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　「真庭保健所管内愛育委員連合会及び真庭市愛育
委員会総会並びに研修会」が去る6月21日に勝山文化
センターで開催された。創立30年、40年、50年と節目
毎の総会に招かれた。愛育委員活動の意義について
話させていただいた。今回は湯原に旭川荘が地域セン
ターを開設し、真庭市と旭川荘が一体となって医療福祉に
取り組むという記念すべき年なので特別な思いで参上した。
真庭地域はわが国の社会保障の大改革の先頭を切って
いるという自負もあった。旭川荘はなぜ真庭市の湯原に
地域センターを設けた
のか、その事情について、
次に述べよう。
　愛育委員会発祥の
地である湯原は母子
保健に熱心に取り組ん
でいる地域であった。
愛育委員さんも、町役
場もあげて熱心にいろ
んな角度でがんばって
おられた。その一つは
検診であった。当時私
は岡山大学小児科教
室に在籍していたが、
いろんなことから乳児
検診に加わった。だから
60年にわたっておつきあいをしてきた。湯原町は西田町
長さんをはじめみなさんの熱意は並 な々らぬものであった。
今回、開設された地域センターは旧町立病院、さらに
遡れば診療所、保育所などの跡地なのだが、その古い
診療所は湯原町の保健活動の拠点であった。湯原の
お子さんの乳児検診もこの診療所で行った。そのうちに
VD欠乏によるクル病を発見した。いわゆる暖国性クル病
であった。保健所の近藤所長さんのご助力もあり、中国
電力にも協力していただき、骨のレントゲン撮影を行った。
そのレントゲン写真と血液所見からクル病と診断し、その
道の権威者である好本節岡山大学医学部名誉教授から
間違いなしと太鼓判をいただいた。
　やがてその治療、予防に取り組み解決をみたのである。
当時、活躍された若き愛育委員さんのお子さんが今では
立派な保健活動のリーダーとして活躍されていることを最近
知った。真庭では町村長さん、衛生係、保健所の方 と々

愛育委員のみなさんが一体となって、幼い子供の心身の
健康、家庭の育児環境の改善にあたった。その動きに
参加する私も「みんな幸せに！」の思いで一杯であった。
こうしたなかで、私の小児科医としての基本は愛育委員
活動と保健婦活動の刺激によってつくられてきた。
　実はこの6月21日（総会の日）にはハプニングがあった。
57年前に旭川荘開設時の3施設の1つである旭川乳児院
に最初に入院された方が福島さんであったが、この福島
さんとお母さんが私に会うために会場に来てくださったので

ある。大感動であった。
57年前が一瞬によみ
がえった。赤ちゃんが
現在は立派に衛生検
査技師として活動され
ていることを知り、医師
冥利につきた。この際、
記しておきたいことに町
村へ泊まり込みで活動
している駐在の保健婦
さんが日常的に活動さ
れていたことである。
その活動の結果、乳児
死亡率、新生児死亡
率はどんどん低下して
きた。この方 と々一緒

に活動したことも忘れない。
　この60年近くの間、旭川荘はいろんなかたちで真庭の
方々の支援をいただいた。
　旭川学園の園児の岡山−蒜山徒歩行進、旭川児童院
への餅つき奉仕、おしめたたみを中心とした奉仕活動、
重い障害をもった方々の専門の施設としての愛育寮の
建設、さらに重症心身障害児施設旭川児童院の建設
などへの協力、枚挙にいとまがない。　
　私は生まれてから18歳までは笠岡市ですごした。
だから笠岡が第一の故郷である。岡山は60年間仕事
をしたところである。その私には5人の子供がいるが、す
べての子供の生後7日目（お七夜）に八束村から赤飯を届け
て祝ってくださった。こうしたことを含めて真庭の方 の々人情
にふれることが多かった。そこで真庭を第二の故郷と呼
びたい。

名誉理事長　江草　安彦

祇園雑記18
―真庭という第二の故郷―

真庭での乳児検診
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夏イベント満喫　祇園、ひらた、愛媛で祭り

500発の花火に魅了
　祇園本部の「第34回夏まつり旭川荘」は7月24日に開催
され、約5,500人の観客でにぎわいました。
　会場の県立岡山支援学校グラウンドと結びの園周辺に
は職員や家族会、ボランティアによる夜店が並び、たこ焼
きや、かき氷、フランクフルトなどを買い求める人たちで早く
から行列ができていました。
　ステージでは、県警音楽隊や高島小学校管楽器クラブ
の演奏、地元グループの獅子舞、傘踊りなど7団体のアト
ラクションが披露されました。また、やぐらの周囲には浴衣
や法被姿の踊り手が輪がつくり、子どもや車いす利用者も
一緒に輪に入り盆踊りを楽しみました。
　フィナーレを飾った打ち上げ花火は、昨年より少し増え500
発。夜空を彩る大輪の花が、大勢の観客を魅了しました。

　旭川荘恒例の夏祭りが7月、祇園本部と、ひらた、愛媛の各支部で開催され、利用者や
家族、職員、地域の人たちが夜店やアトラクション、盆踊りなどで触れ合いました。

岡山操山中より手作りうちわ360枚
　県立岡山操山中学校（岡山市中区浜）の生徒の皆さん
から旭川荘へ7月23日、「夏まつりで使ってください」と、手
作りのうちわを約360枚いただきました＝写真上。
　同校の課外活動「SOZAN国際塾」のボランティアチーム
がうちわの寄贈を企画。全校生徒が1枚ずつ製作しました。
うちわは白地に大きく「祭」の文字を描きグラデーションで彩
色。もう一方の面には風鈴や花火、スイカなどの涼しげな
イラストが描かれています。
　うちわは24日、夏まつり旭川荘の会場で配布。利用者
や来場者に大好評でした。

高潮に。周辺に
は焼きそばやフ
ランクフルト、チ
ヂミなど12の夜
店が並び、中で
もかき氷やアイ
スクリーム、マン
ゴーゼリーなどの冷たいスイーツが、踊りの合間に涼を求
める人たちの人気を集めていました。

盆踊り、うらじゃに熱気
　「2014ひらた旭川荘盆踊り大会」は7月17日、同ふれ
あい広場で行われ、利用者や家族、地域の人たちが夏
の夜のひとときを満喫しました。
　同イベントは今年で11回目。軽快な和太鼓のリズムに
合わせて、浴衣姿の利用者がやぐらの上と周囲で盆踊り
を楽しみました。
　野外ステージでは地域のこども会による太鼓演奏、わ
かくさ学園のうらじゃ踊りが繰り広げられ、会場の熱気も最

「なごみ」テーマに地域と交流
　南愛媛療育センターの夏祭りは「なごみ」をテーマに7月
12日に開催。利用者と地域の人たちが和やかな一時を
過ごしました。
　特設ステージでは、フラダンス愛好会「ミノアカ」のメン
バーがハワイアンの曲に合わせて華麗なダンスを披露。会
場は南国ムードに包まれました。
　鬼北町商工会の「タコ焼き」や、職員による「飲み物」「く
じ引き」など趣向を凝らしたお楽しみ屋台もあり、利用者も

500発の花火が観客を魅了した夏まつり旭川荘

やぐらの上で盆踊りを披露する利用者と職員

家族やボランティ
アと一緒に行列
に並び、祭りの雰
囲気を満喫しま
した。最後は参
加者全員が輪に
なって盆踊りを楽
しみました。

華麗なフラダンスショーもあった
南愛媛療育センターの夏祭り



4

新規事業  続々  「せとうちマンゴー」と「スッポン」

収穫し初出荷
　せとうち旭川荘では、地域振興への貢献と利用者の工
賃向上を目的として、国、県の補助を受けて約340平方
メートルのビニールハウスを整備し、地元の(株)神宝あぐ
りサービスのご指導・ご協力を受けてマンゴー栽培を始め
ました。利用者は暑いハウス内でのマンゴーの木、実の
栽培管理、実へのネットかけ等の作業に日々汗を流して
います。

　この「せとうちマンゴー」の初収穫を記念して、6月28日
に収穫祭を行いました。利用者、役職員、来賓など約60
人が出席し、江草安彦名誉理事長、末光茂理事長、武
久顕也瀬戸内市長、神宝謙一岡山県議のあいさつの後、
利用者と来賓で初収穫を行いました。ハウス内には24本
の鉢植えの木があり、500個程度の実がついて甘い香り
に溢れていました。収穫後には、参加者全員で試食を行
い、濃厚な完熟マンゴーに舌鼓を打ちました。
　このマンゴーは主に贈答用として、Sサイズから4Lサイ
ズまで化粧箱に詰めて販売し、多くのご注文をいただきま
した。今シーズンはすでに完売しましたが、これからも毎

年生産を続けます。
濃厚かつ爽やかな
甘さが口いっぱい
に広がる、せとうち
旭川荘の完熟マン
ゴー。皆さんも是
非、ご賞味ください。

温泉利用し養殖
　真庭市の湯原温泉に立地する真庭地域センター。地
元産の木材を使って障害者が製作する木工製品とともに
目玉となるのが、スッポンの養殖です。

　スッポンは通常は冬眠しますが、温泉の熱などを利用
して育てると冬眠せず生育が早まるとされています。真
庭地域センターには温泉を引いているため、これを利用
して養殖することにしました。
　センター本棟に併設されたビニールハウス。この中に
60㎡の養殖池があります。中には幼亀が50匹入っており、
今年度はまず産卵する親亀を育てますが、早ければ来年
11月頃、遅いものでも再来年には出荷することができそう
です。現在は広島県の養殖業者の指導を受けながら、
朝晩の餌やりや水温チェック、週3回の水替えなど水質管
理を利用者と職員が共同して行っています。
　スッポンはとても臆病な性格で人が近づくとすぐに養
殖池の泥の中に隠れてしまうため、めったに姿を見ること
はできませんが、成長する姿を想像しながら大切に育て
ています。そして将来は湯原温泉街の名物料理の一つ
に名を連ね、多くの人たちに喜んでいただけることを夢
見ています。

包装され出荷を待つマンゴー

完熟したマンゴーを収穫する利用者（左）

水の入れ替えを行う利用者と職員

スッポンの幼亀

　旭川荘では本年度、新たな農水産物の生産に取り組んでいます。せとうち旭川荘の「せとうちマンゴー」の栽培と、5月
に運営を開始した真庭地域センターの「スッポン」の養殖です。いずれも利用者の皆さんの日々の活躍の場であると同
時に、地域の特産品を生産することで地域の活性化に貢献することも目指しています。
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　　　　　　　　　　　梅雨に入った6月下旬、竜ノ口
寮や吉備ワークホームのある祇園本部北地区では、旭川
の土手で雑草に交じって咲く淡紅色の可憐な花 を々見るこ
とができます。
　その花は「カワラナデシコ（河原撫
子）」。名前のとおり、日当たりの良い
河原や草原に自生する多年草です。
日本在来の植物で、主に本州以西、
四国、九州に広く分布。6月から10
月にかけて咲く花は、ふちが細かく切
れ込んだ5弁の花びらが特徴です。別名は「大和撫子」。
秋の七草にも数えられ、古くは万葉集に和歌として詠まれ
るなど日本人に親しまれてきました。

　旭川荘が創設された昭和30年
代から40年代のころ、もともと河
川敷だった祇園の地には野生のカ
ワラナデシコが群生していたといい
ます。砂れきの荒れ地をものとも
せず懸命に咲く花は、当時の職員
や利用者にとって身近で、象徴的
な存在だったのかもしれません。カ
ワラナデシコに撫でたくなるほど可愛
らしい我が子（＝撫でし子）のイメー
ジを重ね、強くたくましく生きてほしい
という願いを込めたのでしょう。旭川
療育園の園章や、県立岡山養護

学校（平成22年から県立岡山支援学校に改称）の校章に
も、ナデシコの花がモチーフとして採用されています。
　しかし近年、自生地の開発やオオキンケイギクなどの外
来種の影響もあり、荘内各所で見られたカワラナデシコを
目にする機会は少なくなりました。そんな中、北地区の一
角で、雑草の勢いに負けじと咲く清楚なカワラナデシコの
姿は、近隣施設の利用者
や職員の目を楽しませて
くれています。
　療育園ではカワラナデ
シコを採取。来秋の旭川
荘創立60周年に向けて、
開設時の初心を忘れず、
さらなる成長を願って、大
切に育てることにしました。
　旭川荘の歴史とともに
咲くカワラナデシコ。これ
からも私たちを温かく見
守ってくれることでしょう。

吉備ワークホームで開かれたフルートコンサート

旭川の土手に咲くカワラナデシコ

　岡山県内を中心に演奏活動を行っているフルート奏者
藤澤桂子さんのコンサートが6月24日、吉備ワークホー
ムで開催され、同ホーム、竜ノ口寮の利用者・職員ら約
60人が繊細で優しいフルートの調べに酔いしれました。
　藤澤さんは「今日は皆さんのよく知っている曲を選びま

生演奏で観客を魅了
藤澤桂子さんフルートコンサート

した。フルートの美
しい音色を楽しん
でください」とあい
さつ。ジブリやディ
ズニー映画の曲に
加え、クラシックや
ジャズ、韓国ドラマ
曲など13曲を演奏。
喜納昌吉作曲「花～すべての人の心に花を～」では、観
客も一緒に歌を口ずさみ、会場は一体感に包まれました。
最後に「星に願いを」を情感たっぷりに奏でると、客席か
ら大きな拍手が送られました。
　藤澤さんが旭川荘で演奏するのは、平成21年にひら
た旭川荘を訪れて以来2回目。今回のコンサートは同
ホーム利用者の高田孝明さんの依頼で実現したもので、
高田さんは「間近でプロの演奏が聴けて、感無量です」
と喜んでいました。

演奏する藤澤さん

淡紅色の5弁の花びら

水やりをする療育園の子どもたち旭川療育園の園章

県立岡山支援学校の校章

祇園のカワラナデシコ荘内  散
策
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「化粧療法」で利用者に笑顔
南愛媛療育センターで看護師ら研究
　「わ～」「ウフフ」…。薄化粧をした顔を鏡に映し、微笑む
女性たち。重症心身障害児者施設・旭川荘南愛媛療育
センターでは、行動障害のある女性利用者のケアに「化
粧療法」を取り入れ、その効果について研究を続けていま
す。ある日の お化粧タイム をのぞいてみました。　
　「さあ、お化粧しますよ」。職員の呼びかけに利用者が

集まり、用意された机
の前に座って嬉しそう
に待ちます。この日は
3人の利用者に職員
が3人で担当。まず
は化粧水で肌を潤し、
丁寧にファンデーショ
ンを馴染ませていきま
す。途中、鏡をのぞ
き込んでにっこり。さ
らに、アイシャドウに
チーク、そして口紅を
塗って完成です。3
人とも「きれいね」と褒められ、大喜びです。
　南愛媛療育センターで女性利用者に化粧をするように
なったのは、国立療養所南愛媛病院だった20年以上前
のこと。夏まつりなどの「ハレの日」におしゃれをしようと、
病棟の看護師や保育士らによって行われてきました。平
成15年に旭川荘に移譲後、生活支援スタッフが増えたこ
ともあり化粧の機会は増えたものの、特別なイベントの時
だけに行う単発の行事でした。
　「化粧をした日は、普段より表情が明るくなる」。利用

者の変化に気づいた
病棟看護師の指摘
がきっかけとなり、平
成24年7月に看護師
6人による研究チーム
が 発 足。「化 粧に
よって、利用者の行
動障害を軽減できる

のではないか」と考え、女性利
用者6人を対象に同年12月下
旬までの約5カ月間、毎日午前
中に1人約5分間のお化粧タイ
ムを設け、対象者の行動障害と
笑顔の頻度を観察してきました。
　その結果、化粧療法を始め
て3カ月後には6人中5人の利
用者でイライラや唾吐きなどの
行動障害が減少。一方、笑顔
が見られた回数や、3カ月間に渡って追跡した笑顔の増
減等は個人差があるものの、毎回の化粧後には6人全員
に笑顔が見られたそうです。研究チームの代表者で看護
師の濱田悦子さんは「化粧をした顔を鏡で見たり、『きれ
いになったね』と褒められたりすることで自尊感情が高まり、
笑顔につながったと考えられる。気分が落ち着き、
行動障害の軽減にも一定の効果があったのでは」と推測
します。
　研究チームは昨年12月の旭川荘医療福祉学会で化
粧療法の効果について発表。同年の前田研究奨励賞に
選ばれました。「化粧療法」と「行動障害」の関連について、
より客観的な効果を立証するため、今年2月から新たに
強度行動障害判定基準表を用いて検証を重ねており、
その成果は今冬の旭川荘医療福祉学会で報告する予定
です。
　濱田さんは「化粧を通してスキンシップの機会が増えた
ことも、行動障害の減少に影響を与えているのかもしれない。
今後の研究の中で明らかにしていきたい」と話しています。

 memo   前田研究奨励賞　

旭川荘医療福祉研究所奨励基金にご寄付いただいた外
科医師・故前田秀雄先生のご遺志を受け創設された賞。
旭川荘医療福祉学会で報告のある研究計画のうち、特に
優れたものに贈られる。

「きれいね」。職員に褒められて大喜び

口紅をつけてメイク完了。うつむきがちの利用者もこの後、笑顔に

職員にアイメイクをしてもらう利用者（左）



　わかば青年寮の「35周年記念誌」がこのほど完成しま
した。来春には隣接するみどりワークセンターと統合する
ことから、「寮のあゆみを記録に残そう」と職員全員で編
集チームをつくり、思い出の写真や関係者の寄稿を一冊
にまとめました。
　わかば青年寮は昭和53（1978）年、成人の知的障害
者を対象とした県内初の通所施設として開設。青年期を
迎えた障害者の社会的自立を目指し、先駆的な支援に
取り組んできました。
　記念誌は施設の行事などで撮りためた写真を中心に
紹介。初年度から大切に保存されてきたアルバムに目を
通し、倉庫の奥に眠っていた写真も掘り起こしながら一つ
一つ選定しました。写真は各年1ページにまとめ、寮の出
来事と国内外の情勢を合わせて掲載。4人の利用者で
スタートした開設当初の懐かしい写真をはじめ、日中作
業の様子、運動会や一泊旅行など施設の変遷が一目

わかば青年寮35周年記念誌が完成

で分かる構成となっています。
　冊子はA4判、カラー、80ページで、200部製作。
荘内の知的障害関係施設へ配布しました。

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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　 鶏  飯 は鹿児島県奄美大島地方の郷土料理です。お茶漬けと
けい はん

似た料理で、同県の学校給食ではカレーライスの次に人気だと
か。旭川療育園でも昨年から献立に取り入れており、サラッとし
て食べやすいと好評です。食欲が落ちる夏におすすめのどんぶ
りメニューです。 （旭川療育園　大橋百合子）

鶏飯

〈作り方〉
① 鶏ささみ肉は酒と塩で下味をつける。ラップをかけて600W
で3分程度レンジで加熱し、細かく割いておく。

② 干し椎茸は水でもどす。もどし汁に砂糖、しょうゆを入れ、甘
辛く煮てから千切りにする。

③ 卵は砂糖と塩を混ぜて薄焼きにし、錦糸卵にする。

④ きゅうりは千切り、にんじんも千切りにして茹でておく。
 鍋に水と鶏がらスープの素を入れて煮立たせ、☆で味を調
える。
 ご飯をどんぶりに入れ、具材と薬味を乗せ、鶏がらスープを
たっぷり注ぐ。
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栄養量：1人分
………………………
エネルギー：310Kcal
たんばく質：12g
塩分：1.8g

〈材料〉
ご飯 茶わんに4杯
鶏ささみ肉 2本
　　酒 少々
　　塩 少々
干し椎茸 2枚
　　水 400cc
　　しょうゆ 小さじ1
　　砂糖 小さじ1
卵 2個
　　砂糖 小さじ1
　　塩 小さじ1/3

ワン
ONE POINT

ポイント

　鶏飯にかけるスープは和風だしに変
えても。紅しょうがやたくあんの千切り
をトッピングしても美味しくいただけま
す。夏は冷たいスープで、冬は熱々
でどうぞ。

きゅうり 1本
にんじん 1/2本
鶏がらスープの素 大さ じ2 1/2
水 800cc
　　塩 小さ じ1/2
　　酒 小さ じ2
　　薄口しょうゆ 小さ じ1
薬味（刻みネギ・白ごま・刻み海苔等）
 お好みで

☆
兼
牽
験

兼
牽
験

兼
牽
験

兼
牽
験

たっぷりのスープでいただく
奄美の郷土料理

わかば青年寮 周年記念誌



　台風や大雨による洪
水を想定した総合水防
訓練が7月10日、祇園
地区の事務局本部、各
施設で行われました。
　中原地区の旭川堤防
から水があふれ、床上2
～5メートル浸水—という

想定で実施。水防訓練を経験したことがない職員も多数
参加し、職場全体の防災意識の底上げを図りました。
　訓練では、サービスセンター2階に設置した災害対策本
部から、本部員が無線を使用し各施設の避難状況など
の情報を集約＝写真上。同時に、発電機や土のう、非常
食といった備蓄資器材を使用し、停電や洪水時の行動を
再確認しました。
　旭川敬老園では、入居者
の避難を想定して、1階の
ベッドを4階までエレベーター
で搬送＝写真右。訓練に参
加した寺西明子副園長は
「喀痰吸引などが必要な人も
いて、避難後も継続したケア
が欠かせない。安全で安心
できる環境を迅速に作れるよ
う備えたい」と話しています。
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故伊原木洋子さんの図書寄贈
遺族より厚生専門学院へ

祇園地区で水防訓練
洪水想定し各施設で避難

　平成23年に亡くなった故伊原木洋子さん（伊原木隆太
岡山県知事の母）のご遺族から6月10日、旭川荘厚生
専門学院へ故人の蔵書とCDを寄贈していただきました。
　書籍は451冊あり、五木寛之や阿川佐和子、高樹のぶ子
など著名な作家の単行本です。中には「島耕作」の漫画
シリーズも28冊含まれています。またCDは44枚あり、
桂三枝の落語などが中心となっています。いずれも故人
の広く、深い教養分野が偲ばれるものばかりです。学院
では、故人とご遺族に深く感謝の意を表するため、図書
館内に「伊原木洋子氏寄贈図書」のコーナーを設けました。
広く荘内
の職員や
学生の皆
さんに活
用していた
だきたいと
思います。

旭川荘ごよみ
SCHEDULE CALENDAR

8月
 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
 6,8,19,28日  織工房ワークショップ  …………愛育寮
 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  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

　
 3日  天理教秋の清掃奉仕活動  ……旭川敬老園
 6日  オープンキャンパス  ……………旭川荘厚生専門学院
 13日  敬老の日記念行事  ……………旭川敬老園
 20日  AO入試  ………………………旭川荘厚生専門学院
   第12回ふれあい祭  ……………いんべ通園センター
 18～29日  ちょっとみて旭川荘（黒井山グリーンパーク）
     …………………………………旭川荘関係施設
 28日  第18回かっこう花祭、20周年記念式典
     …………………………………かわかみ療護園

編集後記
　今年度から広報委員をさせていただく木村です。スノーボー
ド歴20年、ゴールデンウィークまで雪を求め滑り続けています。
　ひらたの盆踊りは、県立総合社会福祉センター時代に一時
途切れていましたが、わかば寮初代寮長の「もう一度、利用者
さんの笑顔が見たい」という強い思いで平成15年に復活。以
前の祭りの様子を知る人も少なく、準備が大変な中で開催した
のを思い出しました。今では利用者さんたちが楽しみにしている
恒例行事となりました。何事も続けることが大切と改めて思いま
した。　　　　　　　　　　　　　　 （広報委員　木村）

伊原木洋子氏寄贈図書コーナー

　愛育寮の織工房で生まれた数々の作品と貴重な資
料を通して、日中活動の変遷を紹介する「織工房作品
展～半世紀の歩み～」を8月25日から約3カ月間、旭
川荘アートギャラリーで開催します。会場では、結び
織りマットやこぎん刺繍作品の他、昔使用していた型
紙や組みひもの道具や、写真など歴史的な資料を数
点展示します。
　地域とともに発展してきた織工房の歩みを、ぜひこ
の機会にご覧ください。

日時：2014年8月25日（月）〜11月15日（土）
　　  ※入場は9：00～16：00

場所：旭川荘アートギャラリー（岡山市北区祇園866）

 問い合わせ： 愛育寮・織工房  086-275-2458

イベント  織工房作品展〜半世紀の歩み〜

9月


