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「カレッジ旭川荘」利用者募集
来春、吉井川キャンパスに開設

旭川荘は来春、知的・発達障害のある18歳以上の人
を対象にした 福祉型大学「カレッジ旭川荘（仮称）」を旭
川荘厚生専門学院吉井川キャンパス（岡山市東区西大
寺浜）に開設します。祇園本部にある「カレッジ開設準備
室」を10月から同所に移し、利用者の募集を始めます。
カレッジ旭川荘は障害者総合支援法に基づく福祉サー

ビスを利用した学びの場（多機能型事業所）で、自立訓
練事業を充てる1、2年次の「教養課程」は、基礎学力や
コミュニケーション能力、生活技能などを高める科目・活
動に力を入れます。3、4年次は就労移行支援事業によ
る「専門課程」で、企業見学や職場実習、ビジネスマナー
研修などを行い、職業人としての自立を目指します。
また、厚生専門学院の講義や行事に参加して学生との
交流を図るほか、研究論文、資格取得のための学習機会

を提供。余暇やスポーツ、文化活動なども楽しみながら、
4年間で将来の夢や目標を探ります。
障害の程度に応じて「普通科」（軽度の人）、「生活科」

（中度の人）に分かれ、1学年の定員は各科5人程度。出
願前教育相談の後、11月中に出願、12月3日に面接を
実施します。利用料は障害者総合支援法に定められた
額のほか、活動費等の実費（毎月5000円程度）が必要
です。
カレッジ開設準備室の大月政和室長は「支援学校だけ

でなく一般の高校・中学校で学んだ人や、すでに卒業し
て福祉サービスを受けている人も対象にしている。出願
には事前に教育相談を受けていただく必要があるので、
問い合わせてほしい」と呼びかけています。

10月22日に
オープンカレッジ
カレッジ旭川荘の「第1回オープンカレッジ」を
10月22日、研修センターよしい川で開催します。
対象は知的・発達障害のある人で、高校・中

学校または特別支援学校の高等部・中等部を
卒業した人と、平成29年3月に卒業見込みの人。
保護者の方もご参加いただけます。
午前（10:45～12:15）と午後（14:00～15:30）
の2部制で、カレッジ旭川荘の概要説明の後、
50分間のプレ授業を行
います。
参加を希望される方は

カレッジ開設準備室へお
申し込みください。

カレッジ旭川荘が開設される「研修センターよしい川」
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説明会および入学者選抜等の日程

出願前教育相談【志願者全員（必須）】

10月22日第1回オープンカレッジ【希望者】

12月3日面接

11月1日出願受付開始

12月9日合格者発表

教育相談
11月25日まで実施

出願
11月30日出願締切

お問い合わせは
カレッジ開設準備室 086-944-6920
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最も重い障害のある
人たち約350人が医療
や生活の支援を受けて
暮らす旭川児童院。
明石さんは17歳から
68歳までの人が生活
する病棟の保育士とし
て、今春から働いてい
ます。
岡山市出身で、小、

中、高校とバドミントン
に夢中だった明石さん。
強豪校で活躍し選手
を引退したあとは、中
学生の頃から憧れていた保育士になるために、旭川荘厚
生専門学院児童福祉学科へ進学しました。初めての実
習先で重度の知的障害者とふれあい「障害のある人につ
いてもっと知りたい」と思うようになりました。

勉学の傍ら、1年生の夏から旭川療育園でアルバイト
を始め、2年生の秋には園児も参加した「旭川荘オペラ合
唱団」に入り練習してきました。60周年記念オペラ（平成
27年3月）で園児や職員とともに舞台に立ち、協力し合う
ことの素晴らしさを実感したと言います。そして就職先も
旭川荘に決まりました。
就職して カ月後、先輩職員から「余暇活動のグルー

プで何か作ってほしい」と頼まれた明石さんは「ちぎり絵」
を導入。みんなで1つの作品をつくることを意識して、週
に2回約10人の利用者と一緒に制作しています。利用者
が「作業はいつ？」「まだかな？」と楽しみにしていることが
励みになり「作業を通して利用者さんの生活がより豊かに
なれば」と意欲を見せています。
また、意思疎通の困難だった人が頷いたり笑顔で応じ
てくれたりしたことに触れ「利用者さんの要求に対して、自
分にできることが増えて嬉しい」と話す明石さん。「責任感
を持って仕事に取り組み、家族の方からも信頼されるよう
になりたい」と話しています。
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病棟入口に飾ったちぎり絵の前で語る明石さん

作業を通して利用者さんの生活を豊かに

旭川児童院 保育士 明石 悟さん（21歳）
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旭川荘の次世代を担う若手幹部職員に対する研修会
が9月9日から2日間、真庭地域センターで開催されまし
た。
この研修会は、少子高齢化の進展や社会福祉法人制
度改革など旭川荘を取り巻く環境が大きく変化する中で、
若手の幹部職員が旭川荘の理念を再確認し、これからの
事業運営について考える機会にしようと開催されたもので、
22人が参加。真庭地域センターでは初めての開催となり
ました。
研修では、末光茂理事長が江草安彦先生と真庭地域

との深い信頼関係に触れつつ、旭川荘の歴史と理念につ
いて講義したほか、仁木壯副理事長が人口構造と福祉
制度の動向について、赤木匠専務理事が施設長の役割
についてそれぞれ講義。また、森繁樹研修センター所長
による人材育成に関する演習や、小幡篤志企画広報室
長による「旭川荘10カ年計画」の説明も行われました。
初日の夜には地元湯原の宿泊施設を会場とした懇親
会が実施され、理事長をはじめとする参加者が、旭川荘

の将来について胸襟を開いて議論しました。
参加者からは「施設の枠を越えて旭川荘の将来を話し

あう貴重な機会になった」「真庭地域センターが地元の
方 と々良好な関係を築いている点が参考になった」などの
声が聞かれました。
森所長は「宿泊研修は近年行われていなかったが、今
回の研修で効果を実感した。今後も旭川荘の支部などを
会場として開催することを検討したい」と話しています。

真庭地域センターで
次世代の幹部職員の研修を実施

講義に聞き入る参加者たち



「敬老の日」荘内で記念行事
職員やボランティアがご長寿を祝福

事事事事行事行事事事事行行事事行事事 9月19日の「敬老の日」にちなんで、荘内の
高齢者施設等で記念行事が行われ、家族や職員、
ボランティアらで長寿の方々をお祝いしました。

特
集

旭川敬老園の「『敬老の日』記念
式典」が9月17日に開催され、最高
齢103歳の方をはじめ、米寿や卒寿、
百寿など節目を迎えた入居者18人
を祝福しました。
式典には入居者や家族、地元町
内会、荘内関係者が出席。仁木壯
副理事長と廣田省吾牧石学区連合
町内会長による祝辞に続き、入居者
を代表して中島禮子さん（100歳）と藤原美子さん（103
歳）の 人が力強い声でお礼の言葉を述べ、記念品など
を受け取りました。
その後は、家族と食事を囲み、和やかなひとときを過ご

しました。続いて行われたアトラクションでは、岡山市出
身で全国各地にて演奏活動をしている生田流箏道音楽
院代表の砂崎知子さんがお弟子さんとともにボランティア
で出演。入居者らは美しい琴の音色を楽しみました。
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最高齢 歳の藤原さん（左）とご家族 入居者の前で琴を奏でる砂崎知子さん（左）ら

デイサービスセンター敬老園は9
月12日から16日までの5日間にわ
たり敬老会を行い、日本舞踊や傘
踊りなどのボランティア団体が長寿
の利用者をお祝いしました。
取材した12日は、岡山市内の高

齢者施設などで活動するボランティ
アグループ「マンボウ」のメンバー7
人が来所。鮮やかな法被を着た3
人が「チャンチキおけさ」や「河内おとこ節」などの曲に合
わせ、軽快なリズムで銭太鼓を披露すると、参加した約
20人の利用者は手拍子で応えました。
続いて、ハワイアン衣装に着替えたメンバー 人が優雅

にフラダンスを踊ると、会場はしばし南国ムードに。利用者

も花飾りを頭や首にかけてもらい、一緒に楽しみました。
閉会後、メンバーが利用者のそばに行き「これからも元

気でいてください」と伝えると、「ありがとうございます」「頑
張って長生きします」とお礼を述べ、お互い笑顔で握手を
交わしていました。

かえで寮では敬老の日の9月19
日、「古希のお祝い会」を催しました。
お祝い会には、今年満70歳の大
槙猛夫さんと、かぞえ歳で70歳の
西藤后子さんの2人が紫色のちゃん
ちゃんこに大黒頭巾を被って出席。
濱口喜直寮長と小笠原美佐子副寮
長が祝辞を述べ、利用者代表から
記念品が贈られました。
アトラクションとして、うらじゃ連「我楽多」の 人がはつら
つとした華麗な演舞を披露した後、利用者参加の総踊りと
なり、会場は大いに盛り上がりました。古希の 人は家族と
一緒に踊りを観覧し、笑顔を浮かべたり、手をたたいたり

するなど、雰囲気を楽しんでいました。
お祝い会の後はみんなで会食。デザートに抹茶のどら
焼きがついた御祝弁当を味わいました。

銭太鼓のパフォーマンスを楽しむ利用者ら 南国ムードに包まれたフラダンスショー

今年もうらじゃ連「我楽多」が演舞でお祝い記念品を受け取る大槙さん（右）と西藤さん

旭川敬老園 百寿など18人の節目を祝福

デイ敬老園 銭太鼓やフラダンスでお祝い

か え で 寮 古希の祝いをうらじゃで
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たかはし松風寮の利用者が、今春から牛乳パックや新
聞紙を再利用した「紙漉き」に取り組んでいます。半年間

かみ す

にわたって試行錯誤を重ねた結果、独特の風合いのある
「はがき」や「しおり」などの試作品が出来上がりました。
11月3日に開催する「たかはし障害者支援センター祭」で
初めて販売する予定で「多くの人たちに手に取ってもらい
たい」と製作に励んでいます。

紙漉きに取り組む
のは主に軽作業を
担当する室内班の9
人。これまでの日中
活動は割り箸の袋入
れといった下請け作
業が中心でしたが、
支援スタッフらが「楽
しみとやりがいを感じ
られる活動を」と も
のづくり の題材を模
索。材料費がほと
んどかからず、簡単
に始められることから
「紙漉き」に挑戦する
ことになりました。

材料の牛乳パックは職員やグループホームの利用者、
家族が協力して集め、紙片を水と混ぜるミキサーは職員
が家で使っていないものを提供。紙漉き用の枠は材木と
古い網戸を使って手作りしました。
工程は、牛乳パックを水につけて柔らかくした後 ①表面

のフィルムを剥ぎ取る②小さくちぎる③ミキサーに入れ、
は

水と混ぜて溶かす ④木枠で紙を漉き、天日で乾かす
⑤（必要に応じて）イラスト・文字などを描いて仕上げる…
などがあり、職員のアドバイスを受けながら、それぞれが

できる作業を分担しています。「これまではみんな黙 と々
作業していたが、『見て、見て』と出来上がった作品を見
せ合うなど互いに話す機会が増えた。笑顔もよく見られる
ようになった」と支援担当の中原達彦さん。
今夏には、円く漉いた紙に型紙を使って絵を描いた「う

ちわ」を製作。夏まつり旭川荘の夜店で、購入してくれた
人に配ったところ「手作りの温もりを感じる」「絵もかわいい」
など大好評でした。また、牛乳パックのほか新聞紙や折
り込み広告も材料に使い、仕上がりの質感や色、堅さなど
を研究。紙に漉くだけでなく固めてオブジェにしたり、厚く
加工して作業場のパーテーションとして活用したり、さまざ
まなチャレンジを続けています。
センター祭では「はがき」「しおり」に加え「封筒」「ぽち
袋」の販売を予定しており、現在急ピッチで製作中。中原
さんは「初の販売という目標に向け、みんな前向きに取り
組んでいる。利用者自身が手作りした『もの』を介して、
家族や地域の人たちと『つながり』が持てるようサポートし
ていきたい」と話しています。
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紙を漉く利用者

木枠ごと天日で乾かします

メッセージを書いたしおりも素敵です

紙漉きにチャレンジ たかはし松風寮
センター祭ではがきなど販売へ

ハートの形に固めてオブジェに
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「防災の日」の9月1日、かわかみ療護園で大規模地
震の発生を想定した合同防災訓練が行われました。
訓練は昨年に続き 回目で、療護園の利用者と職員、

近隣の小広町内の住民、地元の消防や警察関係者など
約80人が参加。療護園で現在策定に向けて準備を進
めているBCP（BusinessContinuityPlan：事業継続計
画 ※注参照）を踏まえて実施しました。
地震直後の避難訓練では、現場指揮者の指示のもと、
利用者を安全な場所へ誘導。ベッドも避難場所へ移し
て生活空間を確保しました。
また、被災直後の事業継続に向けた訓練では、住民

らの協力を得て、近くの川から水をポンプで汲み上げて
生活用水を確保するとともに、仮設トイレも設営。非常
食を加熱調理する炊き出しも行いました。
福祉施設が地域の資源として、その役割を果たすた

めの示唆に富んだ訓練となりました。

近隣住民と合同防災訓練
かわかみ療護園大規模地震を想定

土砂災害の恐れのある居室からはベッドを移動

今後10年の旭川荘の運営
方針を定める「10カ年計画」の
策定作業が進んでいます。
旭川荘では2012年に「中期

計画」を策定し、2020年頃ま
での運営方針を示しましたが、
策定後4年余りを経過し、その
多くが実現されてきました。一
方その間にも少子高齢化は進
行し、障害者の高齢化、子育
て支援、福祉人材の確保、社
会福祉法人制度改革への対
応など新たな課題も顕在化し
てきたことから、改めて中長期
的な計画を策定することとなっ
たものです。
策定に当たっては、旭川荘の将来を担う中堅･若手職

員約50人からなる分野横断的な検討委員会を組織。障
害福祉、児童福祉、高齢福祉の各小委員会が相互に連
携をとりつつ原案を作成し、本年中を目途に小委員長ら
で構成する「全体委員会」で取りまとめ、理事長に提言す
ることとしています。
4月21日の全体委員会の初会合では、オブザーバーと

して参加した仁木壯副理事長が「変動する社会情勢の中
で、『旭川荘丸』の行き先を示す海図を皆で作ってほし

い」と趣旨を説明。基本的な方向として、重度者への対
応など旭川荘にしかできない分野を重点的にカバーする
こと、新しいサービス・技術を積極的に取り入れること、必
要に応じて施設機能の再編を行うこと、芸術文化活動に
力を入れること、地域との連携を深めること等が確認され
ました。
その後各小委員会で議論を重ね、9月12日の全体委
員会では小委員会の中間報告が行われるなど、検討が
進められています。

旭川荘「10カ年計画」検討進む

中間報告が議論された第2回全体委員会

※注： 災害などで被害を受けた場合を想定し、事業の継続や復旧を速や
かに遂行するために策定される計画。



母子像賛歌 母ありて

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
RECIPE34

さつまいもおやつ2種
超簡単！秋の味覚を定番スイーツに

秋の味覚として代表的な食材といえばさつまいも。スーパーでは
年中見かけますが、一番美味しいのはこの季節です。さつまいもは
風邪予防や疲労回復、肌荒れなどに効果のあるビタミンCや食物
繊維を多く含んでいます。ビタミンCは熱に弱いのが欠点ですが、
豊富なでんぷんに守られているため、加熱しても壊れにくいのが特
長です。おやつ以外にも、味噌汁やグラタンなど、さまざまな料理
に活用できます。 （旭川荘療育・医療センター 河田今日子）

スイートポテトは固い方が成
形しやすいので、牛乳の量で調
節してください。牛乳の代わりに
生クリームを加えるとコクが増し
ます。どちらのおやつも砂糖の
量は好みで加減してください。

ワン
ONEPOINT

ポイント

【いもけんぴ】材料（4人分）
さつまいも 400g（中2本）
揚げ油 適量
砂糖 50g
水 50cc
シナモン 少々
黒ごま 少々

【スイートポテト】材料（10個分）
さつまいも 400g（中2本）
牛乳 20cc
砂糖 20g
バター 20g
卵黄 1個分
卵黄（つや出し用） 1個分
黒ごま 少々
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旭川荘療育・医療センター外来棟に隣接する「たらちね
の丘」には、その頂から旭川学園の児童を優しく見守るよ
うに母子像が建っています。 昭和 年、母子像は旭川
学園友の会有志の方より寄贈されました。その除幕式に
おいて母子像をうたった母子像賛歌「母ありて」が発表さ
れ、長らく学園歌として唄い継がれてきたと聞いています。
ところが、年月の経過とともに母子像賛歌を知る人は減少
し、次第に学園から歌は消えていったようです。
折しも平成 年、学園舎の建て替えに伴い倉庫内の資

料を整理中に、「母ありて」の楽譜が職員の手により発見
されました。約 年を経て発見された楽譜は、手書きの
もので歴史を感じるものでした。
この歌曲の再生は、後輩の学園生も所属する旭川荘

ミュージックアカデミーに託されました。ミュージックアカ
デミーにとっては大変名誉なことと、スタッフ一同で曲作り

に取り組んでいます。
優しいまなざしの母
像にふさわしく、温
かい歌詞に添えられ
たメロディーはとても
覚えやすいものです。
アカデミーの生徒達
もすぐに耳馴染み、
「おかあさん、おか
あさん」の心地よいフ
レーズを繰り返し口ずさんでいます。現在は歌唱に続き、
楽器によるメロディー演奏を練習中です。しばらく眠りに
ついていた歌のようですが、今後は私どもミュージックア
カデミーが後世に唄い継いでいきたいと思っています。

(広報委員 松本裕子）

「たらちねの丘」に建つ母子像＝平成28年8月

【いもけんぴ】
栄養量：1人分

………………………
エネルギー：200kcal
たんぱく質：1.2g
脂質：3.2g

〈作り方〉
【いもけんぴ】
①さつまいもを長さ4〜5cm、幅1cm程度に切る。
②さつまいもを鍋に入れ、油をひたひたにしてか
ら火にかける。時 か々き混ぜ、きつね色になっ
たら油をよくきっておく。
③別の鍋で砂糖と水を焦げないように溶かし、沸
騰してとろみがついたら②を入れてからめる。
④お好みでシナモンや黒ゴマを振る。
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【スイートポテト】
①さつまいもは皮を剥き、適当な大き
さに切って水にさらす。
②耐熱皿に水をきったさつまいもを入
れてラップをかけ、レンジでやわら
かくなるまで加熱する。
③②を熱いうちによく潰し、☆を入れ
てよく混ぜる。牛乳を少しずつ入

れて固さを調
節し、好きな
形に成形する。

④つや出し用の卵黄に水大さじ1（分
量外）を混ぜたものを上から塗り、
黒ゴマをのせる。

⑤230度のオーブンで10〜15分焼く。

☆
兼
牽
験

【スイートポテト】
栄養量：1個分

………………………
エネルギー：90kcal
たんぱく質：1.2g
脂質：3.0g



厚生専門学院から
f rom Asahigawasou Medical Welfare Academy

長年にわたって献血に協力してきた旭川荘厚生専門学院
に対し8月8日、岡山県知事より感謝状が贈られました。
同学院旭川キャンパスでは20年以上前から学院祭で献
血車を迎え、学生、職員が献血を行うとともに、来訪者にも
広く協力を呼びかけてきました。また、吉井川キャンパスで
も平成15年から年に2回程度「献血日」を設け、近隣の事業
所にも参加を呼びかけるなど積極的に献血に取り組んでき
ました。

※詳しくは厚生専門学院HP（http://asahigawasou.ac.jp/gakuin/）
キャンパスNewsをご覧ください。

旭川荘の利用者が手掛けた製品や作品を集めた「ちょっ
と見て旭川荘」が9月3日から12日まで、道の駅黒井山グ
リーンパーク（瀬戸内市邑久町虫明）の「ゆうゆう交流館」
ギャラリーで開催されました。
「ちょっと見て旭川荘」は各施設のものづくりや文化・芸術
活動などを紹介し、福祉への理解を深めてもらうことを狙い
に平成23年から始まり、今年で6回目。祇園本部とひらた、
備前、備中支部から計16施設が参加しました。
会場には細部まで丁寧に仕上げた切り絵やカラフルな

ビーズのブレスレット、手作りクッキーなどの製品のほか、施
設の文化講座で制作した焼絵、銅板作品など合わせて約
1500点を並べ、一部の非売品を除いて販売しました。
このほか、各施設の特長や普段の活動について写真を
交えて分かりやすく解説したパネルもあり、来場者の目を引
いていました。
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と て旭川荘
16施設の活 販売

リレーコラムでは、母子像讃歌「母ありて」について取り上げてみました。久しぶりに丘の下から見上げた母
子像は、時の流れとともに周囲の植木に覆われ、私の目には幾分かうつむき加減に映りました。旭川荘の大
切な遺産として、母子像も明るい陽射しを受ける機会となればと感じたものです。 （広報委員松本裕子）

編集後記

旭川荘南愛媛
病院の藤井千穂
前院長に9月2日、
末光茂理事長よ
り「旭川荘南愛媛
病院名誉院長」
の称号が授与さ
れました。
藤井名誉院長

は、川崎医科大
学救急医学第2
講座教授、大阪府立千里救命救急センター所長を務める
など救急医療のエキスパートとして活躍の後、平成17年4
月に南愛媛病院長に就任。今年3月末に南愛媛医療福祉
センター所長を退任するまで10年以上にわたり、南予エリ
アの地域医療に貢献されました。
また平成17年5月に旭川荘理事、19年5月には常務理
事に選任され、27年10月の退任まで法人運営にも力を尽く
されました。
法人内で名誉院長（施設長）などの称号が授与されるの

は、旭川児童院名誉院長の江草安彦先生（昭和63年6月
就任）、旭川療育園名誉園長の堀川龍一先生（平成5年4
月就任）に次いで 人目となります。

に
「 」の

末光理事長から称号証を贈られる
藤井千穂名誉院長（右）

長年献血に協力 知事より感謝状
旭川荘厚生専門学院

10月
1日 第53回健康づくり講演会 …………北宇和病院
湯原うつぎまつり……………………旭川荘真庭地域センター

2日 かっこう花祭 ………………………かわかみ療護園
5～6日 第49回障害医療福祉セミナー（メルパルク）…旭川荘
8日 知的障害関係施設合同運動会 …旭川学園など
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

20～22日 療育・医療センターまつり …………旭川療育園・旭川児童院
22日 環境福祉フェア（結びの杜）………旭川荘

秋の清掃奉仕 ……………………旭川荘祇園地区
24～28日 写真・作品展（川崎病院）…………旭川荘関係施設

30日 秋桜祭 ……………………………竜ノ口寮

1日 大規模地震防災総合訓練 ………旭川荘祇園地区
3日 やまびこまつり………………………南地区
秋まつり ……………………………ひらた地区
西日本肢体不自由児ティーボール交歓大会…旭川療育園

4日 起工式 ……………………………旭川乳児院
5日 学園祭 ……………………………旭川学園

11月

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

「ちょっと見て旭川荘」の会場。せとうち旭川荘の利用者も見学に訪れた＝9月5日

感謝状を手にする介護福祉学科の学生たち＝吉井川キャンパス




