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月 日「旭川敬老園」で敬老の日を祝う催しがもたれ
ました。「敬老の日」は日本独自なもので、歴史をさかの
ぼると、聖徳太子の「悲田院」に由来するとの説もあるほど
国民に親しまれています。そして国民の祝日に定められ
たのは約 年前の 年です。
この日 歳と 歳の祝いを受けられた方はそれぞれ
人ずつ、あわせて 人でした。全国で 歳以上の方が
万 人と報道されています。旭川敬老園でも長寿の方
が、急速に増えておられることをうれしく思いました。
白寿（ 歳）人、卒寿（ 歳）人、米寿（ 歳）人の

あわせて 人の方々が赤と白の帽子とちゃんちゃんこに身
を包み、ご家族の同席のもと、森園長からお祝いの品々
を受けました。
この方 は々私の両親（生存していれば父が 歳、母が
歳）と同世代です。戦前・戦中・戦後の困難な環境の

なか、家族を守り、激動の時代を生き抜き、切り拓いてこ
られたのです。感謝の思いを強くしました。さらに感動を
深くしたのは、 歳の藤原美子さんが、力強い声で謝辞
を述べられたその元気ぶりです。 歳、 歳へと長生
きされるであろうと参列者の誰もが思うほどでした。
敬老園の平均年齢は現在 歳。皆さんが健やかに暮

らせるのは、ご本人の旺盛な生命力に加えて、高原郁夫
診療所長を中心とする医療・看護スタッフの適確な健康
管理の上に、食事や運動そして日中活動を含む「生活の
質」の充実、とくに書道や絵画、音楽等充実した日 を々支
えて下さっている講師の方々のご指導、さらには地域の温
かい見守りあればこそです。
今年も高島小学校の生徒さんたちが、ご利用の方々お
一人お一人に心のこもった手づくりのメッセージを寄せて
下さいました。感謝の思いで拝見した次第です。
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旭川荘は創立 周年を記念し、来年 月 日、岡山シ
ンフォニーホール（岡山市北区表町）で、利用者、職員ら
が参加するオペラ「アマールと夜の訪問者たち」（メノッティ
作曲）の公演を行います。
昨年、旭川荘の クロイツァーが弾いたピアノ を発見し

た瀧井敬子氏（元東京藝術大学教授、現くらしき作陽大
学特任教授）とのご縁で創設された「グラチア・アート・プロ
ジェクト」（注参照）の一環で、旭川荘、同プロジェクト、公
益財団法人岡山シンフォニーホールの共催。主役のア
マールと母親、 人の王などにプロのソリストを迎え、利用者
と職員、厚生専門学院の学生からなる約 人の合唱団が
村人役で出演します。
公演の詳細は後日、旭川荘ホームページなどでお知ら
せします。

初舞台に向け合唱練習スタート
旭川荘初のオペラ公演に向け、 月から合唱団の練習

が始まりました。
回目となる 月 日の練習には、今回の公演で総監

督を務める瀧井氏も参加。この日から合流した利用者 人
を含む約 人がソプラノ、テノールなど パートに分かれて、
前週までの練習の成果を披露しました。

ご長寿を祝って
理事長 末光 茂

瀧井氏は「もっと笑顔で、リラックスして」「歌詞の意味を
理解し、情景をイメージしながら歌って」などとアドバイス。
時間半の練習を終え「皆生き生きとして、見違えるほど良
くなった。本番が楽しみ」と話していました。

注：グラチア・アート・プロジェクト…旭川荘の利用者、職員らが、
アートを媒体として「笑顔を共有する場」をつくることを目的とした企
画。これまでに、ピアノの修復や、昨年 月の修復完成記念コン
サートなどを行っている。

利用者と一緒に歌う瀧井氏（手前左から3人目）＝敬老園地域交流ホール

創立60周年記念し来春オペラ公演
利用者、職員、学院生も参加



ひらた旭川荘通園センターが同荘内の相談棟 階に移
転し、 月 日からサービスを開始しました。
通園センターは平成 年 月に開所して以来、のぞみ寮
訓練棟内にある 室を使ってきましたが、利用者の増加で
手狭になったため、今後の利用ニーズに応えられるよう相談
棟への移転を計画。 月下旬から浴室の設置や内装工事
に取り掛かり、月末に完成しました。
新居 の広さは従来の約 倍に拡大。利用者が主に過

ごす「活動の部屋」の
ほか、食堂、浴室、ト
イレなどを併設し、生
活の場面に合わせて
部屋を変えられるよう
になりました。各部屋
の壁紙やカーテンなど
は暖色系でまとめ、清
潔で明るい空間に。
特に新設の浴室は浴
槽壁面をパステルカラ
ーのタイルで彩り、利

用者に楽しく入浴してもらえるよう工夫しました。
新しい部屋になり、利用者の中には戸惑う人もいますが、

付き添いの家族からは「広くなって利用しやすくなった」｢明る
くてかわいい｣などの声も聞かれています。今後、サービス
の面でも、利用者や家族の方に「来てよかった」と思ってもら
えるような「居心地のいい場所」を目指します。
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旭川児童院、旭川療育園、睦学園が合同開催する「秋
まつり・夢まつり」が 月 日、祇園本部のむすびの園など
であり、利用者や家族らでにぎわいました。
旭川荘療育・医療センターの新棟完成（ 月オープン）

に向け 施設の病院機能の統合が進む中、別 に々実施し
ていた秋イベントを一緒に行うことで、関係者同士の親睦
を深めようと今年初めて企画しました。
メインのステージショーは療育園の子どもたちによる元
気いっぱいの「うらじゃ」でスタート。続いて、睦学園、児
童院の音楽愛好グループがそれぞれ「恋するフォーチュ
ンクッキー」「きよしのズンドコ節」を歌や鈴、タンバリン、太
鼓などで演奏。ステージに立つ喜びを全身で表現する
利用者の熱いパフォーマンスに、観客から大きな拍手が

送られていました。
また、会場には
家族会や施設職
員による食べ物や
遊びの模擬店が
並び、ヨーヨー釣り
を楽しむ利用者の
姿も見られました。
同まつりに先立

って、児童院単独
の「秋まつり」を 月 ～ 日に開催。作品展示や発表会
などを通して、各病棟の取り組みを紹介しました。

演奏する児童院つばさバンドのメンバー

新しい部屋での重症心身障害児者の活動風景

ヨーヨー釣りなどの遊びの模擬店も大人気

パステルカラーで彩った浴槽

合同で初開催「秋まつり・夢まつり」 児童院と療育園、睦学園

ひらた通園センター 相談棟へ移転
浴室を新設 広く、明るい空間に

児童院「秋まつり」の展示作品



「旭川荘環境福祉フェア」が 月 日、結びの杜（岡
山市東区西大寺浜）で開催され、地域住民ら約 人
が来場しました。
同フェアは、西

大寺地域のにぎわ
い創出を目的とし
た地域交流イベン
トで、今年で 回
目。恒例の日用
品バザーは開始
から大勢の買い物
客が詰め掛け、おでんや綿菓子などの模擬店も大盛況。
利用者が手作りした手工芸品やクッキー、農産物なども
人気を集めました。
会場では、荘内の省エネ対策を紹介する「グリーン

カーテンコンテスト」や廃材を使った「リサイクル木工教
室」など、 エコ をテーマにした企画も実施。先着 人

にお楽しみ袋をプレゼントする目玉企画には、定員を上
回る希望者が行列をつくり、この日一番の活気を見せま
した。
このほか、隣接する旭川荘厚生専門学院吉井川キャ
ンパスでは「学院祭」が同時開催され、学生らが子ども
に大人気の「ようかい体操」などを披露、ステージを盛り
上げていました。
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お楽しみ袋のプレゼントには行列も

グリーンカーテンに投票する参加者

環境福祉フェア開催 バザーや模擬店など大にぎわい

加計美術館（倉敷市中央）で開催した利用者のアート
展「ココロ×ココロ展」（ 月 日から 月 日まで開催）
に合わせ、製品販売促進プロジェクトチームは 月 、
日、同美術館に 旭川荘の店 を開設、来館者に製品

をPRしました。
今回のイベントには、プロジェクトチームに参加する 施

設が出品。 階のミュージアムショップ前に販売コーナー
を設け、木製のおもちゃや七宝焼きのアクセサリー、竹
炭、クッキー、収穫したばかりの梨など約 種類を並べ
ました。

初日の 日は天候に恵まれ、観光客らが土産物を求め
て次々来館。美観地区の風景をモチーフにした切り絵は
がきや、イノシシ革
製品などが人気を集
めました。 日は台
風 号の接近により、
販売は昼前に終了。
この日に予定してい
た結び織の実演も中
止となりました。

加計美術館に 旭川荘の店 製品PTが販売イベント

10月12日に吉備高原都市（吉備中央町吉川）で開催
された「吉備高原車いすふれあいロードレース」に、吉備
ワークホームとのぞみ寮が店を出しました。
帆布バッグ、子ども用身長計といった両施設の製品の

ほか、クッキー、ほうきなど近隣施設の製品も合わせて販
売。毎年、ロー
ドレースの時に
バッグや巾着を
購入するという
車いすランナー
や、セラミックス
トラップを選ぶ
子どもたちでに
ぎわいました。

ふれあいロードレースにも出店
山陽新聞社（岡山市北区柳町）で10月25、26日にあっ

たイベント「2014さん太マルシェ」に、吉備ワークホームが
参加。来場者にイノシシ革を使った「KIBINO」ブランドの
製品などをPRしました。
昨年に続いて2回目で、今年は社屋内に設けられた販
売ブースへの出店。珍しいイノシシ革に興味を示す人も多
く、アクセサリーや
ネームホルダーが女
性客に好評。木製
地図パズルの精巧
なつくりに驚き、木の
材質や工法などを販
売スタッフに熱心に
尋ねる人もいました。

さん太マルシェでもPR

加計美術館 階に開設した 旭川荘の店

買い物客でにぎわう吉備ワークホームのブース 製品を熱心に見るさん太マルシェの来場者



長崎県諫早市で 月 日から 日間開催される「第
回全国障害者スポーツ大会」の陸上競技 種目に、松山
ワークセンター（高梁市落合町）利用者の守屋俊江（
歳）さんが出場します。
守屋さんの全国大会出場は今回が初めて。これま

で、県大会では 代の頃に陸上の「立ち幅跳び」に出た
経験があり、今回は同じ種目で「メダルがとりたい」と奮
起し再挑戦。県大会で見事 位となり、全国大会への出
場を決めました。全国大会では、運動能力を買われ「ソ
フトボール投げ」と「 × mリレー」にもエントリーすること
になりました。
同センターでクッキーの製造やマンション清掃の仕事

をしている守屋さん。晴れの舞台を前に、昼休憩を利用
してウォーキングで体力をつけるなど 自主トレ に励んで
きました。また今年 月からは、岡山市内で開かれた県

の公式練習に計 回参
加。コーチの指導も受
けて準備万端です。
守屋さんは「練習をたく
さんしたので、応援し
てください。 位を目指
して頑張ります」と意気
込んでいます。
今回の全国大会に

は、卓球で 連覇中の
ぎおんハイツ利用者の
縄田聖矢さん、フライ
ングディスクで 年前に優勝したわかば寮利用者の長田
浩揮さんも出場予定で、それぞれの競技で上位を目指
します。
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旭川荘の秋の恒例行事である運動会が 月、祇園本
部、ひらた、愛媛で開催され、利用者や家族、職員らが
スポーツを通して交流しました。

パン食い競走、元気よく
祇園本部の「第 回合同運動会」は 月 日、旭川学
園グラウンドで開催され、愛育寮やいづみ寮、みどりワー
クセンターなど知的障害関係 施設の利用者、職員ら約
人が出場しました。
最初の競技「玉入れ」は施設単位で紅白に分かれて対
戦。利用者は手にした玉を、地面に置かれた箱めがけて
一生懸命投げ入れていました。お楽しみの「パン食い競
走」では、ゴールのパンを目指して、障害物などをクリア

しながらグラウンド
を駆け抜けました。
「施設対抗リレー」
には各施設の足
自慢が勢ぞろい
し、この日一番の
盛り上がりを見せ
ました。

借り人競走、笑顔でゴール
「スポーツフェスティバルinひらた旭川荘」は 月 日、同
グラウンドで行われ、 施設の利用者、職員ら約 人が
参加しました。
借り物ならぬ「借り人競走」では、利用者が お姫様 や
ヒーロー に扮した職員を観客の中から探し出し手をつな

いで笑顔でゴール。
「うらじゃ」では、車い
すの人も参加できるよ
う上半身だけの振り付
けにアレンジした 緩
やかバージョン を全
員で踊りました。
閉会式では、実行
委員長のわかば寮田中重行寮長が「今日発揮した集中
力を、日頃の活動に活かして頑張ってください」とあいさ
つ。スポーツで汗を流した後は、秋空の下で家族とともに
ランチタイムを楽しみました。

綱引き合戦に大興奮
南愛媛療育センターの運動会は 月 日、同センター
訓練棟で開催。利用者、家族、職員約 人が参加し、
屋内会場は熱気に包まれました。
最も白熱したのは、家族・職員混合チームによる病棟対
抗の「綱引き」合戦。利用者は、家族や職員が必死に綱
を引く姿に声を出して大興奮。力強くエールを送りました。
その他、大きなサイコロを使った「すごろく」やビーチボ

ールを蹴って行う
「的当て」など、障
害の重い利用者も
参加できるゲーム
競技もあり、職員
や家族と一緒に楽
しみました。

公式練習でソフトボールを投げる守屋さん

パンを目指して元気よく走る利用者ら

スポーツの秋到来
祇園、ひらた、愛媛で運動会

全国大会に向けて練習中
松山ワークの守屋さん、陸上3種目に出場

お姫様と一緒に笑顔でゴール

利用者も大興奮の綱引き合戦



て、食事の一時を楽しんでもらえたら」と、平成 年夏ご
ろから自作を提供してくださるようになりました。
これまでに飾られた作品は「醍醐桜」「向日葵」「竹林」

「トラねこ」など計 点。以前に描きためていたものや新作
の中から村上さんが選び、 ～ カ月ごとに届けられます。
絵の入れ替えに気付いた利用者が、「すごい！」「生きてい
るみたい！」などと歓声を上げ、いつもは静かな食事の席
が賑やかになることも。花や木、動物など身近な題材を
写実的に表現した作品は、利用者にも伝わりやすく、心の
ゆとりをもたらしているようです。
食堂を彩る村上さんの絵は、単調になりがちな日々の
生活に季節感と話題を届けるとともに、食事をさらに美味
しくする スパイスとして、欠かせないものになっています。

わかば青年寮の食堂の壁に飾られた風景画。秋空を
染める残光を繊細に表現した「夕景」という題の作品は、
プロのデザイナーが描き、展示用に提供してくださった
点。絵はこれだけではありません。春には「桜」、初夏の
「紫陽花」、盛夏の「池を泳ぐ鯉」…と季節に合わせて新し
い作品が届けられ、利用者の集うランチタイムに彩りを添
えています。
絵を制作しているの

は岡山市内でデザイン
事務所を営む村上隆さ

たかし

ん＝同市北区原。趣
味で水彩画やアクリル
画を描き、個展も開く
村上さんは、同寮に勤
める妻の千里さんを通
じて、利用者のため家
庭的な雰囲気づくりに
心をくだく職員の想い
を知り共感。「絵を見
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白色から鮮やかな赤色へ―除袋

暑い夏は過ぎ、秋になりました。夏の間、強い日差し
を避けて袋をかけていたりんごは大きく育ちました。いよ
いよ「除袋」の時期です。
袋の中のりんごは、実は真っ白。これからりんごが赤く

色づきますが、その理由は主に つあります。 つ目は日
光です。紫外線により赤い色素である「アントシアニン」
が生成されます。遮光していた状態から一気に太陽の
光を浴びることでアントシアニンが増え、より鮮やかな赤
色になります。 つ目は気温。アントシアニンの生成に最
適な気温は 度～ 度で、これより高いと抑制されてし
まいます。夏も寒冷な東北地方でりんご栽培が盛んなの

はそのためです。やたかの
里りんご園は標高約 メ
ートルにあり、 月に入ると
度以下の気温が保たれ

る環境にあります。これらの
条件をクリアして、赤いりん
ごが実るのです。
月中旬、利用者 人、

職員 人は除袋作業を開始しました。果実は約 万 千
個。袋をかけた分だけ外さなければなりません。落果に
気をつけながら慎重に袋を外していきます。たわわに実
ったりんごはズシリと重く、木の枝はしなります。枝が折れ
ることなく、まんべんなく光を当てるために支柱を入れた
り、枝を吊ったりしながらの作業です。今年は天候にも恵
まれ、約 週間ですべての袋を外すことができました。
袋を外してから 週間程度でりんごは色づきます。収

穫まであとわずか。出荷の手配や来園の目印になる看
板立てなどをしながら、真っ赤なりんごを届ける準備を
着 と々進めています。

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 5

除袋直後のりんご（左）と赤く色づいたりんご（右）

丁寧に袋を外す利用者

10月下旬には犬の絵に。
愛らしい表情に心が和みます

食堂に飾られた村上さんの作品「夕景」

食堂に絵飾りランチタイム楽しく
村上さん、わかば青年寮に作品提供



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
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けんちん汁は元々精進料理です。本来は肉などの動物性た
んぱく質を入れませんが、鶏むね肉を入れることでコクを出して
います。今回は基本の「すまし汁」ですが、地域や家庭によって
は「味噌仕立て」にするところもあります。私の母は隠し味に自家
製味噌を加えて作ってくれました。寒くなるこの時期、母の味が
恋しくなります。ごま油の風味ととろみのついた具がたっぷりの温
まる一品です。 （旭川児童院 安藤智里）

けんちん汁

〈作り方〉
① 鶏むね肉を小口切りにする。
② 大根、にんじんは皮をむいていちょう切り、里芋も皮をむき一
口大に切る。

③ ささがきにしたごぼうは水にさらしてアクを抜く。しめじは石づ
きを除き、小房にわける。

④ こんにゃくは一口大にちぎって乾煎りする。油揚げは熱湯を
かけて油抜きした後、刻む。

⑤ 鍋にごま油を入れ、豆腐以外の野菜を炒める。
⑥ 水切りした豆腐は手でちぎって入れ軽く炒めたら、分量の水
と顆粒だしを入れる。アクを取りながら煮込む。

⑦ 具材がやわらかくなったら、☆を加えて味を調え、水溶き片
栗粉でとろみをつける。

⑧ 刻んだねぎを入れ、器に盛る。
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〈材料〉4人分
鶏むね肉 60g
角こんにゃく 1/4丁
大根 10cm
里芋 小8個
ごぼう 1/4本
にんじん 5cm
しめじ 1/5株
油揚げ 1/4枚
木綿豆腐 1/2丁

具だくさんの温まる一品

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：146kcal
たんぱく質：7.3g

塩分：1.0g

野菜をしっかり煮て軟らかくし、と
ろみをつけることで、冷めにくく嚥下
しやすくなります。季節の栗ごはん
などと一緒にどうぞ。

ワン
ONEPOINT

ポイント

ごま油 大さじ1
水 カップ2（400cc）
和風顆粒だし 小さじ1/2
みりん 大さじ1
濃口しょうゆ 大さじ1
塩 小さじ1/2

水溶き片栗粉 大さじ2
（水と片栗粉は1：1）
ねぎ 1本

☆
兼
牽
験

国際協力機構（JICA）は、事業の推進に長年の
支援や協力を行った個人・団体に対して「JICA理
事長表彰」を実施しています。今年度は旭川荘が
「JICA国際協力感謝賞」の受賞団体に選ばれ、贈
呈式が 月 日にJICA市ヶ谷ビル（東京都新宿
区）で行われました。
旭川荘は長年にわたり中国・上海市等との交流

を続けており、 年から 年にはJICAの草の
根技術協力事業として中国の介護教員等の養成
を行ってきたことから、その実績を評価されたもの
です。旭川荘としては、草の根技術協力事業が終
了した今年度も上海市からの視察団の受入や、北
京市で開催される国際福祉博覧会への講師派遣
を行っており、今回の受賞を励みとしつつ、今後も
様々な形での交流を続けることとしています。 感謝賞を受け取る末光茂理事長（右）

JICA理事長から旭川荘に国際協力感謝賞



旭川荘の創設者である川﨑祐宣先生の生誕 周年を記
念し、講演会を開催します。岡山県庁で三木行治知事の秘
書を長年務め、川﨑先生とも親交のあった信朝寛氏を招き、
岡山県の医療福祉の充実に連携して取り組んだお二人のエ
ピソードなどを紹介していただきます。
日時： 年 月 日（水） ： 〜 ：
場所：さん太ホール（山陽新聞社本社ビル）

（岡山市北区柳町 --）
問い合わせ： 旭川荘事務局企画班 - -

産業別労働組合「UAゼンセン」の皆さんによる清掃奉仕
活動が、月 日に祇園地区で行われました。
UAゼンセンは平成7年から毎年夏に清掃活動を続けられて

おり、今年は 団体から 人を超える皆さんが参加。むすび
の園、ゆずりは公園、総合研究所周辺の環境整備と、祇園用

水周辺の草刈りをして
いただきました。旭川
荘の敷地は広く、夏の
間は草刈りに苦労する
ことも多いですが、おか
げさまで見違えるように
きれいになりました。

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 川﨑祐宣先生生誕 周年荘内記念講演会
…………………………………旭川荘

～ 日 第 回写真・作品展（川崎病院）…旭川荘関係施設
～ 日くわのみどりの家講座作品展（岡山県生涯学習センター）

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

日 第 回岡山ボッチャ交流会 ……竜ノ口寮

日 第 回グラチア音楽賞授賞式・コンサート
…………………………………旭川荘

日 学院説明会……………………旭川荘厚生専門学院
日 旭川荘療育・医療センター新棟オープン
…………………………………旭川荘療育・医療センター

☆ クリスマス会
忘年会

各施設

祇園地区において、 月 日早朝より、ナカシマプロペ
ラの皆さんによる秋の清掃奉仕活動が実施されました。同
社の約 人の皆さんが、旭川荘職員や学生ボランティア
とともに、中央地区から北地区にわたる広大な敷地を清掃
されました。
また、ひらた地区でも同日、中電工の約 人の皆さんが、
高所作業車により大きな木の枝打ちをしてくださいました。

今回はのぞみ寮前のれんが
道周辺の木を中心に伐採。
電線を囲んでいた枝が切り落
とされ、すっきりとしました。
清掃のたびに驚くほど変わ

る景色を見るにつけ、このよう
なご奉仕により旭川荘利用者
の生活の基盤となる施設環境
が保たれていることを感じます。
心より感謝申し上げます。
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11月

12月

券
犬
鹸

祇園とひらたで清掃奉仕
ナカシマプロペラ、中電工 UAゼンセンも清掃活動

祇園地区大規模地震
防災総合訓練が 月
日、同地区事務局本部と
各施設で行われ、職員ら
が避難の手順や救護方
法について確認しました。
訓練は「南海トラフを震
源とするマグニチュード .の地震が発生。震度 強を観測し
た」という想定で実施。緊急地震速報を聞いた職員らは机の
下などに避難し、その後の火災発生への対応にあたりました。
同時に、サービスセンターに設置した「災害対策本部」で

は、無線を通じて各施設の被害状況を把握。施設から本部
へ利用者、職員の避難状況が伝えられました。
一方、児童院といづみ寮に設置した「応急救護所」には、

担架などで搬送された 負傷者 に医師が治療の優先順位
を決める「トリアージ」を行う＝写真上＝など、臨場感あふれ
る訓練となりました。

大地震想定し防災訓練

祇園用水周辺での草刈り

イベント 川 祐宣先生 生誕110周年記念講演会
―川 祐宣と三木行治―

祇園地区を清掃するナカシマプロペラの皆さん

高所作業車によるひらた地区の枝打ち

南愛媛に赴任して9年、地元の人より地域の特産・名所・
甘味処をよく知っていると言われるようになりました。こちら
の旬な話題を発信したいと思います。こちらにお越しの折に
はぜひお立ち寄りください。 （広報委員 小林正昭）

編集後記

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR


