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新型コロナウイルスの感染対策をとりながら“お花見”を満喫する利用者ら
（4面に関連記事）
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時代のニーズを読み取る力を
理事長

末光 茂

新型コロナウイルスの蔓延が止まりません。世界中の多

業のフィルム事業から撤退し、その技術や知識をOA 機器、

くの企業が、倒産や事業の縮小・休止等を余儀なくされて

そして医薬品や化粧品分野に活かすという大転換を実施

います。

して、増収増益を達成しました。

しかし、このような時代だからこそ、将来の時代のニーズ

旭川荘は今まで、人口増と経済成長の時代に、知的障

を的確に読み取り、事業運営をしていく力を、我々は養わ

害や重症心身障害など時代と地域の求めに応えた分野

なければなりません。

にサービスを展開し、成長、発展を重ねてきました。しかし、

これまでも、危機にあって時代を先読みし、成功した企
業は多くあります。その一つが富士フイルムホールディング
スです。今から54年前、昭和42年（1967年）の夏、現旭

時代は変わりました。人口減少と経済停滞下では、自ずと
ニーズは変化します。
従来からの事業に磨きをかけて評価を高める一方で、

川荘顧問医師の角南重夫先生と、ヨーロッパの障害者施

漫然と事業を継続するのではなく、新たなニーズもしっか

設視察に50日間かけて出掛けた時のこと。日本製の写真

り把握し、旭川荘のするべき事業を見極め、事業を再編成

フィルムは、サクラカラーとフジカラーでした。サクラカラー

していくことが必要です。被虐待児、医療的ケア児、精神

を持参したが、現地で不足し、代わりを探すと、どこの土

病院退院後の強度行動障害、ヤングケアラー等々、時代

産物店にもコダック社のフィルムが溢れていました。

が求める課題は尽きません。

その後、フィルム業界にデジタル化の波が押し寄せます。
世界一のコダック社は変革に向けた判断を誤り、時代に

新年度は、そのための人材と財源投入を的確に判断で
きる組織づくりを行い、前進を図りたいと考えています。

取り残され倒産します。富士フイルムは未来を見据え、本

カレッジ旭川荘で初の卒業式
1期生8人巣立つ
知的・発達障害のある18歳以上の人を対象にした学び
の場、カレッジ旭川荘で3月26日、初の卒業式が行われ、
第1期生8人が人生の新たな門出を迎えました。

望を与えてほしい」
とお祝いの言葉を伝えました。
続いて卒業生が1人ずつ「カレッジで頑張ったことは漢
字検定です」
「一番の思い出は学院祭の喫茶で会計をし

卒業式には卒業生のご家族や在校生など約60人が参
加。新型コロナウイルス感染予防のため出席者の検温やマ

たことです」
などと4年間の思い出を発表しました。
このほか、在校生の送る言葉や家族代表挨拶があり、

スク着用のほか、来賓を最小限にした上で換気を行うなど、

最後に4年間を振り返るスライドショーが上映されると、感

密にならない工夫をして開催されました。

極まって涙を流す卒業生もいました。

卒業生7人
（1人は大阪からオンライン参加）
はこの日の

出席したご家族は「うちの子には必要な4年間だった。カ

ために準備した袴やスーツに身を包み入場。赤木匠学院

レッジという学びの場があって本当によかった」
と安堵の表

長から1人1人に卒業証書が手渡されました。赤木学院長

情を見せていました。卒業生すべての進路が決まり、新年

は「1期生の皆さんはカレッジの土台を作ってくれた。感謝

度からの活躍が期待されます。

の気持ちでいっぱい。これ
からはカレッジで培った経
験 や 知 識を生 かし、胸を
張ってたくましく生きてほしい」
と式辞を述べ、末光茂理事
長は「カレッジ1期生として
の名誉と責任を持って社会
に出て力を十二分に発揮
し、後に続く人たちに光と希
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赤木学院長（左）
から卒業証書を受け取る卒業生
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「別れの言葉」としてカレッジの4年間を
振り返り発表する卒業生たち

2021（令和3）年度の主な新規事業について
南愛媛療育センターの建て替え完成
昨年度から耐震建て替え工事を進めていた南愛媛療育セン
ターが、2階建て
（福祉的病床80床・一般病床20床）
に姿を変え
て6月に完成します。また南愛媛病院の旧病棟において、地域の
福祉ニーズに応えるための新規事業を展開することについて検
討を進めます。
建設が進む南愛媛療育センター

わかば寮・かえで寮の
全面建て替えに向けての準備

ひらた旭川荘地域活動支援センター・
せとうち旭川荘における引きこもり対策

2022
（令和4）
年度から3カ年計画で、わかば寮とかえで

引きこもっている成人に、創作的な活動やものづくりに参

寮の全面建て替えを行うこととしており、そのための準備を

加していただくことを通して「居場所」を提供し、自らの意欲

進めます。建て替え後、かえで寮はわかば寮に統合し、旧か

による引きこもり状態からの脱却をサポートします。

えで寮の建物を活用して新たに地域生活支援のための多
機能事業所を開設する計画としています。

いんべ通園センターの入浴サービスの充実
今秋を目途に、浴槽を全面改修するとともに介護用浴槽
を1台導入し、身体の不自由な方等への入浴ニーズに応え
ていきます。

上海市の日本人幼稚園への
発達障害に関する支援
発達障害のある幼稚園児が増加していることを踏まえ、
現地の先生方の対応方法について、オンラインでのカンファ
レンスを通じた支援を行います。

旭川乳児院における
小規模グループケアの実施
乳児を心身ともに健
やかに育んでいけるよ
う、
より家庭に近い落ち
着いた環境での生活

新型コロナウイルス感染症への対応
旭川荘対策本部から、感染情報の提供、統一的な対応
方針の提示、個々の感染防止対策の助言・指導などを行い、
感染防止とサービスの質の維持向上との両立を図ります。

の実現を目指し、6人
単位の小規模での養
育を行います。
旭川乳児院の療育の様子

「ふれあい農園」の開設
本部南地区
（中原）
の農園において、地域の子ども達や
お年寄りと旭川荘の障害のある利用者等が交流しながら、

経営企画会議における
経営分析や改善方策の検討
経営企画会議において、課題のある施設の経営改善方
策、人材確保・適正配置の在り方、ICT の活用や事務費
の削減をはじめとする業務の効率化・生産性の向上等に
ついて検討し、必要な提言を行い、具体的な取り組みを進
めます。

農作物や草花などを
育て収穫する「ふれあ
い農園」として開設し
ます。

事業継続計画（BCP）の充実見直し
水害等の自然災害や新規感染症が発生した場合も、事
業をなんとか継続し、ご利用者の命と安全を守るための方
針や手段を、平時のうちに考えておく
「業務継続計画」

ふれあい農園予定地

（BCP）
の内容を見直します。
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法人の採用サイトが完成
荘内の求人情報を一挙掲載
旭川荘の職員採用に特化した専用サイトが3月末までに

採用サイトには法人

完成しました。6月から選考が始まる2022年春入職の新卒

サイト内の
「職員採用」

者や社会人の募集要項のほか、
各施設が募集する求人な

バナーからリンクしており、

ども掲載し、
医療福祉分野に関心を持つ求職者に向けて随

スマートフォンの場合は

時情報を発信します。

下記のQRコードからア

採用サイトは昨年5月に作成したパンフレット
「旭川荘採用

クセス可能です。採用

案内」
のウェブ版として、
事務局と企画広報室が企画。正職

サイトについての問い

員の定期採用は事務局、
専門職や臨時職員は各施設と窓

合わせは事務局人事班

口が分かれていて、
外部からは問い合わせ先などが分かりに

（086-275-7007）
まで。

くいことから、
各施設の求人も人事班でまとめてサイトに掲載し、
全ての求人情報を一覧できるようにしました。
主なコンテンツは、
現場の第一線で活躍する若手職員に
取材した
「先輩の声」
、
法人規模を数字で示した
「数字で見
る旭川荘」
、
求職者から寄せられる主な質問とそれぞれの回
答を正職員向け・臨時職員向けに分けて掲載した
「よくある
質問」
など。閲覧する端末の画面サイズに応じてページのデ

旭川荘採用サイトQRコード

ザイン・レイアウトが変わる
「レスポンシブウェブデザイン」
で制
作しているためスマートフォンでも見やすく、
職種や勤務地な
どから現在募集のある求人を検索して、
サイトから応募できる
ようになっています。

旭川荘採用サイトTOPページの一部（モバイル版の表示）

桜満開
各施設で花見楽しむ
今春も旭川荘では多くの桜がきれいな花を咲かせました。

この他、松山ワーク

それぞれの施設では新型コロナウイルス感染症対策をとり

センターや旭川児童

ながら、利用者や職員が “お花見”を楽しみました。

院、竜ノ口寮などでも

愛育寮では4月2日、施設前の広場で新しい利用者や職

それぞれの方法で密

員などを紹介する
「はじまりの会」を2年ぶりに開催した後、

にならないよう感 染

一部の利用者が桜の木の下で花見弁当を味わいました。

対策をして花見会や

花はすでに満開を過ぎ、風が吹くと花びらが舞い降りてきま

散歩で春を満喫しま

す。食事をした利用者は「外で食べると美味しい」
と満足

した。

気です。また、日中活動の散歩でも花見を楽しめるよう、桜
が見えるルートを選択。利用者は時々足を止め、頭上に咲

桜の下を散歩する愛育寮の利用者たち

く桜を愛でていました。
吉備ワークホームでは3月30日、利用者、職
員の希望者が、満開を迎えた竜ノ口寮の桜の
下で記念撮影をして楽しみました。また、4月2
日には食堂で花見会を開き、みんなでタケノコ
ご飯などが入った花見弁当を味わいました。テー
ブルには感染防止のためにパーテーションが
設置され、会話を控えた会食となりましたが、
会場には満開の桜の枝や色紙で作った桜の
花が飾られ、お花見気分を盛り上げていました。
満開の桜の前で記念撮影をする吉備ワークの利用者と職員
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中学生向け福祉教育 DVD 制作
ひらた地域貢献委 御南中で視聴
ひらた旭川荘地域貢献委員会はこのほど、福祉の授業
などで交流のある御南中学校の生徒に向けた福祉教育
DVD「みんなが暮らしやすい地域をめざして～私たちにで
きることはなんだろう？～」を制作しました。
福祉の授業は2016年にスタート。年に1度、ひらたの
職員が学校に出向いて講義をするほか、利用者も当事者
として生徒の前で自らの体験を話すなどの交流を続けてき
ました。2020年は新型コロナウイルスの影響で対面での
交流ができなくなったことから、同委員会が映像による授
業を提案。同年末までのわずか約3カ月で企画から撮影、

DVDに収められた安藤さんのインタビュー

編集までの作業を行い、DVDを完成させました。
DVDにはわかば寮の菓子工房に通う諏訪匡一さんと、

同委員会の籔内誠委員長は「福祉の授業では障害の

交通事故で右手足に障害を負い、現在は機能訓練を受

ある人が弱者ではなく、伝える側の“先生”になれる。映像

けたのぞみ寮で職員として勤務する安藤成樹さんが出演。

で何をどう伝えるのか手探りの作業だったが、コロナ禍で

サポートを得て働く姿のほか、自身の障害や仕事への想い、

も交流を継続できるよう、なんとしても形にしたかった。内

周囲の人たちへの感謝を、映像と丁寧なナレーション、イ

容をブラッシュアップして、今後の福祉の授業でも活用し

ンタビューで紹介しています。また「合理的配慮」として映

ていきたい」と話しています。

画館の車いすスペースやバスの優先席などの例とともに、
思いやりの心が大切であることを強調。みんなが地
域で暮らしやすくするために、中学生として何ができ
るのかを考えさせる内容になっています。
今年2月には同校で DVDを使った授業があり、2
年生約290人が視聴。同委員会には生徒から「障
害のある人の苦労が少し理解できた。地域に住ん
でいる人として、お互いの特性を理解していくことが
大切」
「障害と向き合い一生懸命な姿を尊敬する。
未来に障害という言葉がなくせたらいいなと思う」な
どの感想文が届き、学校関係者からも「テーマが分
かりやすく、必要な情報が映像の中に文字できちん
と表現されていて、生徒への意識づけにも非常に成
果があった」などの講評が寄せられています。

DVDを視聴する御南中学校の生徒たち

新職員へ辞令交付
本年度旭川荘に採用された新職
員への辞令交付が4月1日、荘内各
施設で行われ、50人の新たな仲間
が加わりました。

訓示も印刷物にして新職員へ配ら
れました。
旭川荘療育・医療センターの支
援部では、新職員と人事異動で他

例年、岡山県内の施設に配属さ

施設から移ってきた13人が一緒に

れる新職員は、祇園地区で開かれ

ミーティングを行いました。小豆忠

る辞令交付式で辞令を受けていま

博支援部長が同センターの概要や

したが、昨年に続き今年も新型コロ

支援部の仕事について説明した後、

ナウイルス感染症予防のため、各施

8人の新職員1人1人に辞令を手渡

設での交付となりました。また、本来

しました。

なら出席者の前で行われる理事長

辞令を受け取る新職員
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福ねこ352点 アートギャラリーで最後の展示
5月26日で終了
新型コロナウイルス感染症の早期終息を願い、旭川荘

用。利用者や職員が絵付けした作品を見た同美術館学

の職員と利用者が素焼きの招き猫に絵付けをした「福ねこ」

芸員の虫明比斗子さんからの呼びかけで、福ねこをメーン

352点が、3月1日から「アートギャラリー展2021春」で展

にしたポスター制作が決まりました。

示されています。会期は5月26日まで。

ポスターには、1月に同美術館で開催した「旭川荘ふく

昨夏から続く
「コロナに負けない！福ねこ絵付けプロジェ

のいち」で展示した福ねこ50点の写真を使用。
「自由って、

クト」
（※旭川荘だより258号参照）
の最後の取り組み。展

たのしい。
」のキャッチコピーとともに、個性豊かな福ねこた

示を終えると、作品は作者の元に返却されるため、一堂に

ちが招き猫絵付け体験をPRしています。

集めた福ねこたちを観賞できるのも今回限りとなります。

虫明さんは「作
品には作者の個
性があふれてい
て、生き生きとし
た筆さばき、大胆
な構図に、ほとば
しるエネルギーを
深く感じた。優れ
たアート作 品 に
敬意をこめて、記

アートギャラリーに並ぶ福ねこ作品

福ねこ掲載 招き猫美術館がポスター制作

念 のポスターを
制作させていた
だいた」と話して

旭川荘の福ねこ作品が、招き猫美術館（岡山市北区金

います。

山寺）
のポスターに掲載されました。
福ねこは同美術館オリジナルの白い招き猫の土台を使

招き猫美術館が制作したポスター

宮脇書店総社店で「ふくのいち」開催
期間限定で専用コーナー設置
旭川荘の施設で作った製品を展示販売する企画「旭

がセンス良く並べられました。期間中、クッキーやキーホル

川荘ふくのいち～いいもの。ここにしかないもの。
」が3月

ダー、そば殻まくらなどがよく売れ、施設が追加納品したも

23日から4月18日までの期間限定で、宮脇書店総社店
（総

のも。同店によると「新聞紙エコバッグは『（他の）商品を

社市井手）
で行われました。

詰めてほしい』といった要望もあり、ギフトのパッケージ材

旭川荘は同店の協力を得て、2018年と2019年の12月
に各2日間のイベント「ふくのいち」を開催。製品販売のほ

としても注目を集めた」
そうです。

か、アート作品の展示、イノシシ革小物などのワークショッ
プを実施しました。今回の企画はこうしたつながりの中、
同店から提案があったもので、コロナ
禍でバザー中止が相次ぐなど、販売
機会が激減した施設にとっては大きな
後押しとなりました。
吉備ワークホームやあおば、松山ワー
クセンターなど11施設の利用者が手
掛けた手工芸品や農産加工品、菓子
など約80種類を出品。雑貨を扱う店
内の一角にコーナーが設けられ、同店
の担当者の手で“旭川荘のいいもの”
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人気の新聞紙エコバッグ

利用者13人の作品集製作
10周年記念してデイあかしや
「デイセンターあかしや」が10周年を記念して編集作業
を進めていた作品集がこのほど完成しました。利用者の
ご家族や荘内施設、旧職員など関係者に配布しています。

らに巻末には、作家たちが共同制作した作品も収録され
ています。
デイセンターあかしやでは「作品は制作時の利用者さ

デイセンターあかしやは2009年11月、あかしや園に暮

んの想いが詰まったもの。形あるものにまとめてご本人や

らしている人たちの日中活動を充実させるため、生活介

ご家族の心に残るものにしたかった。時々開いて、この時

護と就労継続支援 B 型の通所事業所として開設。その

は楽しかったと思ってもらえれば」と作品集へ思いを込め

後、2011年に生活介護事業のみの形態となり利用者の

ます。

日々の生活をサポートしています。日中活動ではアートな
どの創作活動に積極的に取り組んでおり、作品は旭川荘

A4横変形判オールカラー、84ページ。旭川荘資料館、
敬愛館で閲覧できます。

アートギャラリーのほか、県内外のアート展でも賞
を受けるなど、利用者のモチベーションを高めて
います。
作品集は“作家”である利用者13人の作品を
各4ページに4～6点掲載。名前や笑顔の写真と
ともに、
「野球が好きで常にバットを手にしています」
「背景は一色ではなく何色も色を重ねていき深み
をだします」など普段の様子や作風についても紹
介しています。
このほか活動記録として、お花見やお月見など
の季節の行事、フラワーアレンジメント、菓子作り
などの活動風景、外出や絵画展の様子など多く
の写真でこれまでの歩みを振り返っています。さ

利用者らの作品を掲載した「デイセンターあかしや作品集」

今を大切に生きる・・・とは？
先日、子供の入学式に参加してきました。今年は例年よ

多くの人々の、今しかないかけ

り桜の開花が早かったため、新緑の葉が少しずつ顔を出

がえのない時間が奪われること

している中での式となりました。昨年来さまざまな行事が

がないように切に願います。

中止、縮小されてきた中で、式が開催され参加できること

さて私が働く
「あおば」では、今年度、成人を迎えられ

に感謝をしつつ、やはり新たな門出においてもいつもとは

る利用者がいらっしゃいます。高校卒業後、
「あおば」に

違う緊張感。全員マスク姿で初めて出会う先生や友達の

来て2年目の元気いっぱいのお二人です。また、時を同じ

顔をちゃんと見ることができな

く還暦を迎えられる方もお二人いらっしゃいます。1978
（昭

い異様さを感じもしました。

和53）年に「わかば青年寮」が開設されたころから40年

我々大人にとっては過去に

以上も通ってこられ、今の「あおば」を支えてこられた人

何回か経験してきた行事なの

生の大先輩です。それぞれに「あおば」内でお祝いの式

で、今は我慢、仕方がないと思

を行う予定です。

えることでも、子どもたちにとっ

成人も還暦も人生で一度きりの機会。これまで積み上

てはこれが最初で一度きりの

げてきた人生の歩みに敬意を込めて、これからも生きがい

機会。感染対策は大事ですが、

をもって元気になれるように門出をお祝いできればと思い

それ以上に子どもたちの、また

ます。
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サンエイグループより旭川荘へ
車いす3台

旭川荘理事会・評議員会報告
3月に開催を予定していた理事会・評議員会について
は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
書面開催をしました。
第4回理事会では、令和3年度事業計画、令和3年度
資金収支予算、令和2年度第1次資金収支補正予算、
諸規程の一部改正、主要人事など10件の議案につい
て、理事及び監事全員の同意等により、原案どおり承認
されました。
また、第3回評議員会では、令和3年度事業計画、令
和3年度資金収支予算、令和2年度第1次資金収支補
正予算、基本財産の処分の議案について、評議員全員
の同意を得て、原案どおり承認されました。

令和3年度主要人事
顧問
◎新任（令和3年4月1日付）
赤木

匠

旭川荘顧問

岡山県食品卸同業会から
アートギャラリーへ

江田加代子 ひらた支部顧問

施設長
◎異動（令和3年4月1日付）
齋藤七七重

かえで寮寮長

小林

由典

わかば寮寮長

宮﨑

祐子

愛育寮寮長

岡山県食品卸同業会より3月25日、旭川荘アートギャ
ラリーへ50万円の寄付をいただきました。寄付は2009
年から継続して行われており、今年で13回目となります。
この日は同会の守分孝
治会長ら2人が来荘し、末
光 茂 理 事 長へ目録を手
渡しました。末光理事長は
「毎年欠かさずご支援い
ただき感謝いたします」と
お礼を述べ、昨年11月に
開催した「岡山・上海障害
児者絵画交流展」や「アー
トギャラリー展」などの取り
寄付を受け取る末光理事長（左）
と
組みを紹介しました。

（兼）
あかしや園園長
（兼）
デイセンターあかしや所長
寺町

清二

せとうち旭川荘所長

笠原

佳子

旭川児童院 バンビの家所長

大月 政和

カレッジ旭川荘学院長

田中

ひらた支部副支部長

重行

ひらた旭川荘総括施設長
（兼）
ひらたえがお保育園園長
杉原

良行

尾上俊太郎

いづみ寮寮長代理
旭川荘真庭地域センター所長

◎退職（令和3年3月31日付）
市川

典子

サンエイグループより2月25日、旭川荘へ車いす3台を
寄贈していただきました。車いすの寄贈は2008年から毎
年行われ、今年で14回目、合計42台になります。
この日、同グループの李清広専務ら3人が旭川荘を訪
れ、資料館で贈呈式が開かれました。末光茂理事長と車
いすを受け取るいづみ寮、旭川敬老園、ひだまり苑の代
表が出席。李専務から車いすを受け取った末光理事長
は「支援を継続してくださるのは本当にありがたい。皆様
からの気持ちは職員を通して利用者に伝えます」と謝辞
を述べました。
同グループ
では 2006 年
から各店舗で
プルタブを集
め、車いすに
換えて福祉施
設へ贈る活動
李専務（左から3番目）
から車いすを受け取る
をしています。
末光理事長（右から4番目）

守分会長

かえで寮寮長

編集後記
旭 川 荘 ごよ み

今年も旭川荘の祇園地区ではたくさんの桜がき
れいに咲き、春の訪れを感じさせてくれました。私
の働くみどり学園の園庭にも立派な桜があります。
入園式の日には見事に満開だったので、新生活が
始まった親子の方々にとって、思い出に残る式にな
ったのではないでしょうか。現在は鮮やかな葉桜と
なりました。子どもたちを日ざしから守ってくれてい
ます。これからも子どもたちの成長を見守ってくれる
ことでしょう。

（広報委員 川本大輔）

SCHEDULE CALENDAR

6月
1日～8月26日 アートギャラリー展2021夏… ……… 旭川荘アートギャラリー
14日 令和3年度第1回理事会…………… 旭川荘
30日 令和3年度定時評議員会… ……… 旭川荘
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