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先に旭川荘の三つの節目について記した。 今回は
それとは違って、私的な節目を記すことにしよう。実は、
私は本年満 歳となった。米寿である。人生において
大きな節目であるが、実のところ本人である私もわれ
ながら長く生きたものだと思っている。私のあらゆる意味で
一大目標は川 祐宣先生である。
その先生の 歳代になられた後の中国旅行に私は
随行していた。その私も歳だけは先生に近づいてきた。
いささかの感慨を感じて
いた。ところが、今から
年前に私も 歳になっ

た。傘寿ということである。
自分ながら長寿に驚いた。

歳を迎えたとき、友
人の山陽新聞社長（現会
長）越宗孝昌さんから一
枚の絵をいただいた。傘
寿の祝である。岡山大
学名誉教授の川上一巳
先生の作品で浅間山を
描いたものであった。川
上先生は、美星町の出
身である。私が川崎医
療福祉大学の学長を去
るにあたって、大学から初代学長である私の肖像画(川上
先生作)を贈られ、学長室に掲げている。ご縁があった。
その川上先生の浅間山の噴煙が上っている絵を越宗
社長からいただいた。そして越宗さんから「 歳になら
れたのであるがこれからも元気で浅間山のように噴煙を
上げ続け、活動を続けるように」との言葉をいただいた。
それから今日までの 年間に何度かかなり重い病気で、
川崎医大病院、済生会病院、榊原病院でお世話になった。
しかし、幸いにその都度、優れた医療スタッフにより命
拾いをし、そして 歳を迎えたのである。

月 日、かねて旭川荘の障害者分野での発展の
大きな節目であるトモニーの上海店のオープンがあった。
開店記念の式典があった。大きな感動をもって出席した。
場所は公益新天地であり座席 を超える規模をもつもの
である。
胡明偉社長のもとで、職員はいささか興奮してはいたが、
立派に始めることができた。開設に一方ならぬ努力を

された馬伊里前民政局長のことばに始まる温かいオープ
ニングの集いも忘れられない。旭川荘と上海の交流の
一つが根をおろし始めたと言えよう。
これから着実に発展をしてもらいたいものだ。オープ
ニングに集まった人々は中日両国から駐上海日本総領
事館の書記官の方、上海の福祉関係者そして、両国の
マスコミ関係の方も多く参加して下さった。私もこの人 と々
話すうちに冷えてきたうどん鉢をかかえて汁を吸った。

これは一つの節目である。
この日の夜に花園飯
店で古い友人が私の米
寿の祝宴を用意してくだ
さった。張学兵元副市長、
馬伊里さんをはじめ私と
旭川荘に援助を続けて下
さった一人ひとりの顔をみ
るにつけ 年わたる上海
の人 と々の交流がありが
たく思い出される。そし
て、誕生祝のケーキ、誕
生祝の歌とともに心のこ
もった祝いの品をいただ
く、その中に張学兵さんが
自分の手で思いをこめて用

意された書をくださった。
「仁者寿」（じんじゃ、いのちながし）とある。これは
論語雍也編にある言語である。張学兵さんの気持ち
がずしんと私の胸にひびく。

知者楽水 仁者楽山
知者動 仁者静
知者楽 仁者寿

知者（物事の道理に通じている者）は、動く水を楽しむ。
仁者（知の上にさらに仁を備えている者）は、動かない
山を楽しむ。知者は活動し、仁者は静かである。知者は
変化に適切に対処していくことを楽しみとし、仁者はすべ
てに安んじてあくせくしないので長生きする。
どうぞ、寿であって下さいという期待を込めていただいた。
感激はこの上なく、志を新たにした。この書の他に中国
茶道の茶器などをいただいた。この上ない宝である。
上海の風物は去っても、この人 と々の友情は去らない。
この思いをした上海旅行は大きな節目となった。

名誉理事長 江草 安彦

祇園雑記19
―節 目 ―

張学兵さん(右)、馬伊里さん（左）とともに



「星野仙一杯争奪 第 回西日本肢体不自由児ティーボ
ール交歓大会」が、 月 日に岡山ドーム（岡山市北区北
長瀬表町）で開催されました。
昨年から出場の島根オロチレジェンドに加え、今年は佐

賀整肢学園ゴールデンドラゴンズが初参加。旭川療育園
フェニックス、かがわリハセンターファイヤーズ、若草園ヤング
スターズ（広島）、レインボースターズえひめとあわせて、中四
国･九州から チームが参集しました。
当日は各チームが 試合ずつ対戦。選手たちは練習の

成果を発揮し、観客からは大きな歓声と拍手がわき起こり
ました。
優勝は若草園ヤングスターズ。療育園フェニックスは、

「勝ちにこだわれ」という星野さんの言葉を胸に 戦全勝を果
たしました。惜しくも得失点差（わずか 点差）で準優勝と
なりましたが、順位以上の価値を感じる試合でした。
来年も 月 日、岡山ドームで開催予定です。

星野前監督が旭川荘を訪問
プロ野球・楽天の星野仙一前監督が 月 日、旭川荘を
訪問し、旭川療育園の子どもたちと交流しました。訪問は
昭和 年から始まり、今年で 回目になります。
交流会場となった旭川敬老園地域交流ホールには、療
育園フェニックスの子どもたち 人をはじめ約 人が集合。
回の節目にあたり、末光茂理事長から感謝状、小田浤

顧問から記念トロフィーを贈呈。星野さんから子どもたち、
参加者にもプレゼントが渡されました。
フェニックスの子どもたちからは「HOSHINO 」と書かれた
ユニフォームをプレゼント。「終身名誉監督」への就任を
依頼すると、星野さんは快く引き受け、「これで 球団目の
監督。しっかり練習しなさい」と最初の指示を出していました。
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かわかみ療護園は創立 周年を迎え、 月 日に記念
式典を行いました。
式典には高梁市長をはじめ地域住民、利用者、旭川荘の
役職員ら約 人が出席。江草安彦名誉理事長が地域と

共に歩んできた
年を振り返り

「これからも療護
園の果たす役割
は大きい。今後
ともよろしくお願
いします」とあいさつ。開設に関わった宮 孝司旧川上町
長は、誘致の際に地元の小広地区全戸が用地提供に協
力したこと、施設ができて女性の就業機会が増えたことを
挙げ「かわかみ療護園が心温かい地域づくりのモデルと
なっていることに心から敬意を表します」と祝辞を述べました。
続いて、同園で活動する地元ボランティア団体「四つ

葉の会」と、クラブ活動で指導にあたるレザークラフト、音
楽、絵画の講師 人、勤続 年の介護職員 人へ、菅原
英次備中支部長より感謝状と記念品が贈呈されました。

かわかみ療護園の創立20周年を祝う記念式典

白熱する試合

創立20周年祝い記念式典 かわかみ療護園

西日本肢体不自由児
ティーボール交歓大会を開催
療育園フェニックスは3戦全勝

感謝状を受け取る「四つ葉の会」の代表（写真右）

ユニフォームを手に「終身名誉監督」就任を快諾する星野さん
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「川 祐宣先生 生誕110周年記念講演会」を開催
三木元知事秘書・信朝氏が2人の交友語る

旭川荘を創設した川 祐宣先生（ ～ 年）の生誕
周年を記念する講演会が 月 日、山陽新聞社さん

太ホール（岡山市北区柳町）で開かれ、三木行治・元
岡山県知事（ ～ 年）の秘書を 年に渡って務めた
元岡山県審議監・信朝寛氏が「川 祐宣と三木行治」と
題して講演しました。
冒頭のあいさつで江草安彦名誉理事長が「川 先生は
岡山医科大学時代の友人たちから影響を受けたが、その
中の一人が三木知事だった。互いに有益な関係であった」
と二人の交友について言及。末光茂理事長が川 先生
の年譜に沿って業績などを紹介しました。
続いて信朝氏が登壇し、勤務医から厚生省の行政官に

転じた三木元知事が、川 先生の熱意にほだされ知事
選への出馬を決めたエピソードなどを披露。二人の共通
点に「先見性」を挙げ、「川 先生は優れた医者だったが、
経営者としての才能も兼ね備え、心や発想も大きい人だった。
三木知事も、川 先生のことを悪く言ったことはなかった」
と振り返りました。
会場は行政や医療、福祉関係者など約 人で埋まり、

信朝氏の語る数々のエピソードに熱心に耳を傾けていま
した。

旭川荘の歴史や地域展開をパネルで紹介ロビーでは旭川荘の利用者が作った製品を販売

川 先生と三木元知事の思い出を語る信朝氏
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私は長い間三木知事にお仕えしたので、川 先生と 人
で話すことも多かった。
三木知事と川 先生は同じ岡山医科大学（現在の岡山

大学医学部）出身で、三木知事が 年先輩。内科と外科
の違いはあったが、肝胆相照らす、精神的に通じ合う仲だ
った。内科医の三木さんが、「いい医者を紹介するから」と
市民病院の外科医だった川 先生への紹介状を書くことも
多かったようだ。川 先生は三木知事と違って偉丈夫で、
今で言うイケメンだったが、鹿児島弁で人を和ませる、雰
囲気のある人で、三木知事と通じるところがあった。
三木知事は父親が事業に失敗し貧しい幼少時代を過ご

した人で、結核患者を救うために医者を志した。しかし「よ
り多くの人を救うには政治が必要」と考え、勤務医から厚生
省の行政官に転身した。
厚生省公衆衛生局長として保健所の充実などに手腕を
発揮していた三木さんを、知事になってほしいと説得し、選
挙の事務局を束ねたのは川 先生だった。医者の頃から
の人徳で、勝てないと言われた選挙を 万票差で勝った。
三木知事も川 先生も、先見性のある人だった。全国

的にユニークな仕事に取り組み、人が気付かないこと、厳し
い問題を捉えてやっていく人たちだった。
三木知事は川崎病院には何度もお世話になった。高血

圧で肥満体型、土日も休みなく働いていたことも原因の一
つだろう。入院中、どろっとした料理が金属製の皿で出て
きたのを見て、三木知事が「こんな金盥みたいなものに入

かなだらい

れてだれが食う」と言うと、川 先生は「洋食器に入れて出
すから、田舎の人が『これはごっつぉ（ごちそう）じゃ』といって
食べてくれる」と。そんな面白いやりとりもあった。
江草先生（江草安彦名誉理事長）は川 先生宅のすき
焼きの虜になったそうだが、当時、すき焼きは大変なごちそ
う。三木知事もすき焼きが大好きで、来客があると、安い
料理屋で鍋を囲んだ。（たっぷり食べたいので）行く前に肉

を買い、三木知事がスーツの懐に忍ばせて店に入るが、突
き出たお腹が支えになって肉の包みが下に落ちない。店で
用意した肉がなくなると、持ち込んだ肉を取り出して皆に振
る舞っていた。
川崎医科大学の設置場所に選ばれた倉敷市松島は、
黒田官兵衛の高松城水攻めの時代には出城があった場
所。そこに川崎医大が建ち、発展し、今や「川崎城」となっ
た。中庄駅も乗降客が多い駅となった。川 先生はただ
の医者ではなく、起業家であり、経営者であり、先見性が
あった。川 先生を一言で表現すると「大きさ」だと言う人
がいた。言いえて妙である。体だけでなく、心や発想も大
きい人だった。三木知事も、川 先生のことを悪く言ったこ
とはなかった。
三木知事は生涯独身だった。いい人がいたのではない

かと言われるが、私が四六時中一緒にいたし、そういう機
会はなかったようだ。
三木知事は昭和 年にアジアのノーベル賞と呼ばれる

「マグサイサイ賞」を日本人で初めて受賞した。そのことを
とても喜んでいたが、授賞式を終えてフィリピンから帰国し
た後に体調を崩し、心筋梗塞で川崎病院に入院した。川
先生は全力で治療に当たられたが、そのかいなく日後

に亡くなった。東京オリンピックの聖火が岡山に入った日だ
った。病院で三木知事にその報告をして、家に帰ったところ
訃報が届いた。さっきまで話をしていたのに、とにわかには
信じられなかった。
今年は、川 先生の生誕 周年であり、三木知事の
没後 年でもある。そのような節目の年に、お話ができる
機会を頂いて感謝している。これからは若い人たちに、三
木知事と川 先生の信念、生きざまを語り継いでほしい。
そうすることで、これからの岡山のあり方が見えてくるし、県
民の幸せにつながっていくと思う。

信朝寛氏講演要旨
信朝氏の講演に耳を傾ける約300人の聴衆



みなみ愛媛通園センターの一本松分園（愛媛県愛南
町）は 月 日、家族レクリエーション「電車外出」を実施。
利用者が最寄りの宿毛駅（高知県宿毛市）から電車に乗っ
て、中村駅（同県四万十市）へ出かけました。
同センターが「公共交通機間を利用する機会の少ない
重症心身障害児者に、普段味わえない体験をしてもらお
う」と、電車を使った日帰り旅行を企画。利用者 人と家族、
職員ら合わせて 人が参加しました。

当日は、朝 時に宿毛
駅へ集合。切符を買って
改札を抜け、エレベーター
で駅のホームへ移動。駅
員にスロープを出してもら
い、安心して電車に乗り込
むことができました。車内
では、みんなワクワク、ソワ
ソワとやや興奮ぎみ。同
行した家族にとっても、電
車に乗る機会は少ないよう

で、子どもと一緒に、車窓を流れる沿線の風景に釘付けに
なっていました。
道中、利用者が最も楽しんでいたのは長いトンネル。土
佐くろしお鉄道宿毛線の東宿毛駅から平田駅間にある
「聖ヶ丘トンネル」は、四国で 番目に長いトンネルで、約
.㎞あります。トンネルに入ってから通過するまで、ドキドキ
しながらずっと前を見つめていました。
その後、一行は約 分の電車の旅を終え中村駅に到着。
駅前の四万十物産館を訪れ、食事や買い物を満喫しました。
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宿毛駅で出発前に記念撮影

電車にワクワク、ドキドキ
みなみ愛媛通園で家族レク

スロープを使い安心して下車

実りの秋、収穫の秋

秋も深まり、りんごは真っ赤に熟れて食べごろになりまし
た。いよいよ収穫の時です。寒い日も暑い日も決して手
を抜かず大切に育ててきただけに、望の丘ワークセンター
の利用者も職員も、この時を心待ちにしていました。

月中旬、本格的に収穫がスタート。りんごを枝から
もいで外し、果実の表面に傷が付かないように布を敷い
たコンテナに丁寧に並べます。数が多いので作業は大
変ですが、これまでの苦労が報われる瞬間です。収穫
と同時進行で行うのは、注文者への発送や近隣の直売
所への出荷。サイズや傷の有無を確認し梱包していきま
す。イベントなどでの販売もあり、この時期は目の回る忙
しさですが、たくさんの人が買ってくれると、疲れも吹き飛
びます。

今秋のりんごの収
穫量は平年並みの
約 ～トン。「天候
の影響もあり色づき
は今一つでしたが、
味と香りは上々。購
入者の評判もよく、

一安心です」とりんご園担当の松岡拓さんは話します。
冬の剪定から始まり、堆肥入れ、摘果、袋かけ、除袋

とさまざまな工程を経て実ったりんご。時間をかけて真摯
に取り組む姿が垣間見え、見えない苦労がたくさんあるこ
とがわかりました。約 カ月に渡ってお届けした「りんご通
信」は今回が最終回。来年も美味しいりんごを提供でき
るように、これからも利用者、職員の奮闘は続きます。

（終わり）

※この連載は村上由実子広報委員が担当しました。

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 最終回

真っ赤なりんごを手に笑顔の利用者

収穫したりんご



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
RECIPE12

麻婆豆腐

〈作り方〉
① フライパンに油（分量外）をひき、みじん切りにしたにんにく、
しょうが、白ねぎ、豆板醤、甜麺醤をしっかり炒める。

② 豚ひき肉を加えて炒め、さいの目切りにした豆腐を加える。

③ ☆を加えてひと煮立ちさせる。
④ 水溶き片栗粉でとろみをつけ、
仕上げにごま油、青ねぎを入れる。
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〈材料〉4人分
木綿豆腐 1丁(400g)
豚ひき肉 150g
にんにく 1かけ
しょうが 少々
白ねぎ 1/2本
豆板醤 小さじ1/2?
とうばんじゃん

（お好みで）
甜麺醤 大さじ1
てんめんじゃん

本格中華を手軽に

鶏がらスープの素 大さじ1/2
醤油 大さじ1
砂糖 小さじ1
水 200cc

青ねぎ適量
水溶き片栗粉（水と片栗粉は1：1）

適量
ごま油 大さじ1

みどりワークセンターの「創立 周年記念誌」がこのほ
ど完成しました。職員全員が編集作業に携わり、製品づく
りの変遷を主とした活動記録、写真、関係者の寄稿を一
冊にまとめました。
同センターの前身、みどり授産センターは旭川荘初の

通所授産施設として昭和 （ ）年 月に開設。岡山市
内の中学校特殊学級と当時の養護学校中等部の卒業生
人を迎えてスタートしました。平成 （ ）年 月には、
障害者自立支援法の新体系事業として「みどりワークセン
ター」へ名称変更。来春には、同じ成人通所施設「わか
ば青年寮」との機能的統合が予定され、準備が進んでい
ます。
記念誌の前半では、「みどりワークセンター」のなりたち

と同センターの就労系サービスの事業概要、さらに障害
者施策における就労の沿革と現状について解説。続く
「授産科目の変遷」では 年間を 期に分けて、作業班や
製品づくりの変遷のほか、クラブ活動、職業訓練などの取

り組みを多数の写真とともに紹介しています。また、開設
にかかわった職員や歴代の所長らが在職当時の思い出を
寄稿。巻末には年度ごとの職員録も掲載しています。
A判、オールカラー ページで 部製作。荘内施設

のほか、旭川荘評議員・理事会で荘外関係者にも配布し
ました。

みどりワークセンター創立30周年記念誌

☆
兼
牽
験

中国出身なので、利用者の皆さんに本格中華料理を提供した
いと思い、今回のメニューを選びました。麻婆豆腐の主役はもち
ろん豆腐。必須アミノ酸をバランスよく含んだ良質のたんぱく質
を始め、ビタミンB1、ビタミンE、カルシウム、亜鉛の他、コレステ
ロールを下げる効果のあるリノール酸など豊富な栄養素がギュッと
詰まっています。脇を固める豚肉には糖質の分解を助けるビタ
ミンB1、白ねぎにはビタミンB1の吸収を高めるアリシンが含まれ
ていて、シンプルな食材ながら栄養バランスに優れた一品です。

（フーズセンター 張莉）

熱々のご飯と一緒に食べれば、
アミノ酸のバランスもアップ！唐辛
子のカプサイシンが体を温めて
脂肪を燃やしてくれます。豆板醤、
甜麺醤をしっかり炒めることで本格
中華の味になります。

ワン
ONEPOINT

ポイント

みどりワーク30周年記念誌を発行
製品づくりの変遷など紹介

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：237kcal
たんぱく質：15.6g

塩分：1.5g



くわのみどりの家の「講座作品展」が 月 日から 日まで、
岡山県生涯学習センター（岡山市北区伊島町）で開催され
ました。
同展は身体障害のある利用者の作品を通し、施設の

活動を理解してもらおうと毎年開催しており、今回で 回目。
当初は施設がある岡山ふれあいセンター（同市中区桑野）
内で実施していましたが、より多くの人に見てもらえるよう、
平成 年から県生涯学習センターで開催しています。
会場には、来年の干支の「羊」をモチーフにした陶芸作品や、
柿を描いた絵手紙など季節を題材にした作品のほか、書道
や洋裁など 講座の利用者約 人の作品計 点を展示。
初日から 日間は利用者も来場し、自身や仲間の作品を
ゆっくり鑑賞しました。
夫婦で鑑賞に訪れた前田照子さん（ 歳）は、「夫が施設を
利用しているので毎年見ているが、どの作品も年々上達して
感心している。本当に素晴らしいですね」と話していました。

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

日 成人を祝う会 …………………たかはし障害者支援センター
日 成人式…………………………旭川児童院
日 新成人を祝う会 ………………旭川学園

～ 日 親和会芸術祭 ………………旭川荘
～ 日 第 回旭川荘医療福祉学会…旭川荘

日 次入試（アークホテル）………旭川荘厚生専門学院
日 第 回家族会合同研修会……知的障害関係施設

開催中 旭川荘アートギャラリー第5回特別展（～2月20日）
☆ 新年行事（初詣など） ～各施設

秋の恒例イベント「旭川荘写真・作品展」が 月 日から
日まで、川崎医科大学附属川崎病院（岡山市北区中山下）

で開催されました。
会場の 階外来待合ロビーの廊下には、利用者がクッ

キー製造や軽作業などの仕事に取り組む様子や、スポーツを
楽しむ姿を写した写真約 点を展示。玄関ホールには
販売コーナーを開設し、荘内 施設で作られた手工芸品や
日用雑貨、菓子などの製品約 点を並べました。
初日はオープンと同時に大勢の買い物客が販売コーナー

を訪れ、クリスマスツリーの形をした木の置物や、おからで
作った菓子などを次 と々買い求めていました。毎年訪れると
いう常連の高齢女性は「いつも買うのを楽しみにしている。
種類が多く、選ぶのに迷いそう」と笑顔で話していました。

8

12月

1月

券
犬
鹸

川崎病院で「写真・作品展」
製品約1000点を販売

買い物客でにぎわう販売コーナー

共汗共育。初めての職場である上司から言われた言葉
です。「利用者の方と共に汗を流し共に育つ」その言葉を思
い出しながら支援にあたってきました。今だからこそ、その
言葉の意味を忘れることなく、少しでも多くの方への支援に
繋げていければと考えています。（広報委員 間野敏志）

編集後記

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

くわのみどりの家「講座作品展」開催
県生涯学習センターに100点展示

13講座の作品が並ぶ会場＝県生涯学習センター

評議員会・理事会報告
平成 年度第 回評議員会・理事会を 月 日、岡山プ

ラザホテル（岡山市中区浜）で開催しました。
当日の会議においては、平成 年度主要事業の状況、
平成 年度追加新規事業等、平成 年度第 次資金収支
補正予算、理事・評議員の一部変更など 議案と報告事項
件が審議され、いずれの案件も原案どおり承認されました。
新たに選任された理事、評議員及び退任の理事は次の
方です。（敬称略）

理 事 新任 井手紘一郎
退任 林原 健

評議員 新任 金田道弘

−お詫び−
前号(195号)2面「ご長寿を祝って」の記事中、「高島小学校」とあるのは
「牧石小学校」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。


