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「毎日、子どもたちと一緒にいられて幸せ」と流暢な日本
語で話すカンボジアから来た研修生のスライノッチさん。
月 日から約 カ月間、旭川乳児院で保育士や看護師、
心理職員の役割などを幅広く学んできました。
NPO法人ハート・オブ・ゴールド（本部・岡山市）が運営

するカンボジア・シェムリアップ州の養護施設NewChild
CareCenterから、岡山県の国際貢献ローカル・トゥ・ロー
カル技術移転事業（NGO枠）により、 月 日に来日。
元々、日本に憧れ、小学 年生のころから日本語の勉強を
続けており、平成 年から 年間、岡山学芸館高校に留学。
得意の日本語で、乳児院の職員や子どもたちとのコミュニ
ケーションもばっちりです。
高校卒業後、NewChildCareCenterの職員として働

き始めて 年目。今回の
研修で初めて 歳未満の
乳幼児と関わることになり、
おしめなどの世話が自分
にできるか心配だったと言
います。そんな不安も、

日々子どもたちと接するうちに解
消され、研修終盤を迎えた心境
を「お母さんになったような気持
ち」と嬉しそうに話してくれました。
乳児院では、職員が授乳の

時に乳児の口元にタオルを添え
たり、食事の間に優しく声をかけ
る姿を見て、「一人ひとりを大切
にしていることが、とても素晴らし
い」と感銘を受けたそうです。乳
児院の職員も「積極的に学ぼう
とする姿勢は立派。子どもとも
上手に関わっていました」とスライノッチさんを高く評価して
います。
今後、岡山市内の カ所の児童養護施設で研修を受け、
月 日に帰国の予定。「乳児院で学んだ、一人ひとりを

大切にする精神をカンボジアに伝え、子どもたちの成長を
見守っていきたい」とスライノッチさん。はじけるような笑顔の
中に、エネルギーが満ち溢れています。
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「二胡」の音色を堪能
楊雪さんが訪問演奏会

中国伝統楽器「二胡」の奏者
で、東京や岡山などで演奏・指
導を行っている楊雪(ヤンユキ)さ
んの訪問演奏会が 月 日、旭
川敬老園地域交流ホールで開
催されました。旭川荘ミュージック
アカデミーのメンバーや、荘内の
施設利用者、職員ら約 人が二
胡独特の音色を堪能しました。
楊さんは二胡の紹介を交えあ

いさつした後、「蘇州夜曲」や「上
を向いて歩こう」など全 曲をリズミカルかつ滑らかに披露。
ラストの「世界にひとつだけの花」では観客も手拍子をしなが
ら一緒に歌い、会場が一体となりました。
演奏会の合間には、楊さんのユーモア溢れるトークもあり、

子どもたちの質問に対する答えに一同大笑いする場面もあり
ました。ミュージックアカデミーで、タンバリンを担当する旭
川療育園の平井莉子さんは、「とても不思議な音色が素敵

でした。一緒にセッションしたいです」と話していました。
今回の演奏会は、楊さんの父親で二胡（胡弓）演奏家

の楊興新（ヤンシンシン）さんが、障害がある人との交流・
支援を目的に創設した「星の基金」の活動として開催。楊
さんは「施設の演奏会では、利用者さんの生き生きとした姿
から元気をもらっています。そんな心温まる時間が大好き
です」と語ってくれました。

旭川乳児院で学んだカンボジアからの研修生
チュート・スライノッチさん（20歳）

一人ひとりを大切にする精神を
伝えたいと語るスライノッチさん

子どもと一緒に散歩の準備をする
スライノッチさん

To
Asahigawaso

From
Overseas

二胡を奏でる楊さん 手拍子で盛り上がる会場
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加計美術館で「ココロ×ココロ展」 10月26日まで開催

旭川荘利用者の絵画や造形、手工芸作品を集めた
「ココロ×ココロ展」(加計美術館、旭川荘共催)が 月
日から加計美術館（倉敷市中央）で始まりました。 月
日まで開催しています。
同美術館の福祉支援プログラムとして行うもので、平

成 年に続き 回目。 、 階の展示室には、旭川荘ア
ートギャラリーが保存する絵画をはじめ、織物や刺繍、
切り絵、粘土を使った立体作品、木製品など、荘内
施設の利用者が手掛けた約 点の アート作品 が並ん
でいます。
オープン初日は平日にもかかわらず、午前中から美
観地区を訪れた観光客が次々に来場。気に入った作品

の前で足を止め、熱心に鑑賞していました。
月 、 日は 階ミュージアムショップ入口に 旭川

荘の店 を開き、干しシイタケやクッキー、切り絵はがき
などの製品を販売します。また、 日は 階展示室で
時と 時の 回（各 時間程度）、セーターの毛糸を再利
用してマットに仕上げる「結び織」の実演を行います。
開館時間は午前 時～午後 時。 月 日～ 月 日

と月曜は休館（祝日は開館）。一般 円、大学生
円（高校生以下無料）ですが、旭川荘ホームページ内
の告知記事（TOPICS：加計美術館で「ココロ×ココロ
展」を開催）を提示すれば入場無料となります。

利用者の個性あふれる作品が並ぶ会場

菅野敦東京学芸大副学長の講演会開催
旭川荘総合研究所
間もなく迎える旭川荘の創立 周年と旭川荘総合研究
所の開設を記念して、 月 日、同研究所の主催により東
京学芸大学の菅野敦副学長を講師として「知的障害の

かん の あつし

生涯発達支援～成人期をより豊かに生きるために～」と題
する講演会が開催されました。菅野先生は養護学校の
教員として勤務された後に大学院に進み、これまで一貫
して乳幼児期から成人期までの発達特性や、各ライフス
テージにおける発達課題の研究を行ってきました。
講演では、菅野先生がこれまでに行った調査・研究の

資料に基づき、各年齢段階における特性と課題について、
代では体調の安定に努める、 代では就労や社会で

のトラブルに対する学習をする、 ～ 代では早いうちに
将来に向けた生活の場を決定し、日常生活能力の維持と、
老後の生活を見据えた日常生活指導をする、 才を過ぎ
ると心身の不調を予防する、とまとめて詳しく説明。特に
「 代を迎える頃には自分の住まいを選び、親から精神
的に独立して、自分でできることは自分ですることが大
切」と物心両面での独立を強調すると、多くの参加者が頷
いていました。

また、生涯発達の過程ではいったん獲得した適応水準
が低下することを見逃してはならないとし、アセスメントの
視点として「健康のチェック」、「老化のチェック」、「環境と
ストレスのチェック」の つのポイントを述べました。
老いることを含めて「発達」と考える視点を持つことがで

き、障害者の加齢・高齢化を考える上で大変有意義な講
演会でした。

敬老園地域交流ホールで講演する菅野副学長

階には絵画や結び織マットを展示



旭川荘内の事業所・施設の製品を紹介する「ちょっと
見て旭川荘」が 月 日から 日まで、道の駅・黒井山
グリーンパーク（瀬戸内市邑久町虫明）の「ゆうゆう交流
館」ギャラリーで開催されました。
「ちょっと見て旭川荘」は今年で 回目。今回は 月に
オープンした真庭地域センターが新たに加わり、荘内の
計 施設が出展。真庭産のヒノキで作った「ドミノ」「絵
合わせ」などの木製
品をはじめ、カップ
や小皿などの陶芸
品、クッキーや日用
雑貨など計 種類、
約 点を展示販売
しました。

日にはオープニ
ングセレモニーがあ

り、荘内および瀬戸内市な
どの関係者約 人が出席。
末光茂理事長が「来場者に
たくさん購入してもらい、障
害者の自立の支えになれ
ば」とあいさつし、開幕を
祝って代表者でテープカットを行いました。

水道メーターの分解・分別作業
岡山市水道局の依
頼により、廃棄する水
道メーターを金属、プ
ラスチック、ガラスに
分解・分別する作業
を 月から受託してい
ます。まずは今年度
万個を受託。単発の
軽作業等に比べ、水道メーターは法律に基づき定期的に交
換されるため、年間を通じて業務が発生します。また、工程
さえ覚えれば比較的大人数が参加できるほか、委託料(単
価 円)は岡山県の最低賃金を踏まえた水準であるため、
工賃向上や就労支援の充実に結びつくことが期待されます。

桃太郎ピンバッジ
月 日に岡山市で開催された

「桃太郎記念 がん哲学外来 ま
ちなかメディカルカフェin丸の内」。
がん哲学外来は順天堂大学医学
部の 野興夫教授を代表とし、死に
向き合う患者と医療関係者等が立
場を越えて集う活動で、メディカル
カフェはその対話の場です。桃太郎

記念と銘打たれたこのカフェで「桃太郎ピンバッジ」が参加
者に配布されました。運営者の一人である大和豊子医師
から「桃太郎ストラップをピンバッジにできないか」と提案があ
り、新開発した製品です。
他にもイノシシ革のネームホルダーや木製の名刺入れ、

パスケースも新開発。木製の車輪止めも受注生産しました。
印刷所の仕事も増えています。今後さらに製品等のPRに努
めます。
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「ちょっと見て旭川荘」開催 荘内17施設から約2000点出展

他の施設の製品を見るせとうち旭川荘の利用者

新たな製品・新たな仕事 昨年 月の「障害者優先調達推進法」の施行を機に、旭川荘では就
労支援施設の製品等のPRに力を注いでおり、新製品の開発や新たな業
務の受託に結びつく事例も出てきています。今回は吉備ワークホームの
事例を紹介します。

オープニングでテープカットする末光理事長（右端）ら

水道メーター分解作業に取り組む利用者

参加者に好評だった
桃太郎ピンバッジ

木製の車輪止めパスケース

ネームホルダー



ワーキングチーム
村田歯科医長にインタビュー

歯科医師として重症心身障害者の摂食・嚥下リハビリ
テーションに関わるワーキングチームの村田麻美歯科医
長に研修会のねらいについて聞きました。

―児童院で勉強会を始めたきっかけは。
大学院で子どもの摂食について研究していたこともあり、

利用者の食べる・飲む機能を底上げしたいと考えていた。
ただ、毎日の食事やリハビリを私がすべて見るのは不可
能。周りに仲間を増やし、理論やノウハウを伝え、多職種
で連携しないとうまくいかない。医局の先生方の理解も得
られ、看護課、支援課の人たちも協力してくれた。
― 年間でどんな成果があったのか。
まず、医科の先生の食事に対する見方が変わった。利
用者の食べ方に何か問題があると、すぐ歯科に紹介してく
れるようになった。現場の人たちも、自分たちの食事介助
や利用者の食べ方に注目し「このやり方で安全なのか」
「利用者は苦しくないのか」と考えてくれるようになった。特
にここ 年は、非常に連携が良くなったと感じる。

―リハビリの目標は。普通の
食事形態に近づけることなのか。
乳児院や療育園はペースト食

から並食への ステップアップ が
多いが、児童院の場合、大半は
老化や疾患の進行に対する 機
能維持 が目標。口から食べら
れるから並食を目指すというのは
現実的ではない。高齢者施設では、普段はペースト食
でも、好物のお寿司は上手に食べられる人もいる。本人
が「楽しく、おいしく、安全に」食べられれば、どんな食事
形態でもいいと思う。
―本年度から全職員対象の研修会となった。参加す
る人にメッセージを。
知的障害の成人施設でも中高年者の誤嚥性肺炎が増

えている。さらに高齢化が進めば、次の課題は食事介助
など「食べることをどうするか」だと思う。摂食・嚥下機能
やリハビリについて知ることは、利用者のQOL向上にもつ
ながる。食べることを通して、その人の生きる意欲を引き
出してあげたい。ワーキングチームのメンバーはそういう
思いで取り組んでいる。
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利用者の高齢化・障害の重度化が進む中、本年度か
ら始まった荘内研修会「摂食・嚥下機能障害とリハビリテ
ーションの基礎」が介護現場で働く職員らの関心を集め
ています。専門の歯科医師や管理栄養士らが現場の経
験を交えながら、基礎知識を分かりやすく解説。毎回、
人を超える参加者が集い、講師の話に熱心に耳を傾

けています。
担当するのは、旭川荘療育・医療センターの村田麻美

歯科医長を中心とする「摂食・嚥下ワーキングチーム」。
平成 年に旭川児童院内の有志の勉強会を立ち上げ、
年には睦学園、療育園に拡大。本年度は荘内の施設

にも参加を呼び掛けています。
研修会は 月を皮切りに奇数月に開催。 月と 月は

村田歯科医長が、摂食・嚥下に関わる「解剖と生理」
「機能の発達と老化」などテーマの導入部分となる講義
を行いました。 月は同センターの安藤智里栄養課長
が「障害者（児）の栄養」と題して、必要な栄養量や補給
の方法、食事形態の工夫について解説。舌でつぶせる

ように柔らかく仕
上げたカツやペー
スト状の白粥、消
化管の蠕動を促

ぜんどう

すスープなどを試
食しました。
今後、岡山大学
病院の歯科医師

や同センターの整形外科、小児科の医師、薬剤師、理学
療法士が講義を担当。初回から来年 月まで全 回の開
催を予定しています。ワーキングチームでは「実践に即し
た内容を分かりやすく紹介している。 回だけの聴講も可
能なので気軽に参加してほしい」と話しています。問い合
わせは同センター支援課の那須京子主幹まで。

今後の日程と内容は以下のとおりです。
★ 月 日「障害児の摂食・嚥下リハビリテーション」
★平成 年 月 日「整形外科医の立場からの摂食・嚥
下障害の対応」（仮題）

★ 月 日「摂食・嚥下機能障害と薬剤の関係」
★ 月 日「摂食・嚥下障害に伴う疾病とリスク管理」
★ 月 日「リハビリテーションの基礎知識」
★ 月 日「摂食・嚥下機能障害への対応法」

摂食・嚥下機能の基礎知識を学んで
療育・医療センターワーキングチームが研修会

ペースト食やスープを試食する参加者

村田麻美歯科医長

「障害者（児）の栄養」について学んだ研修会＝ 月 日、敬老園地域交流ホール



「福祉機器フェスティバル」開催
車いす業者など30団体が出展
最新の福祉用具を紹介する「福祉機器フェスティバル
in岡山」が 月 日、岡山ふれあいセンター（岡山市中
区桑野）で開催され、障害児者や家族ら約 人が参加し
ました。
同イベントは、障害に応じた福祉用具の選び方や申請
手続きなどについて広く知ってもらおうと、旭川荘療育・医
療センターと岡山県理学療法士会が共同で企画し、今年
で 回目。当日は、同センターの理学療法士ら約 人が
運営スタッフとして会場準備や案内などを担当しました。

会場の大ホールには、車いすや介護ベッド、栄養補助
食品などを扱う約 の企業・団体が出展。特に、最新式
の車いす試乗コーナーでは、訪れた人たちが担当者の説
明に熱心に耳を傾けていました。
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大勢の参加者でにぎわった会場

外出、買い物に利用者ら挑戦 いんべ通園で「社会体験活動」
いんべ通園センターでは、本年度から土曜の開所日

を使って、利用者らに外出や買い物、調理などに挑戦し
てもらう「社会体験活動」に取り組んでいます。さまざまな
体験を重ねることで、新たな興味を発掘し、生活の潤い
につなげよう―という新たな試みです。活動の様子を
紹介します。
いんべ通園センターの通所者、特に生活介護の利用
者は比較的若い人が多く、支援学校の卒業生が中心で
す。支援学校に在籍しているときは手厚い支援があり、
いろいろな社会見学や体験、調理実習などを経験するこ
とができますが、卒業して福祉系事業所に通うようになる
と、そうした機会が少なくなってしまいます。日ごろ経験
できないことにチャレンジすることで、それぞれの可能性
を引き出すことができれば。そんな思いから「社会体験
活動」を企画しました。センターでは本年度の目標として
土曜開所の活性化について検討していたこともあり、活動
日を土曜に設定。特別な行事のある月を除き、月 回
の実施を目標に 月からスタートしました。
ヒントになったのは利用者のご家族の声です。家族
会活動で保護者が活動中に、昼食を食べに職員と利
用者でファミリーレストランに出掛けました。センターに
帰ってくると、あるお母さんが「自宅だと、なかなか外に
連れ出すのが難しくて…。皆と一緒に外で食事ができ
てよかったね！」と嬉しそうに娘さんに声を掛けられてい
ました。確かに障害の状況によっては、家族だけでは
外出等が難しいケースもあるでしょう。外食や買い物、
公共交通機関の利用など、私たちが社会生活の中で
当たり前にやっていることの中から、利用者が「楽しみな
がらチャレンジできそうなこと」をまず体験してみようとい
うことになりました。
第 弾は 月 日、JR伊部駅から播州赤穂駅まで電

車に乗り、イオン赤穂店へ買い物に行きました。この日は
利用者 人が参加し、職員 人で引率。普段、公共交

通機関を利用す
る機会がなく、伊
部駅を出発する
時は幾分緊張し
ていましたが、外
出の嬉しさもあっ
て徐々に笑顔が
現れ、車窓から
の景色を楽しめ
るようになりました。昼食はイオンのフードコートで、食べ
たいものを選んで自分でオーダー。買い物や支払いも
自分で挑戦してもらいました。
また、第 弾は 月 日、家族会と合同で親睦バー
ベキューを開催。これまでは職員や家族が準備を担当し、
利用者は「そばで見ているだけ」「出来上がったものを食
べるだけ」でしたが、今回は高校生ボランティアと一緒に
利用者に野菜切りや火おこしを手伝ってもらいました。不
慣れなこともあって戸惑う人もいましたが、完成度は気に
せず、とりあえずチャレンジ。職員が「すごい、やった！」
と声を掛けると、自然に笑みがこぼれます。一緒に準備
したバーベキューは格別でした。
不慣れな活動を行うと、支援者が見かねて手を貸して

しまうことがあります。しかし、利用者が自らの力で行動す
ることが「社会体験活動」の意義なのです。利用者自身の

力を大切にしなが
ら、私たち職員は
「見守り役」に徹し、
最小限のサポート
にとどめる。そうし
た構えで今後も
「社会体験活動」を
継続していきたいと
考えています。

バーベキューの野菜を準備。真剣な表情です

食べたいものをきっちり伝えてくれました



もと違ったおやつを作ってみてはいかがですか。
（吉備ワークホーム 山下志麿）

近年、職場での「パワハラ」「セクハラ」などハラスメント
(嫌がらせ、いじめ)に対する適切な対応が重要となってい
ます。ハラスメント防止委員会は、ハラスメントがあって
はならないことを周知啓発するため、パンフレットの作成･
配布や研修会の開催、相談窓口の周知等を行い、職場
環境の向上を図っています。
今年度は臨床心理士で企業・組織のメンタルヘルス

対策に詳しい本多公子氏と顧問契約し、職員への啓発に

力を入れています。研修会は年 回開催。 月 日の
研修会では、被害者・加害者・傍観者にならないための
心構えを学びました。村下志保子委員長は「ハラスメント
は許されないこと。幹部職員･一般職員が正しい知識を
持てるよう努力したい」と話しています。

委員会だより

7月11日の研修会で講義する本多公子氏

ハラスメント防止委員会

旭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
RECIPE
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いきなり団子は熊本の郷土菓子です。外見は大福に似てい
ますが、中にさつま芋が入っているのが特徴です。面白い名前
の由来には「いきなり（突然）客が来ても、すぐに作ってもてなせ
る」、「切っただけの生の芋をいきなり（そのまま）包んで蒸す」な
どの説があります。
吉備ワークホームの調理体験で利用者の皆さんと一緒に

作ったところ、大好評でした。今が旬のさつま芋を使って、いつ

いきなり団子

〈作り方〉
① 白玉粉に半分の量の水を入れ、粒がなくなるまでよくこねる。
② ①に薄力粉と残りの水、塩、砂糖を加えてさらにこね、ラップ
に包んで常温で1時間寝かせる。

③ さつま芋は皮をむき、1cm幅の輪切りにする。水にさらしてザ
ルにあげ、水気を切る。

④ ②の生地を5等分にし、手のひら大に丸く伸ばす。

⑤ こしあんも5等分し、生地に乗せ、その上にさつま芋をのせて
包む。

⑥ 蒸し器にクッキングシートを敷き、間隔をあけて団子を置いて、
中火〜強火で20分〜25分蒸す。竹串がすっと通ればで
きあがり。
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〈材料〉5個分
薄力粉 80ｇ
白玉粉 80ｇ
塩 小さじ1/2
砂糖 大さじ1と1/2
水 100〜120㏄
こしあん 100ｇ
さつま芋 1本

旬のさつま芋で手作りおやつ

栄養量：1個分
………………………
エネルギー：192kcal
たんぱく質：4.6g

塩分：0.5g

できたては熱 も々ちもちの食感です。
すぐに食べない時はラップで乾燥を防
ぐと美味しさが長持ちします。お好み
で中身をつぶあんや白あんに変えて
も美味しいです。

ワン
ONEPOINT

ポイント



日～ 日 秋まつり…………………………旭川児童院
日 夢まつり・秋まつり………………旭川療育園・睦学園・旭川児童院
日 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 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（結びの杜）……旭川荘
日 第 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
まつり関係

日 やまびこまつり …………………南地区
秋まつり…………………………ひらた旭川荘

日 星野仙一杯争奪 ティーボール交歓大会
…………………………………旭川療育園・睦学園

日 創立 周年記念式典…………かわかみ療護園
日 学園祭…………………………旭川学園
百合樹祭………………………愛育寮

日 川﨑祐宣生誕 周年記念式典（旭川荘創立記念式典）
…………………………………旭川荘

～ 日 第 回写真・作品展（川崎病院）……旭川荘関係施設
～ 日 講座作品展（岡山県生涯学習センター）

…………………………………くわのみどりの家
日 川﨑祐宣生誕 周年記念講演会（さん太ホール）
…………………………………旭川荘

☆ 遠足・旅行：各施設

敬老の日を祝う記念式典が 月 日、旭川敬老園で
開催されました。今年は、数え年 歳以上の仙寿 人、
百寿 人、白寿 人、卒寿 人、米寿 人の計 人を祝福
しました。
式典には入居者や家族、地域の町内会長など荘内外

から 人が出席。末光茂理事長と内田敬治中原町内会
会長が祝辞を述べました。入居者を代表し、来年 月に
満 歳を迎える藤原美子さんが「心温まるお祝い、励ま
しのお言葉を頂戴し、ありがとうございました」と感謝の思

いを述べると、その力強
い言葉に会場から大きな
拍手が送られました。
午後からのアトラクショ

ンでは、入居者有志によ
るハンドベル演奏やハー
モニカ演奏をはじめ、ボ
ランティアのピアノ演奏、
日本舞踊・民謡も披露さ
れ、多くの入居者が家族
とともに楽しいひとときを
過ごしました。
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入居者の長寿を祝福
敬老園で記念式典

年来のザ・ベンチャーズファンという児童院利用者の
長谷川一雄さんが 月 日、岡山市民会館で開催された
同バンドのコンサートに出掛けました。その際、街中でメン
バーと遭遇。一緒に記念写真を撮影させてもらいました。

この日出会ったの
は、ドラマーのリオ
ン・テイラー氏。長
谷川さんは、コンサ
ート前に立ち寄った
岡山駅前のカフェ
で、店から一人で出
て行くテイラー氏を

偶然発見。付き添いの支援課スタッフ木下良さんらととも
に追いかけて声を掛けたところ、撮影を快諾してくれたそ
うです。
「（テイラー氏は）最初は驚いた様子だったが、これか
らコンサートに行くことを伝えると喜んでくれた。長谷川
さんは憧れのメンバーを前にして、ガチガチに緊張され
ていた」と木下さん。
コンサートでは、おなじみの

「テケテケサウンド」を堪能。車
いす席の観客にメンバーからサ
イン色紙とピックがプレゼントさ
れる サプライズ もありました。
長谷川さんは「リオンと握手もで
きて本当に嬉しかった。この日
の思い出は私の大事な宝物で
す」と話しています。

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

10月

「支援者は手を後ろに、口を閉じて！」 今、何を書こうか
悩んでいたときに思いだした言葉です。オランダの知的障
害関係の支援員さんに言われました。この言葉を胸に刻み、
自己決定が尊重されるよう支援や広報活動に取り組んでい
ます。また、私のテーマ「笑い」と「セクシャリティ」について
少しでも周りにお届けできたら嬉しいですね。

（広報委員 吉本信介）
11月

米寿の記念品を贈られる入居者

編集後記

リオン・テイラー氏と記念撮影する長谷川さん

プレゼントされたサイン色紙とピック。
左下は会場で購入したドラムスティック

「ザ・ベンチャーズ」メンバーと記念撮影
児童院の長谷川さん

券
犬
鹸

追記 星野監督退任に寄せて
プロ野球・楽天の星野仙一監督が今季限りでの退任を表
明されました。星野監督は 年から旭川荘への来訪を
続けてくださり、本紙でも度 ご々紹介してきました。実は私も
中日ドラゴンズ投手時代からのファン。ゆっくりお体を休め
つつ、これからも子どもたちに夢を与えてくださる星野さんで
あってほしいと願います。 (企画広報室長 小幡篤志)


