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地域の福祉拠点に−　真庭地域センター竣工式
　旭川荘が真庭市湯原
温泉に開設した「真庭地域
センター」の竣工式が5月
30日に開催され、旭川荘
の役職員、利用者や家族
のほか、地元の行政関係
者や愛育委員会、医療・
福祉関係者、近隣住民ら

約100人が参加してセンターの門出を祝いました。
　式典ではまず、末光茂理事長や太田昇真庭市長、
センター利用者などがテープカット。末光理事長は「江草
安彦名誉理事長が昭和27年に乳児検診を始めたこと
から真庭市とのご縁が始まり、真庭市愛育委員の力が
あってこそ愛育寮や旭川児童院は設立された。今こそ
旭川荘の原点を再認識する機会としたい」と述べました。
続いて太田市長が「長年の念願であった施設が完成した。
旭川荘と連携しつつ保健福祉行政を展開したい」とあい
さつ。また、杉本喜美惠真庭市愛育委員会会長は「愛育
委員の誇りとなり、地域にも幸せをもたらす施設ができて

嬉しい」と喜びを語りました。
　センターは真庭市などの要望を受けて旧湯原温泉
病院跡地に旭川荘が開設。真庭・新見地域では初となる
重症心身障害児者の通所事業や発達障害児の通所事業、
知的・身体障害者の生活介護、就労継続支援Ｂ型、短期
入所などを実施し、温泉を引いた浴室も整備。グループ
ホームも併設しています。
　旭川荘の専門性を活かした支援を提供するとともに、
温泉水を活用したスッポンの養殖や木材製品づくりなど
地域に密着した活動を展開し、地域の福祉拠点となる
ことを目指しています。
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多くの関係者が参加したテープカット

式典であいさつする末光理事長

『人間美学』形成の地を訪ねて

　今年は旭川荘の創設者川 祐宣先生の生誕110
周年にあたります。
　最近、川 先生が学ばれた鹿児島県 姶  良 市の旧

あい ら

加治木中学校（現在の県立加治木高等学校）を訪ねる
ことができました。鹿児島中央駅から日豊本線で7番目の
小さなJRの駅舎を抜け、歩いて約10分。緩やかな坂の
上に目指す「加治木高等学校」が建っています。そこから
南を望むと正面に「桜島」を見ることができます。
　高校の隣には、「島津義弘公終焉の地」の碑と神社が
あり、木 に々囲まれた大変落ち着いた場所です。校門を
入った左手に、次の碑が建っています。

　海音寺氏は著名な歴史作家ですが、同氏が昭和50年
で74歳というと、1901年生まれになります。1904年
生まれの川 先生より3歳年上で、同じ時期にここで
学んだのです。
　さらに「加治木郷土館」の資料によると、「イザナギ」
「イザナミ」の二神の第一子「 蛭  子 」を乗せた「 天盤樟船 」

ひる こ あめのいわくすぶね

の舵がこの地に流れつき、芽が出て大木になった。
「舵が木になった」のが「加治木」の地名の由来とあり
ます。そして「蛭子」は足が立たなかったとされており、
その症状は今でいう「ジストニー型」の脳性まひにあたる
のです。
　加治木にまつわる歴史に触れながら、川 先生が
海音寺氏のいう「人間美学」を形成し、医療ならびに
福祉を生涯の天職にされ、さらに障害児者の総合医療
福祉施設「旭川荘」の設立を決断された、その原点はこ
こにあり、との思いを強くしました。
　その川 先生の理想に共鳴した先人達の努力のあとを
振り返り、今後の旭川荘の方向づけに誤りなきを期さねば
なりません。

理事長　末光　茂

私の人間美學はここで形成された
当時の校風が男はいかにあるべきかを私に教えた
私はその美學に従つて生き
その美學を文學化しつヾ けて
今年七十四という歳になつた　　

昭和五十年三月　海音寺潮五郎



　旭川荘製品の販路拡大を目指す「製品販売促進プロ
ジェクトチーム」は6月1日、下石井公園（岡山市北区幸町）
で開かれた特産市「伝説のおかやまマルシェ」に 旭川荘
の店 を出店。市民に製品の魅力をPRしました。
　マルシェは今秋、同市内で開催される「ESD（持続
可能な開発のための教育）に関するユネスコ世界会議」の
半年前イベントに合わせて岡山商工会議所青年部などが
企画。会場には岡山のB級グルメ「デミカツ丼」や白桃の
スイーツなど地元食材・産品を扱う約60の飲食・物販
ブースが並び、家族連れらでにぎわいました。
　旭川荘からは、地域と連携してイノシシ革製品を手
掛ける吉備ワークホームをはじめ、竜ノ口寮、わかば寮、
いづみ寮、かえで寮、望の丘ワークセンターの6施設が
参加。バッグやアクセサリー、花の苗、竹炭などを出品
しました。店頭では買い物客らにおから茶・クッキーを
味わってもらい、美味しさ、品質の良さをアピール。販
売とともに、写真
パネルやカタログ
を紹介しながら、
障害者の福祉的
な就労についても
理解を呼び掛け
ました。

　「ESDに関するユネ
スコ世界会議」に向け
て岡山市がイベント
等で配布する啓発
グッズに、このほど、
吉備ワークホームが
作った「コルクコース

ター」と「イノシシ革チャーム」が採用されました。
　コースターは丸と角型の2種類。レーザー加工機を使って、
岡山市のキャラクターやロゴ、世界地図などを描いてい
ます。チャームは製品づくりの過程でできるイノシシ革の端材
を有効活用。革色は3種で、「Education for Sustainable 
Development」の文字列をロゴマーク風にデザインした
スタンプをあしらいました。
　いずれも1個200円で、コースター500個、チャーム
500個を岡山ESD推進協議会(事務局：岡山市)より受注
しました。コース
ターはすでに一部
を納品。チャーム
は試作品のチェッ
クをクリアし、7月
の納品に向けて
制作中です。
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在宅重症児の福祉サービス紹介
冊子「地域で暮らす」発行
　旭川荘療育・医療センターと岡山県は、新生児集中
治療室（NICU）入院児など継続的な医療ニーズを有する
小児が、在宅で生活するために必要な福祉サービスの
利用手続き等をまとめた冊子を作成し、医療機関等に
配布しています。
　同センターでは昨年度、国のモデル事業を岡山県から
受託。NICUを有する病院の医師や岡山県・市の担当
職員などによる「地域移行支援会議」や、短期入所施設、
通所施設の連絡会議を開催したほか、訪問看護、訪問
介護事業所を対象に重症児のケアに関する研修会を
行うなど、NICU退院児等の在宅生活を支える体制づくり
に取り組んできました（今年度は岡山県単独事業として
継続予定）。
　地域移行支援会議では、医療機関から「福祉サービスの
利用手続きや相談窓口が分からず、退院に向けての調整
が進めにくい」という声が聞かれました。そこで、同セン
ター内の「地域療育センター」に置かれているコーディネー
ターの連絡先や、行政機関の窓口、手続きの方法、福
祉サービス事業所の所在地と連絡先などをまとめた情報
冊子を作成することとなりました。

　冊子は1,000部作成し、NICU設置病院や小児科のある
医療機関、訪問看護・介護事業所に配布したほか、希望者
にも提供しています。また、詳細な情報は療育・医療セン
ターホームページ（http://www.jidouin.jp/314.html）にも
掲載しています。冊子に関するお問い合わせ、福祉サー
ビスの利用に関する相談は、地域療育センター（電話
086-275-4518）までご連絡ください。

発行された冊子「地域で暮らす」

おかやまマルシェでPR
製品販促プロジェクトチーム

炎天下、冷やしたおから茶の試飲も大好評 イノシシ革チャームの試作品

ESDグッズに吉備ワーク製品
岡山推進協から受注

完成したコルクコースター



　旭川荘のサービス利用者の暮らしや生産活動を紹介する
「旭川荘写真・作品展」が6月9日から13日までの5日間、
川崎医科大学附属病院（倉敷市松島）で開催されました。
　同病院での開催は今年で28回目。今回は「高齢者
介護サービス」をテーマに、荘内の特別養護老人ホームや
グループホームなどの日常生活を撮ったスナップ写真
約30点を掲示しました。
　人気の販売コーナーには、15施設で作られた旭川荘
ブランドの手工芸品や雑貨、菓子、農産加工品など約
1000点を展示。毎年恒例のイベントとあって病院利用者や
職員らのリピー
ターも多く、それ
ぞれにお目当て
の製品を買い求
めていました。
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高齢者施設の暮らしを紹介する写真も多数展示 

　今年度採用された職員を対象とした研修会が6月4日
から6日までの3日間、旭川敬老園および研修センター
よしい川で開かれ、新採用職員（臨時職員を含む）93人が
受講しました。この研修会は、旭川荘の創立理念を理解し、
施設横断的な視点を持って、利用者主体のサービス提供を
学ぶ場として、研修センターおよび研修委員会が毎年
開催しています。
　研修会では江草安彦名誉理事長、末光茂理事長による
創立理念や理想の職員像に関する講義をはじめ、職務の
基礎知識の講義、先輩職員からのアドバイス等が行われま
した。また利用者や家族の代表も新職員への期待を語りま
した。今年は恒例の「龍ノ口山登山」は雨で中止でしたが、
代わりに実施されたグループワークは大いに盛り上り、親
睦を深めました。

利用者主体のサービス学ぶ
新任職員研修会を開催 川崎医大病院で「写真・作品展」

末光理事長の講義に聞き入る新職員ら

「上海TOMONY」7月オープンに向け準備着々

　旭川荘と関連法人である（株）トモニーネットワークは、
長年にわたり交流のある中国・上海市において、障害者を
雇用するレストラン「上海TOMONY」の開店に向けて
準備を進めています。
　これまで旭川荘を訪問した研修生などによると、上海市
の補読学校（特別支援学校）では職業訓練は行うものの、
卒業後までの一貫した就労支援体制は日本ほど十分で
はないと言われています。こうした背景も踏まえ、上海市
の前民政局長である 馬  伊  里 氏から江草安彦名誉理事長

ま い り

に対し、上海市において障害者雇用事業所のモデル
ケースを実現してほしいと要請があったものです。
　出店場所は、かつて上海市児童福利院が置かれ、
現在は上海民政博物館などが設置されている「公益新
天地」（黄浦区普育西路）で店舗の内装工事などが進ん
でいます。事業の実施体制は最終調整中ですが、レスト
ランは現地の飲食店会社が経営し、旭川荘側は、同市に
設立するNPO法人を通じて、技術的な助言や資金面で
の協力をすることを軸に検討しています。
　5月には旭川荘側からトモニーグループの山本俊介会長ら

が訪問し、就業を希望する補読学校の生徒に対して面接を
行いました。今後さらに現地で実習指導を行い、就業の
可否や勤務形態などを決めていくこととしています。
　オープンは7月23日。上海との連絡調整を統括してい
る板野美佐子理事は「上海で障害者の働く場を提供す
るNPO法人の立ち上げはこれまで例がなく、手続きなど手
間取ったが、念願が叶ってようやくオープンできそうだ。
多くの人の支援に感謝したい」と話しています。

レストランを設置する「公益新天地」

買い物を楽しむ人たちでにぎわう会場
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夏に向け畑で汗、昼の市出店も
活気づくいづみ寮農業・園芸班
　梅雨の蒸し暑い日が続くこの時期、畑で黙 と々汗を流す
人たちがいます。旭川荘の南地区にある「いづみ寮」。
夏野菜の栽培やグリーンカーテンに使うゴーヤーの育苗
など、繁忙期を迎えています。また、近隣施設の利用者が
5月から一部の作業に合流。夏本番に向けて活気づく
農業班、園芸班の仕事場を訪ねました。
　いづみ寮の畑は施設から歩いて5分程。祇園用水を
越え小道を抜けたところにあります。農業班の利用者は
5人。担当の職員とともにそれぞれできる仕事に励んで
います。取材に訪れた日は、販売に協力してくれる旭竜
幼稚園（岡山市中区中島）へ 出荷 するための準備に
追われていました。
　収穫した水菜、重宝菜を水で洗い、小分けにして結束、
出荷用のかごに詰めていきます。利用者が関わるのは野
菜の水洗い。後の工程は職員がサポートします。ブ
ロッコリーとキャベツを植えた畑では、雑草を抜く利用者の
姿も。キュウリにナス、ピーマンの植え付けも終わり、夏
の収穫へ期待が膨らみます。
　旭川荘の創設期、南地区には旭川学園の農業、畜産、

農産加工班などが
作業する「農場」が
ありました。昭和
48年に開設した
いづみ寮も、早く
から日中活動に
農業を取り入れ、
他施設との共同

作業となった「職能訓練センター」の時代を経て、栽培
技術や支援のノウハウが現在の農業班、園芸班に受け
継がれています。
　ただ近年は、利用者の高齢化と障害の重度化も影響
して生産規模は縮小。野菜の販路は荘内3カ所の無人
販売所と幼稚園での販売、施設のイベント時に限られて
いました。
　「いづみ寮の農業をもっと多くの人に知ってもらいたい」。
若手職員の発案で、5月の昼の市に農産物コーナーを
初出店。朝採れの小松菜、水菜などの葉物野菜が並び、

買い物客に大好評でした。「安さと鮮度のよさが自慢。
暑い中、頑張って働く利用者のためにも、昼の市でしっかり
PRしていきたい」と農業班担当の別処将洋さんは話します。
　一方、利用者12人が働く園芸班。岡山市から花苗
づくりを受託しており、年に4回、9種類、約3万点を納品
しています。さらに夏の節電対策として荘全体で取り組む
グリーンカーテン用にゴーヤー
の育苗を一手に引き受けて
おり、今年も例年同様、約900
ポット栽培。6月始めまでに
8割方仕上がり、ビニール
ハウスの一角に各施設に配ら
れる苗が並んでいました。
　また、園芸班では5月から、
同じ南地区のみどりワークセ
ンター、わかば青年寮の利
用者との合同作業がスタート。

新たな作業を体験してもらい、利用者各人の可能性を
探る試みです。訪問した日は、みどりワークの4人が発芽
した苗の移植作業を担当。集中力のいる作業ですが、
ピンセットを上手に使い小さな苗を育苗ポットに移していま
した。「最初は戸惑う利用者もいたが、作業にも慣れてきた。
今後が楽しみ」と、園芸班
担当の大谷明さん。繁忙期の
助っ人として、活躍が期待
されています。

畑で雑草を抜く利用者ら

苗の移植に取り組むみどりワークセンターの利用者

ビニールハウスで生長するゴーヤーの苗収穫した水菜を洗う利用者

月の昼の市で野菜を売るいづみ寮職員



抹茶を味わう利用者

抹茶で和やかなひとときを
愛育寮でボランティアが教室
　愛育寮で毎月1回、ボランティアさんによる抹茶教室が
開かれています。定員の10人に対し利用者の希望が多く、
抽選で参加者を決めなければならないほど大好評。
和菓子と一服のお茶をいただき、和やかなひとときを過ご
しています。
　ボランティアで訪問しているのは、東公民館（岡山市中区
高屋）の茶道愛好グループの女性 人。同じグループで
活動する愛育寮職員の依頼で、昨年11月に抹茶教室が
スタートしました。
　「難しい作法は別にして、みんなでお茶をいただく楽しさを
体験してもらいたい」とリーダーの近藤邦子さん。熱い
ものが苦手な利用者に合わせてお茶はぬるめに、抹茶の
味を引き立てる和菓子は季節感のあるものを選ぶそうです。

　取材に訪れた
5月15日の抹茶
教室は、和室に
 緋  毛  氈 を敷き、
ひ もう せん

風炉、鉄瓶もそろ
えるなど本物の
お茶席のよう。
室内に流れる琴
の調べが雰囲気
を盛り上げます。

　初めて参加する利用者もいて、まずは全員で自己紹介。
緊張がほぐれたところで、和菓子が配られます。今回は
薔薇の花をかたどったお饅頭。口に入れると自然と笑みが
こぼれます。そして一人ずつ、ボランティアさんと向き
合って一礼。茶碗を両手で持ち、抹茶をいただきます。
中には勢いよく飲み干してしまう利用者もいましたが、多くの
人はゆっくりと味わい「美味しい」と満足そう。ボランティア
さんの優雅なお点前に見入る人もいました。
　抹茶教室を始めて半年。この日の教室終了後も、顔
なじみの利用者が「次はいつ来てくれるん？」と話しかけたり、
握手を求めたり、名残を惜しむ姿が見られました。近藤
さんは「（利用者に）『待ってたよ』と言われると本当に嬉
しいし、私たちもここに来るのを楽しみにしている。みな
さんが一時でも心穏やかに過ごせるよう、お手伝いでき
れば」と話しています。
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　　すっきり身軽にリフレッシュ− 摘  果 
てき か

　
　春を迎えた「やたかの里りんご園」では、5月上旬に可憐な
白い花を木 に々咲かせました。しかし、花の時期は短く、
お花見をする間もなく散ってしまいます。その後、りんごの
木には小さな果実（幼果）がつきます。1カ所につき5～6個の
幼果ができるでしょうか。その中から丈夫で形の良いもの
を1個だけ残し、他は全て摘み取ります。これを「摘果」とい
います。摘果をすることで残った果実が大きく赤く色づくの

です。
　摘果しな
いとどうなる
のでしょう。
日差しを浴
びたりんごの
葉は光合成
によってたく
さんの栄養
を作ります。

その栄養が幼果に送られ、
糖分として蓄えられます。
これがりんごの美味しさを
左右する果糖です。幼果
の数が多いと葉の栄養が
すべての果実を大きくする
ために消費され、次の花
芽を作るための養分も使い果たしてしまいます。1個1個が
小さく、果糖が少ないりんごになるだけでなく、翌年の収穫
にも大きく影響してしまうのです。もったいないようですが、
幼果はしっかりと摘み取ることが重要です。
　5月下旬、摘果作業は大詰めを迎えました。職員3人、
利用者4人が残す果実を丹念に選り分け、不要な幼果を
はさみで摘んでいきます。幼果は短期間で生長するので、
花が散った後のひと月間が正念場。摘み取る幼果は、
りんご園全体で約18万個にも上るそうです。
　すっきりと身軽になったりんごの木は、空へ向かって大きく
葉を広げます。まぶしい太陽を存分に浴びる準備が整い
ました。いよいよ暑い夏を迎えます。

旭川荘探訪番外編旭川荘探訪番外編やたかの里りんご通信やたかの里りんご通信 3

白く可憐なりんごの花

摘果作業。大きく、美味しいりんごをつくるためには欠かせない

利用者に声を掛ける近藤さん（中央）



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ピ
RECIPE
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ワン
ONE POINT

ポイント

　夏が旬の冬瓜。貯蔵性が高く、冬まで保存できるとされること
から「冬瓜」と名付けられました。大きな楕円形をしており、皮は
濃い緑色。完熟すると白くなるのが特徴です。100gあたり
16kcalと低カロリーで、体内の塩分を排出するカリウムを多く含ん
でいます。またビタミンCも豊富で、豚肉などと一緒に摂ることで
夏バテ防止にもなります。果肉は火を通すと透明になり、見た目

豚こま切れ肉が食べにくい方はミンチ
肉もおすすめ。冬瓜の皮の繊維を 残さ 
ないようにするとより軟らかくなります。

冬瓜と豚肉の煮物
夏は冷やして召し上がれ

〈作り方〉
① 冬瓜は種をスプーンですくい取り、皮は緑色が薄く残る程度
にむく。食べやすい大きさに切り、下茹でしておく。

② 鍋にごま油を熱して豚肉を炒め、肉の臭みを抑えるために
酒をふり入れる。

③ ①を加え、だし汁をひたひたになるくらい入れて煮る。

　研修委員会は、研修センターと連携して職員の資質の
向上を目的とした研修を企画・実施しています。

　8月20、21日には「障害医療福祉セミナー」が開催
されます。荘内外の施設職員や教職員等を対象として
昭和42年以降開催しているセミナーで、今年は障害
児者のライフステージに応じた支援のあり方を学びます。

詳しくは旭川荘ホームページ（http://www.asahigawasou.or.jp）
をご覧ください。
　このほか事務、看護、相談支援、介護福祉、リハビリ
テーションといった職能別研修会、新任職員、中堅職員、
主任職員、幹部職員などの職階別研修会、食品衛生や
環境福祉、防災安全管理、ハラスメントといったテーマ別
研修会を通年にわたって開催しています。

④ 砂糖としょうゆを加え、灰汁が出たら丁寧に取る。冬瓜に
竹串が通るくらいまで煮たら、仕上げに水溶き片栗粉でとろ
みをつける。
 お皿に盛り、茹でた枝豆と種を取って輪切りまたは千切りにした
唐辛子を飾る。

兼
牽
験

水 溶 き
片栗粉

委員会だより

昨年度の障害医療福祉セミナー
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研修委員会

にも涼しげ。夏は冷蔵庫で冷やして、さっぱりとした食感をお楽
しみください。 　　　（フーズセンター　倉橋百合子）

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：100Kcal
たんばく質：6.1g
塩分：0.7g

〈材料〉
冬瓜　 1/4玉(約500g）
豚こま切れ肉 100g
ごま油 大さじ1
酒 小さじ2
だし汁 500cc
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1
　　　　片栗粉 小さじ1と1/2
　　　　水 小さじ2
枝豆 20粒程
唐辛子 少々



　岡山県幹部職員のご
家族有志によるボラン
ティア団体「晴れの会」
が6月11日に初めて旭
川荘を訪れ、旭川荘療
育・医療センターでシー
ツ交換などの活動を行
いました。

　岡山県幹部職員のご家族は、これまでも長年にわたりボ
ランティア活動をしてくださっていますが、このたび伊原木知
事夫人の奈美さんを会長として約100人の会員が同会を
結成。この日は会長をはじめ22人の会員が訪れ、職員の
説明を受けた後、さっそく活動を開始しました。
　旭川荘療育・医療センターでは、日 た々くさんの方 が々
おしめたたみやシーツ交換などのボランティアをしてくださっ
ています。晴れ
の会は月1回、
交代で来訪予
定。職員一同と
ても心強く感じて
います。

連係プレーで手際よく
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夏を先取り
児童院でプール開き

ボランティア団体「晴れの会」
活動スタート

　旭川児童院
のプール開き
が6月2日、児
童院と睦学園
の 利 用 者と
職員が集まる
なか、にぎや
かに行われま
した。
　利用者の力
強い開会宣言
に続き、 原幸二院長が「風邪をひかず元気に楽しんで
ください」とあいさつ。「神主」になりきった藤堂博之副院
長が登場すると会場に拍手と笑いが起こり、「巫女さん」も
交えて参加者全員でプール活動の安全を祈願しました。
　今年のゲストは高島公民館フラダンス教室のボラン
ティア12人。ハワイアンの曲に合わせて優美なダンスを
披露。利用者も飛び入り参加し、笑顔で踊りました。そし
ていよいよプールの中へ。それぞれ浮き輪に体を預け、
職員に支えられながら泳ぎを楽しみました。また、プール
サイドを巡回する職員手作りの 波 に見学の利用者も大
喜び。一足早い夏気分を満喫しました。

旭川荘ごよみ
SCHEDULE CALENDAR

7月
 1日  プール開き  ……………………みどり学園
 5日  社会体験活動（家族合同バーベキュー） いんべ通園センター
 6日  障害者スポーツ大会（ソフトボール） ぎおんハイツ
 12日  夏まつり  …………………………南愛媛療育センター
 17日  ひらた旭川荘盆踊り大会  ………ひらた旭川荘
 20日  清掃ボランティア（草刈り）  ……旭川荘家族会
 23日  上海TOMONYオープン  ………旭川荘、トモニー
 24日  第34回夏まつり旭川荘  ………旭川荘
 29日  親子ふれあい夏まつり  …………津島児童学院
 ☆  七夕・旅行
 ☆  木下大サーカス観覧（招待）　各施設

 2日  家族会・夏まつり  ………………ひだまり苑
   AO入試  ………………………旭川荘厚生専門学院
 3日  川上り駅伝（愛媛県鬼北町）  …北宇和病院
 6～9日  平川家庭学校  …………………旭川学園
 7日  納涼会  …………………………吉備ワークホーム
 9日  オープンキャンパス  ……………旭川荘厚生専門学院
 19日  ボランティアスクール  …………旭川荘厚生専門学院
 20～21日  第47回障害医療福祉セミナー（メルパルク） 旭川荘
 22日  福祉体験バス  …………………旭川荘
 22～23日  ふれあいキャンプ  ………………旭川学園
 23日  星空サマーコンサート  …………ひらた旭川荘
   AO入試  ………………………旭川荘厚生専門学院
   夕涼み会  ………………………やすらぎ荘
 27日  ビアガーデン風バイキング  ……かわかみ療護園
 ☆  夏季休暇　～各施設

編集後記
　今年度広報委員会の副委員長となりました小笠原です。
文才に恵まれない私ですが、宜しくお願いします。この一年
荘だよりに携わっていく中で、文章の基本的な書き方や、書く
ことの楽しさを感じ取りたいと思っています。

（広報委員　小笠原）

8月

フランスベッドより荘内12施設へ
医療介護用品の寄贈
　フランスベッド（株）より旭川荘に医療介護用品を寄贈し
ていただきました。
　これまでも、フランスベッド販売労働組合より車両の寄
贈（計8台）を受けていましたが、今回は、5月下旬から6
月上旬にかけて、フランスベッド（株）より旭川荘内の12施
設に対し、介護用トイレ、入浴
介助用品、歩行トレーニング
用ステッキなど多数の医療介
護用品が贈呈されました。旭
川学園の出口隆一園長から
は、「生活棟の新築に合わせ
て良い品を寄贈していただい
たので、これから大切に使わ
せていただきます」と感謝の言
葉がありました。 旭川学園に寄贈された介護用トイレ

シーツ交換をする伊原木会長(右)

プールサイドを巡る職員手作りの 波

券
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鹸


