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オンラインで開催された旭川児童院の「新成人を祝う会」
（6面に関連記事）
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株式会社サンマルクよりいただいた“しあわせのクリームパン”。
全て異なる表情で笑顔を届ける
（8面に関連記事）
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声なきcallに応え、エッセンシャルワーカーとして
理事長

末光 茂

梅の花が春の到来を告げてくれています。

4月就職の新職員を対象としたオリエンテーションが、2

今回のコロナ禍は、テレワークなどの働き方改革とともに、
日本人の職業意識にも大きな変化を与えつつあります。
そのひとつが「エッセンシャルワーカー」です。人々が日
常生活を送る上で欠かせない仕事、具体的には、医療・
福祉、農業、小売・販売、通信、公共交通機関などに従事
する人々を指します。

月20日に開かれます。看護師、
リハビリスタッフ、放射線技
師、保育士、介護福祉士等43人が仲間に加わってくれま
す。この分野での人材確保が厳しい状況下だけに、心強
い思いをしています。
そのなかには、社会からの様々な「声なきcall」に応えて
の人も、たくさんいることでしょう。旭川荘の仕事が Callた

今まで当たり前のように存在していた職業の人達を、か

りうるのは、ひとえに先輩職員が、困難を抱えた人々のた

けがえのない身近な存在として、誰もが切実に受け止める

めに献身してきてくれた実績と信用、ことばを変えると「徳」

ようになりました。医療・福祉の従事者は、特にそうです。

の積み重ねのおかげです。

かつて、故更井良夫岡山博愛会理事長が「仕事を表

孔子は「徳は孤ならず、必ず隣あり」
「徳は孤立した孤

す英語には Work、Job、Professional、Occupationの他

独なものではなく、それを認めてくれる人がきっと周りにあ

に、Call がある。Call は聖職とも訳され、神の求め（call）

らわれる」と述べています。その通りだと実感します。

に応えた職業で、牧師・神父、医師などがよく知られてい

この世の幸せ実現を目指す「旭川荘」の伝統の継承と

るが、旭川荘で働く職員にも当てはまる」と、旭川荘職員

発展のため、新職員とも手を取り合って、さらに前進するよ

研修で話されたのを、思い返しています。

う願います。

親和会芸術祭 初のオンライン開催
旭川荘の職員が趣味で制作し
た作品を集め、展示する「親和会

用のページから気に入った作品に一人一票を投じ、約120

芸術祭」が1月18日から2月5日ま

票が集まりました。投票の結果、上位15作品の中から親和

で、初めてオンラインにて開催され

会会長賞や芸術賞などが選ばれました。

ました。

親和会の山本哲達会長
（旭川荘事務局長代理）
は「初

コロナ禍で施設間の行き来や立
ち入りを規制している中、展示会

オンラインで開催された
親和会芸術祭

出品作品とコメントなどを見ることができます。同様に投票

めての試みでしたが、
皆さんの協 力で 無

場に多くの人が見に行くことができ

事に開催することが

ないため、オンラインで写真や動

できました。コロナに

画を管 理できる Google 提 供の

負けないで、作品を

サービス
「Googleフォト」を使って

応募や閲覧・投票し

の開催となりました。

てくれた方々に感謝

これまでの芸術祭と同様、出品できるのは絵画や書、手
工芸品、写真など。作品そのものの提出はなく、出品者が

します」
と話します。

紙粘土で作ったパンが並ぶ「パン屋さん」
（親和会会長賞）

それぞれの作品を写真に撮り、画像データと作品タイトル、
サイズなどの情報を添えて親和会に申し込みます。応募デー
タは親和会の担当者が Googleフォトに掲載。備前焼の皿
や古着を子ども服にリメイクした作品、大山を描いた絵画
など、142点が集まりました。
閲覧はポスターに掲載された URL 又は QRコードから。
パソコンやスマホを使って専用ページへアクセスすると、
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「ムーミン名シーン『雪玉ランタン』
」
（芸術賞）

旭川荘経営企画会議

設置から1年

旭川荘では2020年4月、法人・施設の財務面の健全性を確保し、サービスを持続的に提供していくため、横断的な調査・
検討を行う組織として「経営企画会議」を設置しました。これまでの検討状況を報告します。
（企画広報室長

会議には、企画広報室や事務局のほか、議題に応じて

小幡篤志）

材確保が一層難しくなります。社会保障費の伸びにも限

施設長や理事が参画しています。委員長は企画広報室長

界があります。

の小幡が務めており、担当理事は、財務担当の桐野専務

安定的な経営を続けてきた旭川荘も、このような環境

理事となっています。

下では「ダウンサイジング（縮小・合理化）」を基本とし、

会議では、財務面を中心に、数値等のエビデンス
（根拠）

既存事業の継続、新規事業の展開、大規模な施設整備

に基づいた調査・分析・課題の明確化、提言を行うことと

等に当たっては、科学的な分析に基づいた議論が必要と

しており、これまで数回にわたる議論を重ね、2020年9月

なります。

と2021年1月に常任理事会・施設長会議に報告を行いま
した。

その前提に立ち、まずは事務局を中心に財務、人事、
生産性向上・ICT の各分野の検討を行いました。2020

岡山県の生産年齢人口（15～64歳）は、20年後には
現在の8割、高梁市など過疎地では5割にまで減少し、人

財政基盤の強化に向けて
●マイナス収支が継続している施設等について、
2021年3月から個別具体的に分析を進める
（後述）。
●2021年度において、施設整備のための借入
金の償還計画を法人全体で整理し、各施設の
大型設備の更新計画も整理する。
●将来の建替えに向けた施設の積立目標額を具
体的に設定するため、2021年度に各施設の

人材の確保・育成のために
●2020年度中を目標に、

職員と日勤職員の給与、常勤職員と非常勤職
員の給与、中山間地域での人材確保のため
の給与のあり方等を2021年度から検討する。
●2021年度以降、法令の配置基準等を基本と
して各施設の定員管理を行う。

業務の効率化と経費節減
●荘内イントラネットのクラウド化、勤怠管理シス
て、2021年度に業者選定を進め、早期の更
新を目指す。
●2021年度に、旅費の支給を現金払いから給
与口座への振込方式に改める。

人材採用のためのウェブ

●2021年度以降、業務の外部委託の推進、既存

サイトを制作する。

の外部委託費の点検を行う。また、施設ごとに

●若 手 職 員のジョブロー

異なる業務の標準化（マニュアル化）
を進める。

テーション、特定分野で

●2020年度以降、物品調達について、見積もり

の専門職の養成のあり

合わせの徹底や施設間の共同調達の検討、

方、臨時職員が正職員

カラーコピーの自粛やコピー枚数の節減等を

に採用された場合の配

行い、2021年度予算では事務費の一律5％

属方法などを2021年度

削減を目標とする。

から検討し、併せてキャ
行う。

●人件費率の抑制に配慮しつつ、夜勤を行える

テム、給与明細のメール配信システム等につい

現状を確認する。

リアパスの「見える化」を

年度から実施、または検討を開始した事項を以下に掲
げます。

●2020年度以降、遠隔地施設の決裁のICT化
制作中の採用サイト

やweb会議の活用を進める。

会議では、2021年3月から個別分野の検証を進めます。荘内の分野別部会や委員会と連携しつつ、まずは収支が悪化
している高齢者福祉分野や、財政規模が大きい療育・医療センターなどから検証を開始する予定です。
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カレッジ旭川荘1期生
卒業後の進路続々決まる
知的障害・発達障害のある18歳以

男性は、校内実習で体験したコーヒー

上の人を対象に2017年4月、
自立訓

豆の選別で高い集中力を見せ、県内

練と就 労 移 行 支 援を 各 2 年 ず つ

で複数の喫茶店を手掛ける企業に採

行う
「大学形式の学びの場」
として開校

用。別の男性は B 型事業所を利用し

したカレッジ旭川荘。初の卒業生とな

ながらデザイン系の専門学校に聴講

る1期生の進路が続々と決まっています。

生として通い、
イラストレーターになる夢

一般の就労移行支援事業所と違う

を目指します。中にはすでに働いてい

のは、
4年間の学びを通してカレッジ生

るカレッジ生も。1月から株式会社クラ

本人が自分は何が好きか、
何がやりた

レで作業着などのクリーニング業務に

いかをじっくり考えることができること。

（報告・連
就く寺田光波さんは「報連相

み なみ

福祉専門職員と教員免許を持つ職員

クリーニング作業をする寺田さん。
「自分に合った作業で楽しく充実している」と話す

がチームになって各人の学びをサポー

トし、
その人に合った進路を提案できる点もカレッジの強みです。
就職に向けた学びは3年生の春からスタート。清掃やピッ

絡・相談）
や言葉遣い、聞いたことをメ
モすることは授業で何度も練習してき

たので、就職してからもすぐできた」
と振り返ります。
3、4年の就労教育を

キング、値札付けなどの校内実習を行ってきました。翌年

担当する支援教員の岩

の1月には3者面談で本人と家族の意向を確認し、ハロー

田直也さんは、
それぞれ

ワークの求人や荘内のネットワークなどから実習を受け入

の進路へ踏み出す1期
生へ「この先、気落ちす

れてもらえる企業を開拓してきました。
しかし昨年4月には、全国に緊急事態宣言が発令され、

ることも辞めたいと思う

企業での実習はキャンセルに。カレッジも在宅学習
（オンラ

こともあるかもしれないが、

イン授業）
になりました。宣言解除後の6月頃から実習を再

カレッジでの経験や仲

開。カレッジ生たちは企業で2週間から1か月間程度、実際

間を思い出して乗り越え

に働いてみて楽しく長く働ける自分に合った職場を見つけ

てもらいたい。この4年

ていきました。

間を無駄じゃなかったと

現在1期生7人の多くが車の部品工場や食品加工会社
などに就職を決めています。カフェで働く希望をもっていた

思ってもらえたらうれしい」
とエールを送ります。

しんぽう

ゴルフ場で実習をする神寳遼太さん。
指導を担当するゴルフ場スタッフは「一つ
一つ丁寧に作業をしてくれる。バスタオルを
たたむのは、誰よりもきれい」
と評価します

福ねこ巡回展 真庭で開催
福ねこコンテストの応募作品を荘内施設に出張展示する
「福ねこ巡回展」が2月8日から18日まで、旭川荘真庭地域

で開催。
「アートギャラリー展2021春」
（3月1日～5月26日）
でも福ねこを展示します。

センターで開催されました。
食堂・交流ホールの一角に会議机を並べ、福ねこ352点
をぎっしり詰めて展示。昼時や休憩時間になると、作業や
日中活動を終えた利用者が三々五々集まり、カラフルで表
情豊かな福ねこたちに見入っていました。
今回の福ねこコンテストには、真庭地域センターから作
品10点を出品。職員と利用者がずらりと並んだ福ねこの
群れから“真庭の作品”を探し当て
「これは○○さんの作品」
「そっちは△△さん」
などと和やかに話していました。
福ねこ巡回展は、
これまでにひらた旭川荘
（昨年11月5
～11日）
、三世代交流センターよしい川
（同12月1～24日）
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真庭地域センターで開催された「福ねこ巡回展」
。
福ねこの群れから真庭の作品を探す

岡山操山中学校より千羽鶴寄贈
毎年「夏まつり旭川荘」に手描きのうちわを寄贈してく

また、国 際 塾のメ

れている、県立岡山操山中学校（岡山市中区浜）
の生徒

ンバーが「一緒にが

の皆さんから1月21日、千羽鶴とメッセージカードをいただ

んばりましょう」
「今年

きました。

こそうちわを作って届

千羽鶴は「コロナ禍の中、最前線で働く医療・福祉従

けに行きたいです」な

事者の方々を元気づけたい」と、
うちわ寄贈を行ってきた

どの想いを寄せたメッ

課外活動「SOZAN 国際塾」のメンバーが中心となり企画。

セージカードも制作。

全校生徒360人に呼びかけて、色とりどりの折り紙で2,000

感染症対策のため、

羽の鶴を折り、千羽鶴を2束仕上げました。

メンバーに代わり同

色紙に手描きのイラストと共に
寄せられたメッセージ

校の今井直子教諭が
「生徒たちからの気持
ちです」とサービスセ
ンターに届けました。
いただいた千羽鶴
とメッセージカードは
旭川児童院の2号棟
1 階 入 口に飾り、職
員や利用者を元気づ
けてい
ます。
千羽鶴の寄贈を呼びかけた SOZAN 国際塾のメンバーたち

児童院に飾られた千羽鶴とメッセージカード

養殖したスッポン 旅館向けに販売
旭川荘真庭地域センター
旭川荘真庭地域センターでは

合わせ約700匹に増えています。こ

2014
（平成26）
年5月の開設当初

こに至るまで、生まれて間もない稚

からスッポンの養殖に取り組んで

亀の餌やり・水替え等の世話は就

います。7年目を迎えて体長20～

労継続支援 B 型事業に携わる利

30センチに成長した親亀も100匹

用者が、成育に適した水温管理・

を超え、本年度から地元・湯原温

産卵から孵化までの飼育等は職員

泉の旅館向けに販売を始めました。

が分担。また、毎日必要となる餌は、

当センターのある真庭市湯原は

岡山市の飼料メーカー・小山物産

源泉かけ流しの温泉で全国に名

株式会社様のご協力をいただいて

をはせています。その温泉と結び

います。

成長した親亀

ついたのがスッポン養殖。水温の

昨春頃から地元の旅館より
「湯

下がる冬場に活性が低下するスッ

原産スッポン鍋プランを設定して集

ポンを、温かい温泉水を活用（温

客につなげたい」
と、徐々に引き合

泉として使用した後の廃水を再利

いがあり、多い月には親亀を4、5匹

用）することで、その成育を早め、

出荷しています。今後も真庭市内を

販売につなげようという狙いです。

はじめ、各方面に PRしながら、地

初年度に幼亀50匹を購入し、3

域活性化にも一役買うことができ

年目の2016年夏には初の産卵で

ればと思います。

55匹の稚亀が誕生。その後も毎
年産卵を重ね、現在は親亀、幼亀

養殖水槽の水替え作業

（真庭地域センター・広報委員 杉原良行）
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新成人の節目祝う 旭川児童院など
旭川児童院で1月7日、
「新成人を祝う会」が開催され、

各病棟では職員から新成人へ祝福と激励のメッセージ

利用者6人の人生の節目を職員や家族が祝いました。

が贈られ、中には傘回しなどの芸を披露して華やかにお

祝う会は例年、多目的ホールに集まり来賓を招いて開

祝いをする場面も。家族を代表して早川直也さんの母・

催していましたが、今年は新型コロナウイルス感染症対策

鯉香さんが「これからも周りの人たちへの感謝の気持ちを

のためメイン会場と各病棟をZoomでつないだオンライン

忘れず、協力してもらいながら元気で楽しく充実した生活

形式で行いました。

をして、たくさんの思い出を作ってほしい」と挨拶しました。

り

か

また、1月22日にはいんべ通園センターで「節目を祝う会」
が行われ、成人になる利用者2人と還暦を迎える1人を祝
いました。同センターでも施設内で数箇所に分かれてオン
ラインで開催され、モニターやタブレットを使って利用者
や職員が参加。出席できなかった家族からの手紙をサプ
ライズで披露するなど、感動的な会となりました。

コロナ対策のため、飲み物ではなく紙吹雪を使用して乾杯。勢いよく掲げた
グラスから紙吹雪が舞い散った＝児童院メイン会場のオンライン映像

この日のために用意した晴れ着を着た新成人たちは、
所属の病棟で家族や職員、他の利用者に見守られなが
らモニター越しに参加。一人ひとりを紹介するスライドが
流れ、末光茂理事長が「20年間、重い障害や病気に負け
ず頑張ってきた皆さんに心から敬意を表します。今後も明
るさ、たくましさを増し『世の光』となるよう期待いたします」

タブレットを使って別室で「節目を祝う会」に参加する利用者＝いんべ通園センター

この他、1月14日には吉備ワークホームで成人式を開催。

と祝辞を述べました。その後、新成人から家族へこれまで

1月15日に
「成人を祝う会」
を計画していた真庭地域センターで

の感謝を込めた花束が渡されました。

は、真庭市の成人式延期に合わせて5月に開催する予定です。

岡山南ロータリークラブより桜の植樹
岡山南ロータリークラブの皆さんによる桜の植樹が2月16日、竜ノ口寮南
側駐車場で行われました。旭川荘への桜の植樹は1997年に始まり、今年で
24回目。合計105本になります。
植樹式には同クラブの代表が参加。塚本博視会長が「我々が植樹した桜
が毎年春にきれいな花を咲かせ、祇園地区の桜の名所として、ご利用者や
近隣の皆様に喜んでいただいていることを嬉しく思います」とあいさつし、末
光茂理事長は「コロナ禍にもかかわらず、旭川荘に来て植樹して下さりありが
とうございます。利用者は桜の花に元気をいただいています」と謝辞を述べま
した。
その後、つぼみを付けたソメイヨシノの成木2本に参加者が順番に土をかけ、
植樹しました。
最後に竜ノ口寮の利用者で同寮自治会長の岩佐成淑さんが「この桜が大
地に根を張り、きれいな花を咲かせるのを皆で見守っていきたい」とお礼を
述べました。
植樹する塚本会長（右から2番目）
と末光理事長（左から2番目）
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ネコグッズ販売、福ねこも展示
招き猫美術館で新春ふくのいち
旭川荘の施設で作っ
たネコをモチーフにした
製品を展示販売する
「丑
年新春

旭川荘ふくの

いち―ぎおんの杜には
ネコがいっぱい」が1月
7日から31日まで、招き
猫美術館（岡山市北区
金山寺）
で開催されまし
た。今回は新型コロナ

各施設のネコグッズが並んだ「ふくのいち」の会場

にした作品、組みひもやビーズで飾ったものなど、カラフル

ウイルス感染症の早い収束を願って、利用者と職員が同
美術館オリジナルの招き猫に絵付けした「福ねこ」も出品。

でオリジナリティあふれるネコたちが来館者の目を楽しませ
ました。

「コロナ禍に負けない」
という思いを込めた旭川荘の取り組

同美術館学芸員の

みを紹介しました。
今回の「ふくのいち」は吉備ワークホーム、あおば、竜ノ口

虫明比斗子さんは「ふく

寮、せとうち旭川荘、いんべ通園センターの5施設が参加。

のいちも3回目となり、

ネコ柄のティッシュケースや布マスク、招き猫のイラストを

ネコグッズを楽しみにし

プリントしたトートバッグ、ネコを描いた七宝焼き作品など

ているお客さんもいる。

約30種類、約430点を並べました。

福ねこを見て『絵付け

「福ねこ」は荘内の「福ねこコンテスト」で賞を受けた8点

体 験をしたい』と申し

を含む計50点を展示。疫病退散にご利益があるとされる

込む人もいるなど好評

「アマビエ」風の作品や人気アニメのキャラクターをモデル

だった」
と話しています。
「福ねこ」たちも会場に展示

抱っこボランティア
「ぐるーん」とテラスの絵
全国の乳児院や児童養護施設で暮らす子どもたちを
抱きしめる活動を2011年からずっと継続されているボラン
ティア団体「ぐるーん」
（一般社団法人）。現在の乳児院の
職員配置基準では一度に5、6人の赤ちゃんが泣きだした
とき、すぐに抱っこしてあやせるのは2、3人くらいですが、そ
の隙間を埋めてくださっているのがぐるーんの皆さん。人の

20mのプラスチック板に描かれたメルヘンの世界

ぬくもりを直接伝え、
「決して一人ではない」と心に訴えか

“キャンバス”はフェンスに貼った全長20mのプラスチック

ける「抱っこ」で旭川乳児院の子どもたちを支えてくださっ

板。左右に延びる線路の上を汽車が走り、四季折々の遊

ています。

びを楽しむ家族の姿がメルヘンタッチで描かれています。

ぐるーんの活動は「抱っこ」だけでなく、年末の大掃除
（建

画中には子どもたちの好きなクマやリスなどの動物や飛行

物や院庭）
やコロナウイルス対策のためのマスクを作って届

機、こいのぼり、サンタクロースなども描かれ、大人が見て

けてくださったりと、多岐にわたっています。今回は昨年

も楽しく温かい気持ちになります。

3月にぐるーんの皆さんが乳児院のテラスフェンスに描いて
くださった絵を紹介します。

ぐるーんの皆さんありがとうございました。


（旭川乳児院
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サンマルクからクリームパン寄贈
療育・医療センター

ヤクルト販売㈱より車いす寄贈

旭川荘療育・医
療センターに2 月
22日、株式会社サ
ンマルクより“しあわ
せのクリームパン”を
50個いただきまし
た。クリームパンは
同社が「お客様を
三宅店長（左）
から“しあわせのクリームパン”を
受け取る神﨑院長（右）
しあわせにしたい」
との思いから、焼き上げた後に1つ1つ手描きで笑顔を
描き、1人1点のみ提供している限定品です。
この日は、ベーカリーレストラン・サンマルク大元店の三
宅恵店長が資料館を訪れ「医療従事者の方々に感謝を
伝えるとともに、“しあわせのクリームパン”を見て皆様が
笑顔になっていただければ」と同センターの神﨑晋院長
へクリームパンを手渡しました。神﨑院長は「描かれてい
る顔が全て違い、食べるのがもったいないほど。皆であ
りがたくいただきます」とお礼を述べました。
クリームパンはコロナ対策に尽力する療育・医療セン
ターの医師や検査技師などに配りました。

岡山県内にあるヤクル
ト販 売 株 式 会 社 3社（岡
山ヤクルト販売株式会社、
岡山県西部ヤクルト販売
株式会社、津山ヤクルト販
売株式会社）
より1月19日、
のぞみ寮に車いす1台を
寄贈していただきました。
この日、岡山ヤクルト販
売株式会社営業部の林
「愛の車いす」を受け取る
貴子センターマネージャー
佐藤寮長（左）
と販売スタッフの2人がひ
らた旭川荘を訪れ、のぞみ寮の佐藤美彦寮長へ車いす
を手渡しました。受け取った佐藤寮長は「のぞみ寮は8
割の方が車いすを利用しているので本当にありがたい。
大切に使います」とお礼を述べました。
寄贈は昨年11月に行われた「令和2年度第47回ヤク
ルト・チャリティーセール」の収益によるもので、岡山県社
会福祉協議会を通して県内の福祉施設など100カ所に
100台の「愛の車いす」が届けられました。

金山寺より疫病封じのお札1,500枚
祇園地区の職員に配布
天台宗金山寺
（岡山市北区金山寺）
より1月7日、新型
コロナウイルス感染症の早期終息を願う“疫病封じのお札”
を1,500枚いただきました。
お札に印されている
のは、同寺に江戸時代
から伝わる版木から刷
（★注）
り写した「角大師」
の姿。除災効果のある
黄色い色紙を使って作
金山寺よりいただいた疫病封じのお札
成されたものです。
同寺の岸本賢信住職が旭川荘を訪れ、旭川荘新型コ
ロナウイルス肺炎対策本部長の仁木壯副理事長にお札
を手渡しました。岸本住職は「コロナ禍において医療福
祉の最前線で奮闘する職員
の皆さんを応援したい。お
札を見て少しでも心を休め
ていただければ」
と話してい
ます。
いただいたお札は祇園地
区の各施設に勤務する職員
約1,500人に配布しました。
お札を届けてくださった

岸本住職（左）

★注：角大師とは
平安時代の高僧で、比叡山延暦寺の中興の祖・元三大師
（がんざん
だいし）良源（りょうげん）
が変化した鬼の姿。その姿を版木にしてお
札を作り家々の戸口に貼ったところ、都で流行した疫病が鎮まったと
いう伝承が残っている。天台宗の寺院にはそれぞれに古くから角大
師の版木が伝わり、厄除けのお札などに使われている。
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旭 川 荘 ごよ み
SCHEDULE CALENDAR

3月

1日～5月26日
5日
24日
26日

令和2年度第4回理事会…………… 旭川荘
令和2年度第3回評議員会………… 旭川荘
※書面開催の予定
アートギャラリー展2021春… ……… 旭川荘アートギャラリー
第49回卒業証書授与式…………… 旭川荘厚生専門学院
卒園式……………………………… ひらたえがお保育園
卒業式……………………………… カレッジ旭川荘
☆ひな祭り・卒業・卒園行事～各施設

4月
1日 辞令交付式………………………… 旭川荘
3日 入園式……………………………… ひらたえがお保育園
5日 入学宣誓式………………………… 旭川荘厚生専門学院
☆花見行事 ～各施設

編集後記
世界における様々な情報がマスコミ以外でも
収集できる時代になってきています。その中には、
自由な言論が行えなかったり、個人の権利が軽
視されたり、全体主義のことが語られているもの
もあります。
「福祉」はその対極にあると思います。
人の多様性を認め、個人の幸せを追求する意味
について、改めて考えさせられました。
（広報委員 長壽厚志）

