらえたら」と期待を寄せて
います。
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収穫したジャガイモはポテトサラダに＝7月16日

田植えの前にジャガイモを収穫＝6月18日

わかくさ学園 ボランティアと園芸活動
交流通し子どもたちも成長

協会メンバーのアドバイスを受け、田植えをする子どもたち＝6月18日



桑野の地

旭旭川荘管理栄養士のいきいき健康レシ旭川荘管理栄養士のいきいき健康レシピ
RECIPE

33

ポークカレー
隠し味で栄養強化！旭川荘伝統の味

子どもも大人も大好きなカレー。給食でも人気メニューの1
つです。旭川荘のカレーは昔から「きな粉」を隠し味として使っ
ています。大豆は畑のたんぱく質といわれて栄養豊富ですが、
料理に使うには炒ったり、下煮したりする手間がかかります。そ
こで「きな粉」の登場です。下処理もいらず、料理に混ぜれば、
咀嚼の難しい人でも手軽に栄養強化できます。ぜひご家庭で
もお試しください。 （フーズセンター 山口倫子）

今回はなすを使いましたが、具
材は秋野菜などお好みのもので。
カレーの味をまろやかにしてくれる
スキムミルクはカルシウムなどのミ
ネラルを多く含んでいます。シ
チューに入れたり、コーヒーフレッ
シュの代わりにしたりとさまざまな料
理に活用できます。

ワン
ONEPOINT

ポイント
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○材料（4人分）
豚肉 160g
じゃがいも 中1個
玉ねぎ 中1/2個
なす 中1/2本
にんじん 中5cm

サラダ油 小さじ1
水 600cc
市販のカレールー 80g
ウスターソース 大さじ1
ケチャップ 大さじ1
きな粉 大さじ3
スキムミルク 大さじ3

☆
兼
牽
験
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「くわのみどりの家」（岡山ふれあいセンター）がある岡
山市中区桑野は、すぐ南に児島湾、東に百間川、西は旭
川に囲まれ、用水が網の目のように巡る海抜20㎝という地
域です。この地はかつて、東の吉井川と西の旭川によっ
てできた広大な潟がある遠浅の海でした。
江戸時代になり政治が安定すると各藩は新田開発に力

を注ぐようになりました。桑野の一帯も干拓によってできた
土地で、元禄4年（1691年）に備前岡山藩主池田綱政が
藩士の津田永忠に命じ、元禄6年（1693年）に沖新田が
完成。潮止め堤防をつくり排水することで、大がかりな埋
め立てをしなくても広大な土地が得られるのと、倉安川や
祇園用水などから水を得る方法があったことが沖新田開
発の理由となったようです。
しかし、もともと海だったので海水面より低い所もあり、
用水の水もそのままでは海に流れず、遊水池（四番川・六
番川）に一旦ためてから海の干潮に合わせて排出しなけ
ればなりませんでした。また、台風などで海水が堤防を

越えて田に
入ると作物
に被害を与
えることか
ら、海水を用水の水で薄める目的で「堀田」（田と田の間
に堀や水路のある構造）がつくられました。先人たちが大
変な苦労をしながら海水（塩害）と闘ってきた歴史がここに
はあります。
桑野の地は、沖新田開発当初は堤防の工事現場が西

から四番ということで、「四番」と呼ばれていましたが、明
治に入り地名が見直されました。「桑野」の地名は、塩分
の多い土地で農作物が育たないため、桑の木を植えてい
たことからきているとの話を聞いたことがあります。現在、
ふれあいセンター周辺に昔の桑の木は見当たりません。
平成11年に「くわのみどりの家創立5周年」を記念して植樹
した3本の桑の木が、実をつけるのみとなっています。

（広報委員 池田章朗）

児島湖と潮止め堤防

栄養量：1人分
（ご飯含む）

………………………
エネルギー：562kcal
たんぱく質：19g
カルシウム：80mg

〈作り方〉
①豚肉と野菜を食べやすい大きさに切る。
②鍋にサラダ油を熱し、①を炒める。
水を注ぎ、野菜がやわらかくなるまで煮る。

③火を止めてカレールーと☆を入れ、味を調える。
④きな粉と大さじ3（分量外）の水で溶いたスキムミルクを加えてよく混ぜ、少し煮込む。



韓国・富川市から岡山市に派遣されている富川市職員の
プチョン

李 賢淑さんが7月29日、岡山市の職員とともに旭川荘の結
イ ヒョンスク

びの杜を訪れました。
友好交流都市である両市は、平成12年度に職員を約3
～6カ月間、相互に派遣する事業を開始。李さんは6月から
岡山市に派遣され、高齢者福祉分野を中心に市役所内外

で研修を受けています。
李さんは午前中、厚生

専門学院よしい川キャンパ
スで介護福祉学科の授業
を参観。午後は結びの杜
ホーム入居者による韓国民
謡「アリラン」の熱唱で歓迎
を受けたほか、グループ
ホームよしい川も見学。入

居者がベッドから離床したことを音で知らせるセンサーマットな
ど日本の福祉用具について関心を寄せるとともに、末光茂理
事長との意見交換会では「経済的に困っている人は入居でき
るのか」「ホームの定員が少ないが運営面で影響はないか」
などと質問し、施設の運営面も学びました。

また、8月6日には同市からの視察団が祇園本部を訪問。
李さんもこれに同行し、旭川敬老園におけるユニットケアの取
り組みなどを見学しました。
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韓国・富川市の職員が
旭川荘を視察

グループホームのキッチンを見学する
李さん（右端）

リレーコラム（7面掲載）で桑野地域の成り立ちについて振り返ってみました。この地を開拓した先人たちが経
験した「水」との闘いは、現在は大地震・異常気象による集中豪雨などの災害時の「水」との闘いに姿を変えて
います。津田永忠氏ならどのように対応されるか…と考えさせられます。 （広報委員 池田章朗）

編集後記

清流四万十川の支流、広見川の中を走る「第20回四万
十・源流広見川上り駅伝大会」が8月7日、愛媛県鬼北町三
島地区であり、「北宇和病院」と「南愛媛病院」の2チームが
参加しました。
同大会はヘルメットをタスキ代わりに、広見川を下流から

上流に向かって走るというユニークなイベントで、元旭川荘
顧問の故酒井哲夫先生が初代会長を務めた「広見川夢の
会」が「美しい川を次代に伝えよう」と発案。愛媛支部も北
宇和病院が平成21
年から出場しており、
20回目の今年はそれ
ぞれにチームを組ん
で臨みました。
大会には町内外か

ら約380人のランナー
が参加。中村時広
愛媛県知事も応援に
駆けつけ、声援を送り
ました。一般の部（8区間、4.7㎞）には両チームを含め29
チームがエントリー。選手らは前日の降雨で水量が増えた
川の中に入り、水しぶきを上げながらゴールを目指しました。
結果は北宇和病院が9位に入り、南愛媛病院は20位と健

闘。夏の熱い思い出となりました。

広見川上り駅伝にチャレンジ！
愛媛支部

高低差のある堰ではロープを使って
ヘルメットを受け渡す光景も

スッポンの養殖を手掛ける旭川荘真庭地域センターで今
夏、初めて親亀が産卵し、卵から稚亀が誕生しました。
同センターでは平成26年5月の開設時に幼亀50匹を購
入し、温泉を使った養殖に着手。3年目を迎えた今年7月中
旬、養殖池の砂場に直径2センチくらいの白い卵が多数産み
つけられているのを確認
しました。約50個を7月
23日から孵卵機に入れ

ふ らん き

て温めていたところ8月
22日朝、卵の殻を破り2
匹の稚亀がかえっていま
した。
31日までに誕生した
稚亀は合わせて13匹。甲羅の大きさはほぼ1円玉大と超ミ
ニサイズですが、長い首や突き出た鼻先などはスッポンその
もの。小さな前足で水をかきながら、元気に動き回っています。
スッポンは6月から8月が繁殖期で、まだ孵化していない卵
が120個以上あるそうです。須田篤人所長は「今後1カ月の
間に続 と々稚亀が生まれるだろう。次の繁殖につながるよう
大切に育てたい」と話しています。

スッポンの赤ちゃん誕生
旭川荘真庭地域センター

スッポンの赤ちゃん。1円玉に載るくらい小さい

9月

1日～11月25日 常設展（秋） ………………………旭川荘アートギャラリー
3～12日 ちょっと見て旭川荘（黒井山グリーンパーク）…旭川荘関係施設
11日 オープンキャンパス…………………旭川荘厚生専門学院

12～16日 敬老会 ……………………………デイサービスセンター敬老園
17日 敬老の日記念行事 ………………旭川敬老園
22日 ふれあい祭り ………………………いんべ通園センター

1日 第53回健康づくり講演会 …………北宇和病院
2日 かっこう花祭 ………………………かわかみ療護園
5日 キャンドルサービス …………………旭川荘厚生専門学院

5～6日 第49回障害医療福祉セミナー（メルパルク）…旭川荘
7日 戴帽式 ……………………………旭川荘厚生専門学院
8日 知的障害関係施設合同運動会
…………旭川学園・愛育寮・あかしや園・いづみ寮・あおば

15日 せとうちふれあいまつり ……………せとうち旭川荘
19日 旭川荘評議員会・理事会 …………旭川荘
22日 環境福祉フェア（結びの杜）………旭川荘
30日 秋桜祭 ……………………………竜ノ口寮
☆ 遠足・旅行、運動会、秋まつり ～各施設

10月

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR


