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新型コロナウイルス予防とともに終息後への準備も
末光 茂

理事長

新型コロナウイルスが世界を覆い、報道によると4月19
日現在で感染者は230万人超、死者も16万人余と報告さ

応した情報発信とともに、現場の特性に応じた柔軟な対
応を組織的に実行しています。

れています。国別の感染者数は、発生源と言われる中国

まず何よりも、新型コロナウイルスを持ち込まない。そし

を超えて米国が約3分の1を占め、スペイン、イタリア、
ドイ

て万が一の時にも、他人にうつさず拡散しないよう、全職

ツ等のヨーロッパが続いています。

員が緊張感を持って、ご利用者の命と安全のために最大

2月上旬の大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」

限の努力をしています。ご利用者はもちろん、ご家族の理

での発生の際には日本に注目が集まりましたが、当時誰

解も得ながら、ストレスを回避しつつ、まだまだ先の見えな

がこのような世界規模の危機的状況を予想したでしょうか。

い長期戦を続けねばなりません。互いに労り、励まし合い

日本国内の感染者は1万人余り、死者は251人です。ク

ながらがんばりたい。

ルーズ船が身近だったことと、元々マスクや手洗い等国民

新聞報道によると、新型コロナウイルスが終息した後に

の清潔意識が高い上に、国や自治体の要請に沿った行

は、世界的な「大不況」が予測されています。日本でも、

動制限の効果だろうと評価されています。しかし、この程

我々医療福祉施設を取り巻く環境は大きく変化するでしょ

度で終息するという保証は全くありません。むしろ爆発的

う。どうなるか、気掛かりです。少なくとも、予測できない

流行を防止するべく、国は「緊急事態宣言」を発しました。
旭川荘では、行動規範を明示した上で、仁木壯副理事

事態に備える心構えを持っておきたい。一日一日のがんば
りの上で、少し先への目配りが求められています。

長を本部長とする対策本部を設け、日々状況の変化に対

カレッジ旭川荘 4期生9人が入学
全学年そろう
カレッジ旭川荘で4月10日、入学式が行われ、4期生と
なる新入生男女9人が期待に胸を膨らませ入学しました。

校生と職員だけで規模
を縮小して行いました。

カレッジ旭川荘は知的・発達障害のある18歳以上の人

式では赤木匠学院長が

を対象に、各2年間の自立訓練事業と就労移行支援事業

「カレッジとしては4年制と

を活用して、自主的に生きる力を養う大学形式の学びの

いう形がここで整い、3年

場として2017年に開校。今回の新入生を迎え、1年生か

間積み上げてきた成果を

ら4年生の全学年がそろいました。

開花させる基盤が完成し

入学式は新型コロナウイルス感染予防対策として換気

た。新入生の皆さんはさま

のために窓を開け、椅子の間隔を広く取った上で、例年に

ざまな経験をして心豊か

比べ時間を短縮。来賓を招待せず新入生とその家族、在

な人間性を育み、成長し
てほしい」
と挨拶。末光茂
理事長は新入生が支援
学校高等部や一般の高校
など、全員が異なる学校を

赤木学院長（奥）
へ誓いを述べる新入生
（手前）

卒業して入学してきたこと
に触れ「違う学びを経験した人たちが集まることで、互いによ
い刺激を受けることができる。しっかり遊び、
しっかり勉強して
ください」
と激励しました。
その後、9人の新入生がそれぞれ「将来はイラストレータ
ーになりたい」や「コミュニケーション力を高めたい」など
感染対策のため椅子の間隔を広く取られた入学式会場
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と誓いの言葉を述べました。
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2020年度の主な新規事業
南愛媛療育センターの建て替え
南愛媛療育センターは、2003年に旭川荘が国から移譲
を受けた重症心身障害児者施設ですが、耐震性に課題が
あることから今年度建て替え工事を行います。建て替え後
は、重症心身障害児者病棟80床・短期入所2床・一般障
害児者病棟20床となります。外来診療は従来どおりの診療
科で継続されます。

南愛媛療育センターを併設する南愛媛病院

川上歯科診療所の開設

経営企画会議の発足

川上診療所は、2004年度から高梁市・旧備中町から指

旭川荘の経営基盤を安定化させ持続可能性を高めるた

定管理を受け旭川荘が運営していますが、今年度から歯

めに、法人や各施設の財務面の調査検討や提言を行う

科診療部門を分離し、
「高梁市川上歯科診療所」としてス

「経営企画会議」を、小幡篤志企画広報室長を委員長とし

タートします。今まで以上に地域に密着した歯科診療の充

て発足させます。

実を図っていきます。

「つどいのば フォレスト」のオープン
ひらた旭川荘に、地域住民の皆さんとの新
たな交流の場として、
「つどいのばフォレスト」
がオープンします。地域の方からのご寄付を活
用して整備したもので、名称は職員や利用者、
地域の皆様から募集して選定したものです。
ひらた旭川荘にオープンする「つどいのば フォレスト」

「ふれあい農園」の開設
祇園の南地区の先にある農地を活用して、地域のお年
寄りや子どもたちと旭川荘を利用する障害者の皆さんが交

共生オペラ
「アマールと夜の訪問者たち」の再演
5年前に旭川荘創立60周年記念事業として開催した「ア

流しながら農作物をつくる「ふれあい農園」を開設します。

マールと夜の訪問者たち」を、江草安彦元名誉理事長の没

一緒に苗や種を植え、収穫をする喜びを分かち合い、障害

後5年を記念して、9月に倉敷市民会館で再演します。旭川

者への理解を深める場にしたいと考えています。

療育園等の子ども達、職員、厚生専門学院の学生、岡山支
援学校の先生等が出演します。

「岡山・上海障害児者絵画交流展」の開催

卓球バレーの普及

昨年12月に、上海市の呉昌碩記念館において岡山と上

足が不自由な方もお年寄りも子どもも一緒に楽しめる「卓

海の障害者の絵画交流展を開催し66点の作品が展示さ

球バレー」の普及を図っていきます。岡山・鳥取・香川3県の

れ、障害者の交流も行われました。今年は11月に岡山の側

交流大会や他法人の関係者にもご案内をして指導者講習

で天神山文化プラザにおいて同様の交流展を開催します。

会を開催します。

上海市で開催された絵画交流展＝2019年12月

第1回
卓球バレー交流大会で
香川のチーム
（手前）
と
対戦する
竜ノ口寮チーム
＝2018年9月
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不足するマスク
工夫あれこれ

布で手作り 上海から寄贈も
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全国的にマスク
（不織布製マスク）
の品薄が続いています。荘内で
も備蓄するマスクには限りがあるため、縫製作業のできる施設が布マスクを製作したり、
日中活動の中で利用
者が布マスクを自作したりするなどの工夫が見られます。一方、旭川荘が2月にマスクや医療用手袋などを送
った返礼として、中国・上海市などから4月末までに約2万枚のマスクが届けられました。

吉備ワークホーム

デイサービスセンター敬老園

吉備ワークホームでは4月初めに旭川荘療育・医療センターか
らの依頼を受け、職員用布マスク500枚の製作に追われています。
7、8年前まで製品として布マスクを作っていたことから、すぐに
製作に着手。依頼されたマスクは大判でプリーツの入った四角い
タイプ（男性用）
と立体タイプ（女性用）
の2種類で、表裏にダブル
ガーゼのプリント生地を使用しています。
今回の注文を受け、縫製作業を布マスク製作にシフト。利用
者5人と職員2人で生地の裁断、縫製、ゴム通しなどの工程を分
担しています。1日に製作できる枚数は約50枚で、出来たものか
ら順次納品。
「現場で働く人たちの不安を軽減するため、できる
だけ早く届けたい」と急ピッチで作業を進めています。
新型コロナウイルスの流行の早期終息が見通せない中、療育・
医療センターでは緊急時に使うマスクの備蓄を確保するため、外
来診療や医療的ケアが必要な利用者を支援する場合などを除き、
職員が職場で配られるマスクを節約しながら使用しています。平
田容子総務課長は「今やマスク用のガーゼやゴムも入手が困難
だが、在庫の材料などで500枚は作れるとのことでお願いした。

デイサービスセンター敬老園では日中の活動として3月中旬から、
10人前後の利用者が手縫いで布マスクを作っています。完成し
たマスクは自分で使うだけでなく他の利用者にプレゼントするなど
して、これまでに100枚近く製作しました。
材料は以前利用者から寄贈があったプリント生地とさらしを使
用。実際にやってみると、若いころに手仕事として縫物をしていた
利用者も多く、スムーズに縫うことができました。それまで針やハ
サミは危険ということで活動には使っていませんでしたが、ほとん
どの人が問題なく扱え、多くの人が楽しめました。さらに、それま
で日中活動に積極的ではなかった利用者もマスク作りに参加す
るなど、今では活動の輪が広がっています。

早々に対応してくださりありがたい」と話します。
吉備ワークでは、これまでに自施設の利用者と職員用の布マス
クも製作。他施設からの購入希望も相次いでいることから「布マ
スクを製品として復活させ、ニーズに応えていきたい」
（三宅律子
所長）
としています。

療育・医療センターの
布マスクを製作する
利用者ら

療育・医療センター

手縫いのマスクを着ける
利用者たち

望の丘ワークセンター
加工班の利用者と職員で布マスクを手作りしたのは望の丘ワ
ークセンター。材料の布は製品の1つ「安眠枕」のハギレを活用し、
ゴムやガーゼの一部は地域の方から寄付していただきました。
200枚近く製作し、望の丘ワークの利用者と職員分の40枚を
確保。残りはひだまり苑やかわかみ療護園など近隣施設の職員
と地域の方へ贈りました。宮﨑暁弘所長は「手作りのマスクを着け、
みんな明るい気持ち
になってほしいです」
と語ります。

療育・医療センターには利用者の
ご家族有志から
「職場で使って」
と、
手作りの布マスク約400枚が届け
られました。看護部の澁谷徳子
部長は「マスクは何枚でも必要な
ので大変ありがたい。大切に使
わせていただいている」と話して
います

4

ASAHIGAWASOU DAYORI

2020.5.1

100歳を超えた利用者も
「目が見えないから…」と
言いながらも手が自然と
動き、あっという間に完成

255号

手作りマスクでおしゃれに
楽しく予防しています

上海市からマスクの寄贈
中国・上海市民政
局から旭川荘に対し
て、3月27日にマスク
19,800 枚が 寄 贈さ
れました。
旭川荘では今年2
月、中国で新型コロ
ナウイルスの感染が
急激に拡大していた
状況を踏まえ、上海
民政局から届いたマスクの梱包箱には
「雾尽风暖，樱花将灿」の句が 市民政局などに対し
て医療用マスクと手
袋を寄贈していました。
その後、日本を含む世界各国へと感染が拡大したことから、感
染拡大のピークを過ぎたとみられる中国から、先の支援への感
謝の意を込めてマスクが寄贈されたのです。
旭川荘では、ちょうど前日に在庫がなくなった施設もあるなどマ
スクが不足してきている状況の中、市場での供給量もなかなか回
復がみられず先行きに不安があったことから、まさに時宜を得た
支援となりました。マスクは、在庫の残り少ない施設や、保護者
が利用者の送迎に参加している施設に優先的に配布しました。
末光茂理事長は上海市民政局長に対し、
「上海市と旭 川 荘
との長年の信頼関係があってこそ、このように手を取り
合って苦難に立ち向かうことができました。今後ます
ます絆を深くし、交流を進めていきたいと思います」
とのお礼状を送りました。
また上海市人民対外友好協会からは4月1
日以降、上海市の「白玉蘭賞」受賞者への贈
り物として、江草安彦元名誉理事長のご親
族や、板野美佐子元常務理事、
トモニーでは厨房などで
小幡篤志日中・アジア医療福祉
マスクを使用

くわのみどりの家

研修センター所長あて
にマスクが順次届けら
れました。マスクはトモ
ニーなどに寄贈されて、
上海の絵画展に参加したせとうち旭川荘の
分け合って使っています。 岡本さん ( 右 )は切り絵で「マスクありがとう」
の横断幕を作った
さらに、上海市で発
達障害児者による楽団やカフェを主宰し、
昨年12月の上海・岡山障害児者絵画交
流展にも参加するなど近年交流が深まりつ
つある曹小夏氏からも、4月10日にマスクが
届きました。上海の絵画展に参加した施設の
ほか、発達障害児者の利用す
マスクを着けて
るバンビの家やカレッジ旭川
絵画制作に励む
  デイあかしやの
荘に配布し、使用しています。
      橘さん

上海市のメーカーからマスクの購入も
旭川荘では平常時でマスクを1日約2,000枚、医療施設だけで
も1日約700枚消費します。布製マスクで代用できる場面もありま
すが、特に感染に弱い人が多い医療系の施設などでは不織布
製のサージカルマスクも必要で、一定数を確保する必要があります。
寄贈を受けたマスクだけでは不足することが見込まれたため、上
海市人民対外友好協会に相談した結果、現地のメーカーから直
接マスクを購入できることになりました。
市場での供給が不足する中、必要
最低限の枚数の購入にとどめ
ざるを得ませんが、4月末には
旭川荘に到着する予定で (4月
15日現在 )、医療現場には安心感
が生まれています。
謝謝上海！
医療現場の職員も活用しています
＝療育・医療センター

ひだまり苑

くわのみどりの家では洋裁講座の受講者4人が、利用者と職
員のために布マスクを製作しています。
当初はマスク不足で困っていた職員に使ってもらおうと数枚手
作りしていましたが、マスクが手に入らない他の利用者から譲っ
てほしいとの声が多く、製作枚数を増やすことにしました。週1回
の講座の時間だけでは間に合わず、家でも製作を続け、3月初旬
から4月中旬までに80枚ほど仕上げました。
「新型コロナウイルス
の影響で施設内の活動にも制約が増えていますが、ファッション
性のある手作りマスクにより明るい雰囲気で乗り切ろうと頑張っ
ておられます」と職員
は話します。

ひだまり苑では4月22日、手芸クラブの利用者15人がマスクを
手作りしました＝下の写真。
マスク型をとる人、裁断する人、ゴムを通す人などそれぞれ役
割分担し、カラフルな模様の布を使ったマスクを仕上げました。

ハギレなどを使って
マスクを作る受講者。
利用者には材料代として
1枚100円で販売している

ASAHIGAWASOU DAYORI

2020.5.1

255号

5

支援プログラム利用のミャンマー人2人が初入職
ベトナム人留学生2人も
旭川荘の支援プログラムで来日し、

しながら介護福祉士を目指し勉強を続けてきました。今年1

ャンマー人の2人が4月、旭川荘へ入

月には介護福祉士国家試験を受験し、
ミンさんは見事合格。

職しました。支援プログラムで受け入

ワーさんは惜しくも合格とはなりませんでしたが、法改正の

れた留学生の就職は初めてです。

経過措置により2人とも介護福祉士の国家資格を手にする

正職員として働き始めたのはミャン
竜ノ口寮に配属された
ミンさん

暮らし、休日は生活費を賄うため旭川敬老園でアルバイトを

旭川荘厚生専門学院で学んでいたミ

見込みです。

マー人のミン・ミン・ティンさんとワー・ワ

4月からはこれまで過ごした寮を出て、岡山市内で一人

ー・
トンさん。2人は、
ミャンマーへの医

暮らしをしながらミンさんは竜ノ口寮で、
ワーさんは愛育寮

療支援を長年続けている岡田茂岡山

で利用者の支援にあたっています。ミンさんは「覚えること

大学名誉教授から、旭川荘で介護専

が多くて大変だけど、仕事は楽しいから頑張りたい」
と意欲

門の人材を養成してほしいとの依頼

を見せ、
ワーさんは「職員の皆さんが優しいので嬉しい。早

を受けたことがきっかけで整備された

く利用者さんと打ち解けられるようになりたい」
と話します。

支援プログラムを活用。現地で面接

またミャンマーの2人と同時期に、

を実施し、初めて受け入れました。

愛育寮で働くワーさん

旭川荘の奨学金を利用して同外語学

2017年10月に来日した2人は半年

院から厚生専門学院に入学したベト

間、岡山外語学院で日本語を勉強。

ナム人のチャン・ティ
・フォンさんとグエン・

2018年4月に厚生専門学院介護福

ティ・ゴック・アインさんも介護福祉士

祉学科へ入学しました。学院の寮で

国家試験に挑み、
フォンさんは合格、
ゴック・アインさんは合格を逃しました
いづみ寮で働き始めた
フォンさん

がミャンマーの2人と同様に国家資格
を取得する見込みです。それぞれ
いづみ寮と旭川児童院へ就職して
います。
旭川荘の支援プログラムは継続し
ており、4月に厚生専門学院に入学し
た4人を含め現在、
ミャンマー人6人
が介護福祉学科に在籍。また、社会
福祉法人みそのからの要請でベトナ

利用者と笑顔で会話するワーさん
愛育寮の小林由典寮長は「ワーさんは笑顔がよく利用者にとても優しいので
評判がいい。施設でしっかり育てたい」と話します

児童院に就職した
ゴック・アインさん

ム人留学生1人も受け入れており、4
月から同学科で学んでいます。

新職員53人に辞令交付
新職員の辞令交付が4月1日、荘内各施設で行われ、53
人が新たに旭川荘に仲間入りしました。
毎年、岡山県内の施設に配属される新職員は祇園地区
に集まり辞令を受けていましたが、今年は新型コロナウイル
ス感染予防のため多くの人が密集する式は中止に。本来
出席者の前で行われる末光茂理事長の挨拶は「理事長訓
示」
として該当者に配布され、辞令は各施設で施設長など
から手渡されました。

竜ノ口寮の中町真也寮長から辞令を受ける留学生のミンさん
（中央）
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竜ノ口寮の大規模改築工事終了
ユニット型を導入 厨房設備も更新
昨年5月から進めていた竜ノ口寮の北側居住棟などの

屋3室、2人部屋

耐震改修工事が3月末までに完了しました。80人の定員

1室）
。特殊浴槽

を4つの生活単位に分けるユニット型の導入に向け、2棟

や普通浴槽など

の居住棟を新設するなど、2017年から3期にわたって実

6つの浴槽を並

施した大規模な改築工事がすべて終了。利用者の居住

べて利用者全員

空間を中心に新しく生まれ変わりました。

の入浴介助を行っていた寮舎棟の浴室は、普通浴槽に座っ

Ⅲ期工事では、事務室
のある管理棟と居住棟の

竜ノ口寮南側からの眺め。中央から左寄りは寮舎棟の
食堂。南側居住棟のあった場所は駐車場に

て入浴する「個浴」
と、寝たままの姿勢で入る「特浴」の2室
に造り替え、北側居住棟利用者の専用スペースとなりました。

北側、両棟をつなぐ寮舎棟

さらに、管理棟にある厨房

を残して、居住棟の南側部

も耐震化とともに大規模改修

分を解体。同棟に隣接する

を行い、調理機器などの設備

寮舎棟の食堂も耐震補強

を更新。調理室を、調理と下

のため、南側3分の2を撤去

処理スペースに区切り、交差

しました。これにより施設南

汚染を防ぐ環境を整えました。

側に約20台分の駐車スペ

竜ノ口寮の齋藤七七重副

ースを確保。食堂の南にできた空き地は、今後、車いすで

寮長は「利用者のプライバシ

も出入りできる“憩いの場”として整備する計画です。

ーに配慮した生活環境がよう

食堂は南側3分の2を撤去して
北側住居棟の食堂兼共有スペースに。
床の白線はボッチャのコートで、
ここで活動を行っている

4つ目のユニットとなる北側居住棟1階は、壁のクロスや

やく整った。ユニット型のメリ

厨房も大幅に改修。設備を更新した

床材を張り替えるとともに、2人部屋を個室、4人部屋を3

ットを生かせるよう、生活面の充実に向けてしっかりとサポ

人もしくは2人部屋にして計13室を整備（個室9室、3人部

ートしていきたい」と話しています。

静まる城下町 花で元気を
4月初旬、高梁が誇る山城・備中松山城に続く紺屋川沿
いの道は桜が満開となりました。花壇の花は色とりどりに咲
き誇り、桜並木をより一層華やかに演出します。
高梁市内の花壇の多くは、松山ワークセンターの利用者
の方々が大事に愛情をこめて育てた花を季節ごとに植え替
えています。春は新入生や新社会人、街の人々を色とりど
りの花と桜でお迎えするのが例年の光景ですが、日に日に
脅威を増すコロナウイルスの影響により、市内は人通りも少
なく寂しさを感じさせる景色へと様変わりしてしまいました。

紺屋川を彩る満開の桜と松山ワークセンターの花
（下の花壇）
川沿いの道は例年に比べて花見客が少ない

今後の活動も制限される可能性はありますが、ハウスで

松山ワークセンターは、前号でも紹介していただいた小

は種まきが始まり夏の花苗準備を進めています。不安や苛

さな菓子工房 Cotoliでの製菓や、年間3万本を超える花

立ちが募る日々ですが、少しでも道行く人の心が休まり安ら

苗栽培、委託管理業務等を主な仕事として行っています。

ぎの場となるよう、1本1本大切に育てています。これらの心

活動は継続しているものの、この感染拡大に伴いイベント

を込めて育てた花々により、この夏の人々の心が少しでも

は中止になり、販売機会も減少しつつあります。このことで

元気になればと思い活動を継続しています。

利用者の方々の活躍の場も制限されはじめ、工賃への影

穏やかないつもの生活が早く戻ることを願うばかりです。

響も懸念している状況です。

（広報委員
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サンエイグループより
車いす3台寄贈

旭川荘理事会・評議員会報告
令和元年度第4回理事会を3月16日、第3回評議員
会、第5回理事会を同25日、いずれもホテルグランヴィ
ア岡山 ( 岡山市北区駅元町 )で開催しました。
第4回理事会では、12件の議案と1件の報告案件が審
議され、令和2年度事業計画、令和2年度資金収支予算、
令和元年度第2次資金収支補正予算など6件の議案と3
件の報告案件を評議員会に提出することが承認されました。
第3回評議員会では、定款の一部変更を除く5件の
議案について審議され原案どおり承認されました。また
第5回理事会では、業務執行理事の選定について審議
され承認されました。
なお、以下のとおり理事の新任、退任がありましたの
でご報告いたします
（敬称略）。
【新任】
（令和2年4月1日付）
神﨑
晋
新井 禎彦
秋山 哲生
【退任】
（令和2年3月31日付）
檜尾
博
楢原 幸二
片山 雅博

楢原

幸二

年から毎年行われており、今回で13回目、合計39台
になります。
この日は同グループから李清広専務ら3人が旭川荘
を訪れ、旭川荘資料館で贈呈式が開かれました。車
いすの寄贈を受ける旭川敬老園、旭川学園、吉備ワ
ークホームの代表らが出席し、李専務から末光茂理
事長へ車いすが手渡されました。
末光理事長は「支援を続けていただきありがたい。
車いすを使用する
施設の利用者に、
皆さんの思いをし
っかり伝えます」と
お礼を述べました。
同グループでは
舗でプルタブ回収
箱を設置。集めた
プルタブを車いす

顧問
正一 旭川荘顧問
◎新任（令和2年4月1日付） 伴
◎退職（令和2年3月31日付） 風早 英治 旭川荘顧問
施設長
◎異動（令和2年4月1日付）
篤志

すを寄贈していただきました。車いすの寄贈は2008

2006 年から各 店

令和2年度主要人事

小幡

サンエイグループより4月24日、旭川荘へ3台の車い

に換え、福祉施設
へ贈る活動をして
います。

李専務（右）
より車いすを受け取る
末光理事長

経営企画会議委員長／企画広報室室長／

（兼）日中・アジア医療福祉研修センター所長
旭川荘療育・医療センター顧問医師

旭 川 荘 ごよ み

旭川児童院顧問医師
神﨑

晋

SCHEDULE CALENDAR

旭川荘療育・医療センター院長
旭川児童院院長

新井

禎彦

6月

旭川荘療育・医療センター院長代理
旭川児童院院長代理

新谷

義和

田村

稔

三宅

典子

旭川敬老園園長／（兼）グループホームはなみずき所長

安達

悦子

三世代交流センター結びの杜所長

長壽

厚志

いんべ通園センター所長

本田

順子

川﨑祐宣記念総合在宅支援センター所長

おかやま発達障害者支援センター所長

12日 令和2年度

第1回理事会………… 旭川荘

29日 令和2年度

定時評議員会… …… 旭川荘

旭川荘研修センター所長

編集後記

（兼）
結びの杜ホーム所長

今号5面で上海市の各所から寄贈を受けたマス
クの話題を紹介しました。その一つ、民政局から届

（兼）
訪問看護ステーション旭川荘所長
菅原

英次

いたマスクの梱包箱には「雾 尽 风 暖，樱 花将 灿」

川上診療所所長／（兼）川上歯科診療

（
「霧が晴れて風が暖まり、まもなく桜の花が輝くで

所所長／
（兼）
ひだまり苑所長
杉原

良行

旭川荘真庭地域センター所長

河口

郁絵

わかくさ学園いちご園長

しょう」の意）
との句が添えられていました。
「まさか
の時の友こそ真の友」といいますが、これを励みに、
利用者への感染の徹底的な防止と、一刻も早い感

◎退職（令和2年3月31日付）
國近

桂子

染の終息に向けて、旭川荘としてもさらに努力した

川﨑祐宣記念総合在宅支援センター所長

いと思います。

（兼）
訪問看護ステーション旭川荘所長
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（広報委員長

小幡篤志）

