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故人を偲ぶ盆踊り

　7月24日、夏真っ盛りの夕刻6時、「わかくさ学園」の
うらじゃの元気な踊りとファンファーレを合図に「第34回
夏まつり旭川荘」が開幕。「旭川荘友の会」の延原正
会長と砂田治男副会長から旭川療育園の子どもたち
にお菓子とぬいぐるみがプレゼントされ、今は亡き梶
谷忠二初代会長、中島保第2代会長のお姿が偲ばれ
ました。
　夏まつりに欠かせない屋台と盛りだくさんの出し物。
岡山県警察音楽隊をはじめ、烏城穝鼓遊会の和太鼓、
中原社中の獅子舞、高島小学校の管楽器演奏、岡山
銭太鼓ゆりの会の傘おどり、川崎医療福祉大学のチア
リーディングが続きます。
　メインの盆踊りでは「炭坑節」「ちびっこ音頭」「もしも
明日が」の3曲にあわせ、やぐらのまわりを浴衣姿の
踊り連が、車いす利用者とともに盛り上げてくれました。
盆踊りは元々、死者の霊を慰め安心してもらうための

仏教行事です。とくに盆踊りの輪の中には記憶に新しい
死者の姿が蘇ってくるともいわれています。今年は
旭川荘創設者の川 祐宣先生の没後18年であり、
旭川療育園名誉園長の堀川龍一先生が亡くなられて
はや9年になります。元職員や利用者・家族との再会
にあわせて、故人への思いを強くする一刻でした。
　この「夏まつり旭川荘」は1981（昭和56）年、「障害
者年」を記念して地元の方 と々一緒の夏まつりとして
スタートし、欠けることなく今日に至ります。この間延べ
約15万人もの参加を得ました。
　このほか、ひらた旭川荘や高梁の各施設、南愛媛
療育センターでも、それぞれの地域に合わせた夏まつり
が続けられてきています。
　旭川荘にかかわる利用者、家族、職員そしてボラン
ティアや地域の方々で、今は亡き御霊への思いを、
踊りと花火に重ね感謝する一夜を共にしています。

理事長　末光　茂

子どもたちと一緒に成長したい

　「ここ(職場)に来る
のが楽しくて」と笑顔
で話す小松原さん。
津島児童学院に勤務
して3年目。この春から
正職員として日夜奮
闘しています。
　津島児童学院は児
童福祉法に基づいて
設置された「情緒障
害児短期治療施設」。
現在、小学1年生から
高校2年生までの男女
21人が医療、心理、

生活等の支援を受けながら暮らしています。
　岡山市で生まれ育った小松原さんは、高校卒業後に
地元の福祉系大学へ進学。3年生の時、児童養護施
設で実習を受け「未来ある子どもたちに、たくさんの希望
と笑顔を与えたい」と児童福祉の道を志すようになったと

言います。大学卒業後、同学院で臨時職員として経験
を積み、昨年の旭川荘採用試験に合格。正職員に
なって、夏まつりや実習生の担当を任されるようになり
「責任持ってやらないと。毎日やりがいを感じています」
と話します。
　児童指導員の仕事について「子どもの成長の一部分に
携わることができる。成長する姿を見るのはとても嬉
しいし、励まされます」と、その魅力を語ります。「社会に
出て困らないように、成長過程のつまずきを埋めてあげ
られたら…」。そう話す小松原さんのまなざしは真剣
そのもの。いつも自分にできる精一杯の力で子どもに
向き合っているから「厳しく叱ることもありますが、褒める
ときも全力です」。自身がかかわった男子中学生が、
退所後に会いに来て「あの時、叱ってくれてありがとう」と
感謝されたことが忘れられないそうです。
　特技は小学生のころから続けている空手。武道で
培った精神と鍛えた体で、今日も子どもたちと向き合っ
ています。

子どもの成長に励まされると語る小松原さん

津島児童学院　児童指導員　小松原　誠二さん （24歳）
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福島県いわき市での被災者支援活動　経過報告
　旭川荘では平成24年度から、「ふくしま心のケアセン
ター」に社会福祉士等を派遣し、被災者の支援活動を
行っています。今年度はいわき市にある「いわき方部セン
ター」に、みどりワークセンターの谷口博己さん（社会福祉士）
を1年間の予定で派遣しています。谷口さんに話を聞きま
した。

——いわき市の現状は？
　原発事故の被災地に近い「浜通り」にあり、人口約30
万人の市内に2万3千人が避難してきています。急に新た
なコミュニティができ、福祉のニーズとそれに対応するネット
ワークが整理されていないと感じます。

——いわき方部センターの主な業務は？
　いわき市に住む人たち、つまり避難してきた人たちと元々
のいわき市民それぞれを対象として、市町村の保健師ととも
に戸別訪問を行ったり、母子教室等への職員派遣、市町
村職員など「支援者」への支援を行ったりしています。

——谷口さんの活動内容を教えてください。
　まずは福祉資源の把握のため、ソーシャルワークに力を
入れました。障害福祉事業所を皮切りに、病院、ハロー
ワーク、NPOなど関係機関を訪問し、現状把握と情報の
共有を図りました。その結果、各機関からセンターに入る
情報が日に日に増え、新たな戸別訪問の依頼もきています。

——これからの課題は？
　震災から日が経つにつれ、障害があるのに障害者手帳を
持たず福祉サービスを利用できていないケースなど、見え
なかったニーズが明らかになって
きています。ソーシャルワークによ
るネットワーク形成を通して、地域
の力を引き出しつつ、避難してき
た人もいわき市民も笑顔で生活
できる地域づくりに少しでも貢献
できればと思っています。

要支援者との面接を行う谷口さん

「上海TOMONY」オープン
　旭川荘と（株）トモニー・ネットワーク、中国・上海市が設
立準備を進めてきた障害者を雇用するレストラン「上海
TOMONY」のオープン式典が7月23日、上海市の「公益
新天地」（黄浦区普育南路）で開催されました。（経緯に
ついては7月発行の旭川荘だより191号に掲載）
　式典ではまず、上海市側で中心的に推進に携わった
同市前民政局長の 馬  伊  里 氏が「上海には日中の合弁事業

ま い り

はたくさんあるが、福祉分野では今回が初めてのケース。
障害者を助けてあげるだけではなく、共に生きる社会を

実現する一歩
となる」とあいさ
つ。旭川荘の
江草安彦名誉
理事長は「上
海に生まれた
人たちが共に
幸せになり、中
国と日本も共
に幸せになるこ
とを願いたい」
と語り、両名で看板の除幕を行いました。
　店内では約60人の参加者に「天ぷらうどん」や一品料理、
ビールなどが振る舞われました。知的障害のある社員の
張さん、実習生の徐さんも給仕などに大活躍。参加者たち
からの激励の声に頬を緩めていました。今年度はさらに
数人の障害者を社員や実習生として受け入れる予定です。
　上海TOMONYではこのほかにも、中国式の麺類や
餃子、春巻き、カレー、オムライスなど多様な食事をご用意
しています。上海にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

さまざまな料理が振る舞われた店内

障害者スタッフ（左が張さん、右が徐さん）
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障害医療福祉セミナーを開催
約160人が参加し交流の輪を広げる

大勢の参加者が集ったセミナー会場

　旭川荘障害医療福祉セミナーが8月20、21日にメル
パルク岡山（岡山市北区桑田町）で開催されました。
　47回目となる今年は、県内外の事業所等から約160
人が参加。1日目は旭川荘の江草安彦名誉理事長が
障害医療福祉の目指すものについて講義、また仁木壯
副理事長が障害福祉制度の動向について解説しました。
さらに現代アートで名高いしょうぶ学園の福森伸園長が、
「工房しょうぶの美意識エンパワメント」と題して講演。
また、国立重度障害者総合施設「のぞみの園」の志賀
利一研究部長からは、全国的に問題となりつつある高齢
の知的障害者の支援についての講義がありました。
　2日目には、近江ふるさと会の飯田雅子総括園長
から行動障害の支援について、上智大学の大塚晃教授
から個別支援計画の実際についての講義が行われた後、
「行動障害児者の支援」「高齢化に向けた支援」の分科
会に分かれて、事例報告をもとに活発な討議が行われ
ました。
　また、1日目の夜には参加者の交流会も開催され、
中部地方から九州まで多様な地域からの参加者が、
講師らとともに大いに交流の輪を広げました。

講演するしょうぶ学園の福森園長

大きな声を出すのをやめさせるのではなく、大きな声を出
せる環境を作ることが彼らの幸せなのではないか。
　しょうぶ学園は1973年に設立、約10年後に「工房しょう
ぶ」を開設した。当初は一般の製品に近いものを作ろうと
試行錯誤した。何度言っても彫りすぎて木の器に穴を
空けてしまう障害者に、あるとき自由に彫らせてみた。
すると、すべてを木屑になるまで彫ってから「できた」と
嬉しそうに言う。自分の価値観と彼らの幸福感との違いに
気付いた。その後は「教えない」。切り刻んだシャツも
美しい作品になるし、釘でひたすら傷を付けた木の板も
お盆になる。クラフトからアートにシフトした。
　支援する側も、彼らの表現を理解できる力を持たねば
ならない。その上で、そのままアート作品にする、ある
いは、計画性をもって製品化を手助けする。そして先に
製品のデザインを決めるのではなく、利用者の作品を
後から職員が製品にデザインするのが健全な姿である
とも考えている。たとえ製品にならなくてもいい。あくまで
障害者がそのプロセス、瞬間を楽しむことが重要。
　障害者が自己実現できる環境づくりは、入所施設だか
らこそできることもある。その意味で、入所施設を彼らに
とっての安心した暮らしのある「パラダイス」にすることが
私の目標である。

福森 伸 しょうぶ学園園長  講演要旨

　家庭生活や仕事などにおける「適応技能」の習得が、
障害者の「その人らしさ」を失わせてしまうケースもある。
「PEOPLE FIRST」の視点から、その人らしさをエンパワ
メントし、力を発揮できる環境を作ることが大切。
　自閉症者との対比で健常者を「ニューロティピカル」
（NT、典型的な者）と呼ぶ考え方がある。我々NTは社会
に合わせて場合によっては嘘をついたり、素直に物を言え
ない人種とも言える。NTの価値観は本当に正しいのか。
大きな声を出したいという衝動に駆られている人に対しては、
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加計美術館でアート作品紹介
9月19日から「ココロ×ココロ展」
　旭川荘は加計美術館との共催で、利用者のアート作品などを集めた「ココロ×ココロ展」
（仮称）を、9月19日から10月26日まで、倉敷市中央の同美術館で開催します。
　同美術館の福祉支援プログラムとして実施するもので、絵画や焼き物、こぎん刺繍など
の作品を展示。期間中、旭川荘製品の展示販売やワークショップなども計画しています。
　詳細が決まり次第、旭川荘ホームページなどでご案内します。

　鹿児島市において知的障害者の施設入所、生活
介護、就労移行支援、就労継続支援B型等を実施。
布、木、土、和紙の工房があり、作品は工芸や現代
アートとして高く評価され、国内各地や海外の展覧会に
出展。音楽活動も盛んで、昨年岡山市で開催された
「瀬戸際世界芸術祭」にも参加。

【メモ】  しょうぶ学園

特徴的な建物が並ぶ
しょうぶ学園

作者の自由な造形を生かした
布製品（写真上2点）

「装飾」が施された木工製品
（写真下2点）



マスカットたわわ　わかば寮
栽培再開２年目、出来栄え上々
　わかば寮にある県立施設（県立総合社会福祉セン
ター）の時代に建てられた古い温室で今夏、たくさんのマ
スカットが実り職員らを驚かせています。房のサイズに大、
小はあるものの、ぶどう棚全体で約100房。エメラルドグ
リーンに輝く果実は玉太りも上々で、初秋の収穫に向け期
待が高まっています。
　マスカット温室は、わかば寮南の農園の一角にあり、広
さは約93平方メートル。設置の経緯や時期は不明ですが、
同福祉センターの10年史に温室の平面図が掲載されてい
ることから、温室、ぶどうの木とも30年以上経過していると
考えられています。平成15年に旭川荘に移管された後、
数年間は栽培を引き継いでいましたが、指導ができる職
員もなく、もう何年も放置された状態だったそうです。
　マスカットなどの果樹栽培に着目したのは、松浦孝前ひ
らた支部長。昨春、ひらた旭川荘に着任してすぐ「実のな

る木を育て、利用者に
収穫の喜びを味わって
もらおう」と提案。かえ
で寮、わかくさ学園、
津島児童学院には新
たにブルーベリーの苗
を植え、各施設で栽
培を続けています。

　わかば寮のマ
スカットは松浦前
支部長自らが先
頭に立って、枝
やつるを剪定。
今春の支部長退
任後もわかば寮
を訪れ、職員へ
のアドバイスを
行ってきました。
　「ぶどう農家の
人から『老木な
ので（栽培は）無
理かも』と言われ、世話をすることもなく、毎年わずかに実
がなる程度だった」と田中重行寮長。手入れを始めるとと
もに、壊れていた温室の扉も修繕し、管理を徹底。取り組
みを始めて2年目の出来栄えに「こんなにたくさんのマス
カットができて、びっくりしている。粒の大きさも、これまで
よりずっと大きい」（田中寮長）と言います。
　肝心の味は、8月上旬に試食したところ、まだ酸味が
強く収穫には時期尚早。わかば寮では今後、熟度を見極
めながら収穫し、利用者やボランティアさんと一緒に味わ
うことにしています。

6

たわわに実ったマスカット

県立施設の時代に建てられたマスカット温室

　　一つ一つに心を込めて−袋かけ
　
　 「ふじ」「サンふじ」など、同じ品種でも「サン」がついて
いるりんごを見かけますが、その違いをご存知ですか？ — 
答えは「袋かけ」をしたかどうかです。袋かけをすれば「ふ
じ」、しなければ「サンふじ」となります。袋かけとは、果実に
袋をかけて育てることで、 有袋 栽培といいます。やたかの

ゆうたい

里では、全ての品種にこの栽培方法を採用しています。
　梅雨から夏にかけては日差しが強く、病虫害も発生しや
すい時期。 蝋 が塗られ撥水・防菌処理が施された袋は、り

ろう

んごの表面を保護します。光を
遮断することで袋を外した時に
太陽の光を吸収しやすくなり、よ
りきれいに赤く色づきます。ただ、
私たちの日焼けと同じで、強い
日差しを急に浴びるとまだら焼け
になる危険性があるので、美しく
「日焼け」させるために遮光性の
強すぎない袋を選んでいます。

その他、貯蔵性が向上
するなど、袋かけにはさ
まざまな効果があります。
　袋かけ作業は6月中
旬からスタート。約3万5
千個のりんご一つ一つに
利用者4人、職員3人が
丁寧に袋をかけていきます。袋の上部には留め金がついて
いて、果実を入れた後、袋口を折り寄せて固定します。
しっかり留めないと風が吹いて取れてしまうことがあり、コツを
掴むまでには時間がかかるとか。慣れた人はすいすいと袋
をかけていくそうです。とはいえ、これだけの数があるので
当然一度では終わりません。天候を見ながら、時には家
族会の方にも手伝ってもらいながら、約1カ月かけて作業を
行いました。袋を外すのは9月になってから。その間、虫が
つかないように草刈りをするなど手入れも欠かせません。
　袋に守られながら、りんごの実はさらに大きく成長します。
実りの秋はもうすぐです。

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 4

丁寧に袋かけをする利用者

たくさんの袋がかけられたりんごの木



　給食委員会は、荘内の利用者に安全に喜んで食べて
いただける給食を提供できるように努めており、主に以下
の4つの活動に取り組んでいます。

1. 荘内の全施設の食品衛生の指導（査察・報告）
2. 食中毒注意報・警報発令時の荘内への周知徹底
3. 給食内容・サービスに関する調査・研究
4. 食品衛生研修会の開催

　今年度の食品衛生研修会は6月24日と7月2日に行い、
荘内各施設の給食に従事する職員や地域生活ホームの
世話人ら約60人が参加。花岡信一旭川荘衛生顧問が
昨年度実施した荘内の衛生査察結果を報告したあと、食
品衛生の7S「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」に
も触れ、食中毒の防止対策について再確認しました。
　今年度はさらに、旭川荘療育・医療センターの厨房
移転に伴う課題、アレルギー食の調査結果についても
検討を深めることとしています。

委員会だより

6月24日に行われた食品衛生研修会の様子

給食委員会

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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　まだまだ残暑が厳しい時期ですが、暦の上ではもう秋。秋が
旬のきのこをたっぷり使ってクリームシチューを和風にアレンジ
してみました。きのこは食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で
低カロリー。牛乳の代わりに、植物性たんぱく質を含む豆乳を
使えばあっさりと仕上がります。ヘルシーな和風シチューでほっこり
してみませんか。 （フーズセンター　今井伸子）

きのこたっぷり和風クリームシチュー

〈作り方〉
① 里芋、にんじん、大根は皮をむき一口大、長ねぎは3cm幅に切る。
② しめじは石づきを除き、小房に分ける。
 しいたけは一口大、マッシュルーム、エリンギは薄切りにする。
③ ブロッコリーは小房に分け、塩茹でしておく。
④ 鍋を温め油（分量外）を熱し、豚肉を炒めたら、
 ブロッコリー以外の野菜ときのこ類を加えて、さっと炒める。

 ④に水を加えて野菜がやわらかくなるまで煮る。
 シチューの素と豆乳を入れ、よく混ぜる。
　 味噌を加えて味を調える。
 器に盛り付け、ブロッコリーを添える。
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〈材料〉4人分
豚薄切り肉 150ｇ
里芋 中2〜3個
人参 1/2本
大根 4〜5㎝
長ねぎ 1本
しめじ 1/2袋（50ｇ）
生しいたけ 1/2袋（50ｇ）
生マッシュルーム 4〜5コ（50ｇ）
エリンギ 1本（50ｇ）
ブロッコリー 1/2房

クリームシチューの素
 80ｇ（市販のルー4かけ）
豆乳 300cc（カップ1と1/2）
水 500cc（カップ2と1/2）
味噌 大さじ1

洋風メニューを和風仕立てに

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：226Kcal
たんばく質：14g
塩分：1.3g

ワン
ONE POINT

ポイント

　野菜はれんこんや白菜にして
みても。豚肉の代わりに鶏肉や
鮭もおすすめです。



　津島児童学院の
「親子ふれあい夏まつり」
が7月29日、同学院グラ
ウンドで開催され、入
所児童や家族、地域の
子どもたち約300人が
交流を深めました。

　まつりは県立施設の時代から長年続いており、2年前か
らは岡山中央ライオンズクラブの協力を得て共同開催。
会場では同クラブが招待した地元アイドルグループやバ
スケットボールのパフォーマー、うらじゃ連によるショータイ
ムが繰り広げられ、総踊りはみんなで輪になり大いに盛り
上がりました。
　夜店コーナーは同クラブや地元子ども会、地区の民生
委員のほか、わかくさ学園からも出店があり、綿菓子やか
き氷、ボールすくい、くじ引きなどが子どもたちの人気を集
めていました。
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「福祉体験バス」開催
小学生親子ら16人参加

津島児童学院で夏まつり
地域の子どもや住民と交流

　「第3回旭川荘小学
生福祉体験バス」を8月
22日に開催し、親子ら
16人が参加しました。
　参加者は共催の下電
観光バスに乗り旭川荘
へ到着。最初に「アト
リエ夢工房」を訪れ、結び織りなどに挑戦。初めての体験
に真剣な表情で取り組んでいました。
　続いて「竜ノ口寮」では、障害者スポーツの「ボッチャ」
「卓球バレー」で利用者と交流しミニゲームを楽しみました。
　午後からは「旭川荘厚生専門学院」で障害者介助の
ミニ講義”を受け、小学生がペアになって車いすの操作を
実体験しました。
　その後、「旭川敬老園」でリフト付き浴槽などの介護設備
を見学し清掃ボランティアも行いました。最後は、全員で
記念撮影を行い、参加証が贈られて修了となりました。
　母と弟と一緒に参加した伊島小学校6年の 逸  見 佳宏君

へん み

は、「障害者との交流は今回が初めて。車いす体験もでき
良い機会になりました」と話していました。

旭川荘ごよみ
SCHEDULE CALENDAR

9月
 1日～11月26日  アートギャラリー常設展（秋）  ……旭川荘
 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
 19日～10月26日  加計美術館企画展  ……………旭川荘関係施設
 20日  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

　
 ～ 日  秋まつり  …………………………旭川児童院
 日  夢まつり(仮称）  …………………旭川療育園・睦学園・
   　　　　　　　　　　　　　  旭川児童院
 日  ひらた旭川荘スポーツフェスティバル  …ひらた旭川荘
 日  キャンドルサービス  ……………旭川荘厚生専門学院
 日  大規模地震防災総合訓練  ……祇園地区
 日  戴帽式  …………………………旭川荘厚生専門学院
 日  知的障害関係施設合同運動会
 　  ……旭川学園、愛育寮、あかしや園
   　　いづみ寮、わかば青年寮、みどりワークセンター
 日  第6回せとうちふれあいまつり  …せとうち旭川荘
 日  環境福祉フェア  ………………旭川荘（結びの杜）
 日  第35回秋桜祭  …………………竜ノ口寮
 日  旭川荘評議員会・理事会  ……旭川荘

 ☆  遠足・旅行
   運動会　　　 各施設
   おまつり関係

編集後記
　ある動物園のパンフレットに目を通していると、「ライオン
さんは、いつもゴロゴロしてやすんでいます。ご飯を取りに
行くときに、全力で走るためです」とあった。ゴロ ゴロ している
のは、単にだらけているのではないという。
　一見、特に意味がないような行動が、ご飯を取りに行くため
となれば死活問題。ゴロ ゴロする時間は、とても重要な意味
をもつ。
　何をするにも意味があるように、広報誌のお手伝いをさせ
ていただけるようになったのも素敵な縁。与えられた瞬間が、
大きな役割をもつよう頑張ります。 （広報委員　高橋理可）

券
犬
鹸

1 0月

ミニ壁掛け作りに挑戦
織工房ワークショップ
　愛育寮の織工房で8月6日
から28日にかけて計5回、小学
生を対象とした夏休み恒例の
ワークショップが開催されました。
　ワークショップは今年で3
シーズン目。年々希望者が増
え、今夏は5日間で幼児、大人
を含め計31人が参加しました。
　子どもたちは職員や利用者に結び織りのやり方を教わり
ながら、オリジナルのミニ壁掛け作りに挑戦。また、車い
すの試乗を通して障害や介護について考えました。
　修了後、子どもたちから「利用者の方に教えてもらい、
上手く作業ができて楽しかった」「福祉の仕事に興味を
もったので勉強したい」などの感想が寄せられました。

ワークショップで作った
壁掛けを手に記念撮影

利用者とボッチャを楽しむ子どもたちまつりの最後に花火を楽しむ子どもたち

盛り上がったうらじゃ総踊り


