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還 暦 の 旭 川 荘

旭川荘は今年創立60周年の記念すべき年を迎えまし
た。人では還暦の年にあたります。干支で年齢を数える

え と

と60年で一巡し、最初の干支に戻ることから、還暦または
本卦還りといって祝います。
ほん け

旭川荘も60年を節目にして生まれ変わるべく、新たな
飛躍をはからねばなりません。創立当初の3施設がその
先頭に立って、大きく変身しようとしています。
「旭川療育園」は、「旭川児童院」「睦学園」と一体化し、
「障害児者のための総合的な医療・療育機関」（いわゆる
障害児者総合病院）として生まれ変わります。
すなわち、重症児施設の「旭川児童院」と「睦学園」が
統合して新生「旭川児童院」になり、その新生「旭川児童
院」と「旭川療育園」の入院・
外来部門が一本化して、次
のような役割を果たします。
まず呼吸管理等の必要な

「超重症児」・「準超重症児」
と呼ばれる子たちの新生児
集中治療室での長期滞留が、

全国的な社会問題になっています。その解消に大きく寄
与します。
また在宅の障害児者で、急性の病気等に罹患したとき、
家族は受診先に苦慮してきました。各科の専門医を擁し
た「療育・医療センター」が、相談や診療に速やかに対応
するとともに、障害者救急部門の整備に向けた一歩を踏
み出します。
この数年、自閉症を中心とする発達障害児者の急増も、
新たな社会問題となっています。「子どものこころ発達セ
ンター」では総合的な相談支援、治療にあたり、全国のモ
デルをめざします。
その他、重い障害をもつ児童を抱えるご家族が体験入
所を通じ、家庭でも安心して療育が続けられるよう、泊ま
り込みでの指導を提供します。
「旭川学園」も全面改築を間もなく終え、個室ユニットケ
アや過齢児対策をはかります。そして「旭川乳児院」も2
年後の全面建て替えに向けた本格的な作業に入り、旭川
荘の新たな暦を刻んでいくこととしています。

新年を迎え、皆様方のご健勝とご多幸をお祈りいたし
ます。
昨年は、天候異変、自然災害と人間の力の及ばない

自然の驚異を思い知らされました。この危機においても
人 の々助け合い、思いやり、一歩一歩の努力の尊さを改
めて実感し、熱い思いを新たにいたしました。
旭川荘は創立60周年を迎えます。
多くの人 の々深い愛情と努力が今日の旭川荘を形成

し、発展を支えた原動力であることを改めて肝に銘じ、未
来へ進んで行かなければならないと考えます。
医療・福祉の分野においてもiPS細胞を応用した世界

初の手術が行われました。治療研究は他の分野にも進
んでおり、再生医療の臨床研究が安全に進展することは、
旭川荘の未来にも大きな希望となることでしょう。
この節目の年に共に歩む決意を再認識し、会員の皆
様のご理解、ご協力を賜りまして、いろんな分野での活
動に力を尽くしてご支援させていただきたいと存じます。

明けましてお目出とうございます。一家団欒でよい正
月をお迎えの事と思います。
昨年9月27日、長野県の御嶽山で噴火があり山岳事

故では始まって以来といわれる大惨事となりました。亡く
なられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
暗い事、悪い事など思ってはいけない。昔の人はよく

言っていました。「笑う門には福来たる」。人生は苦労や
失敗は当たり前の事。「一生懸命」より「一緒懸命」に、
良い人間関係を作るには「一緒懸命」の方が良い。笑は
落ち込んだ時の一番の薬になり、笑顔は苦しみの先に有
り、よく笑うと健康にも良い。笑って人生は明るく楽しく、
家族会の皆様も今年は笑顔で頑張りましょう。

旭川荘家族会等連絡協議会 会長 宮川 健吾

新 年 の ご 挨 拶

旭川荘友の会 会長 延原 正

理事長 末光 茂
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旭川荘アートギャラリーはこのほど、第5回特別展受賞作
品を発表しました。
今回は荘内16施設175人から延べ344点の応募があり、

審査の結果、右記の16点が選ばれました。
12月9日には旭川荘本部で表彰式を開催。末光茂理

事長が受賞者に表彰状と記念品を贈呈し「受賞を励みに
創作活動に励んでください」とあいさつ。岡山県卸同業会会
長賞を受賞したデイセンターあかしやの橘邦彦さんが「初
めて表彰式に出られて嬉しい。来年も賞がもらえるよう頑
張りたい」と喜び
の言葉を述べ
ると、出席者か
ら大きな拍手が
送られました。
アートギャラ

リー内で開催中
の特別展では、受賞作品に入選作品の一部を加え、計
50点を展示。2月20日までの会期中、平日午前9時から
午後4時まで、入場無料でご覧いただけます。

●名誉理事長賞 「ミックスカラー2」
藤田真由さん（真庭地域センター）

●理事長賞 「花がさいた」
文徳日出世さん（いんべ通園センター）

●岡山県食品卸同業会会長賞 「じっと見つめるA先生」
橘邦彦さん（デイセンターあかしや）

●旭川荘友の会会長賞 「フラメンコ」
小谷哲也さん（旭川学園）

●アートギャラリー名誉館長賞 「干物」
福田博文さん（くわのみどりの家）
●特選
「夕日」野村一海さん（いんべ通園センター）
「ピエロ」西崎真一さん（かえで寮）
「閑村冬麗金子東日和模写」小林正男さん（くわのみどりの家）
「西川通り水の階段」岡本卓也さん（せとうち旭川荘）
「バスターミナル」橘邦彦さん（デイセンターあかしや）
「柿とあけび」渡辺充雄さん（デイセンターあかしや）
「森の仲間たち」河本欣阜さん（デイセンターあかしや）
「森の中の出来事」河太敏之さん（デイセンターあかしや）
「南の海では…」相馬宏範さん（デイセンターあかしや）
「みんなでワイワイ！ビアガーデン」青木孝雄さん（デイセンターあかしや）
「来たぞ！サーカス！」糸濱とし子さん（のぞみ寮）

アートギャラリー第5回特別展
受賞作品が決定

理事長賞「花がさいた」
文徳日出世さん（いんべ通園センター）

アートギャラリー名誉館長賞「干物」
福田博文さん（くわのみどりの家）

旭川荘アートギャラリー
岡山市北区祇園866（旭川学園隣）
電話086-275-4647

名誉理事長賞「ミックスカラー2」
藤田真由さん（真庭地域センター）

岡山県食品卸同業会会長賞
「じっと見つめるA先生」
橘邦彦さん（デイセンターあかしや）

旭川荘友の会会長賞「フラメンコ」
小谷哲也さん（旭川学園）

表彰式に参加した受賞者（前列）ら

お問い
合わせ
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医療と福祉の相談をワンストップで受け付ける
障害者総合相談支援センター（1階）

一般病院のNICU（新生児集中治療室）で長期入院
している子どもを受け入れます。
また、地域や家庭での生活を希望する人が安心して
退院できるよう、家族が人工呼吸器の使用方法の訓練
などを行える親子入院室を設けるほか、退院後もいつ
でも受診できる総合外来（12科）・入院機能を整えま
す。

地域療育、発達障害、就業支援など、医療と福祉に
関する総合的な相談をワンストップで受け付ける「障害
者総合相談支援センター」を1階に設けます。

増加する発達障害児に対応できるよう「子どものここ
ろ発達センター」を設け、子どもの精神面に関する診療
を充実します。

ポストNICU＋地域生活支援 総合相談支援センター

子どものこころ発達センター

「樹木のオブジェ」を手掛けた中山忍さんが待合スペースの一角をデザイン。
壁には中山さんが描いた可愛い動物の絵も

新棟の外観。
1階部分は駐車場で
雨でも大丈夫

旭川荘療育･医療センター
新棟の運営スタート

旭川荘療育・医療センターは、地域で生活する障害児
者がいつでも安心して受診できるよう、総合的な診療等
を行う新棟を設置し、昨年12月16日から運営を開始しま
した。主な機能は次のとおりです。こうした障害児者専門

の総合的な病院は、全国的にも例がない、障害医療の一
つのモデルになりうるものと考えています。
なお詳細は、旭川荘や療育･医療センターのホームペ
ージでも紹介します。
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旭川荘療育・医療センターの新棟オープンを間近に控
えた12月12日、2階待合スペースに完成した「樹木のオ
ブジェ」を、制作にあたった岡山工業高校の生徒らが“クリ
スマス仕様”に飾り付けました。
オブジェは同高の卒業生で、ホスピタルアートを手掛

ける童画作家の中山忍さん＝岡山市中区兼基＝が、後輩
のデザイン科女子生徒7人の協力を得て制作。土台とな
る柱に紙粘土を張り付けて樹木の質感を出すとともに、張
り出した枝には季節の飾りなどがつり下げられるようデザイ
ンされています。クリスマスシーズンのお披露目となるこ

とから、中山さんと療育園の子どもたち
が赤いブーツの飾りを手作りするなど準
備を進めてきました。
この日は生徒らが子どもたちと一緒に
飾り付け。学校で作ったカラフルなキャ
ンディーの飾りも枝につるし、巨大な“ク
リスマスツリー”を完成させました。「飾り
を付けると木に表情が出てきた。訪れる
人たちが（オブジェを）見て温かい気持
ちになれば」と同高3年の小山若菜さん。
生徒とともに制作に関わった和気紀子

教諭によると「（オブジェの）メンテナン
ス、装飾のサポートは後輩の2年生が引
き継ぐ」とのこと。中山さんは「旭川荘の
皆さんと相談しながら、活用法を提案し
ていきたい」と話しています。

待合スペースに巨大“Xマスツリー”
オブジェ制作の岡山工高生ら装飾

樹木のオブジェにクリスマスの飾りを付ける岡山工業高校の生徒ら

子どものこころ発達センター
子ども用待合室（4階）

高床式の「虹のトイレ」（2階）。
使いやすい多様なトイレを用意

1階の多目的トイレ。
高さ調整可能なオストメイト用も

ポストNICU病棟のスタッフステーション。
病棟全体に目を配ります

リハビリ室も統合され充実しています（5階）

NICU退院児などを受け入れる病棟（ポストNICU病棟・3階）
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「第2回グラチア音楽賞」の授賞式と受賞記念コンサー
トが12月5日、旭川荘厚生専門学院で開催され、受賞者
のクラリネット奏者・吉田誠さんが、旭川荘の利用者、職
員、学生ら約300人を前に演奏を披露しました。
同音楽賞は「グラチア・アート・プロジェクト（注参照）」の
一環として昨年創設され、人間の生き方や哲学に強い関
心を持っている若手演奏家に贈られています。
コンサートに先立ち行われた授賞式では、江草安彦名
誉理事長が吉田さんへ賞状を授与。同プロジェクトの考
案者の1人である瀧井敬子さん（元東京藝術大学教授、
現くらしき作陽大学特任教授）から副賞が贈呈されました。
続いて江草名誉理事長が「将来はグラチア音楽賞受賞
者による演奏会の開催を期待している」とあいさつ。瀧井
さんは「文化、芸術が人間にとってどんなに大切かを考え
ながら聴いて欲しい」と自身の思いを込め熱心に経緯など
を説明しました。

吉田さんは、アンドレ・メサジエ作曲「コンクールのため
の独奏曲」など、共演した佐野隆哉さんのピアノ伴奏に合
わせ、全9曲を披露。客席に移動して演奏するサプライ
ズもあり、大勢の観客はクラリネットが奏でる魅惑的な音
色を堪能。1曲終わるごとに2人へ力強い拍手を送ってい
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。荘
所有の“クロイツァーゆかりのピアノ”を発見した瀧井
氏が江草名誉理事長と話し合いを重ね、平成25年
秋に創設。これまでにピアノの修復や修復完成記念
コンサートなどを行っており、3月の旭川荘60周年記
念オペラも特別協賛している。

「グラチア音楽賞」に吉田誠さん（クラリネット）
厚生専門学院で記念コンサート

旭川荘60周年記念オペラ「アマールと夜の訪問者たち」
（3月15日、岡山シンフォニーホールで上演）の演出を担当
する粟國淳さんと指揮者の園田隆一郎さんが11月25日、
オペラに出演する合唱団の練習を視察。メンバーに直接、
歌の指導を行いました。
粟國さんと園田さんは、同日岡山市内であったオペラ記
者発表のため来岡。今公演の総監督を務める瀧井敬子さ
んとともに旭川荘を訪れました。
この日は旭川療育園と旭川
学園の子どもたち、旭川荘職
員、厚生専門学院の学生ら約
40人が集まり、10月から週１
回のペースで積み上げてきた
練習の成果を披露しました。
粟國さんは合唱団のメン

バーらが扮する「羊飼いの村

人」の人柄や場面ごとの心情を解説しながら「皆さんの歌は
そのまま芝居の台詞になる。どういう場面かを考え、表情に
出してほしい」とアドバイス。園田さんは自ら合唱を指揮し
ながら、「言葉をはっきりと。ホールの一番後ろのお客さん
に伝えるつもりで発声して」と指導し、「一つ一つ音を取るの
は根気が必要だが、本番に向けて楽しくやっていきましょう」
と呼びかけました。

オペラ演出家、指揮者が合唱指導
3月の本番に向け、荘内練習視察

賞状を渡す江草名誉理事長（中央）と瀧井さん（右端）

客席に移動してサプライズ演奏を披露する吉田さん

オペラの各場面について解説する粟國さん（右） 合唱指導をする園田さん
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みぞれ鍋

〈作り方〉
① 鶏肉は食べやすい大きさに切る。
② 大根は皮をむいておろす。
③ 白菜、白ねぎは食べやすい大きさに切る。
④ 生しいたけ、しめじは石づきを取り、しめじは子房に分ける。
⑤ 春菊は根元の硬い部分は切っておく。
⑥ 豆腐は2〜3㎝角に切る。
⑦ 鍋に水、顆粒だしを入れて煮立たせる。

⑧ ⑦に大根おろし、春菊、豆腐以外の材料を入れ、アクを取り
ながら煮込む。

⑨ 具材が柔らかくなったら、豆腐、味噌、春菊の順に加える。
⑩ 最後に大根おろしを鍋に加え、器に取り分ける。

7

〈材料〉3〜4人分
鶏もも肉 300g
大根 小1本
白菜 1/4株
白ねぎ 1本
生しいたけ 3〜4枚

旬の大根をたっぷり添えて

しめじ 1袋
春菊 1束
豆腐 1/2丁
水 5カップ（1000cc）
和風顆粒だし 大さじ1
味噌 100g

「第3回旭川荘上海医療福祉視察団」が昨年12月、
3年ぶりに再開し、職員や県内の行政、医療福祉関係
者が現地を訪れました。視察団に同行した事務局の三
宅孝主幹に寄稿してもらいました。

12月1日～4日、総勢40人の「第3回旭川荘上海医療
福祉視察団」が上海市を訪問しました。
最初に訪れた「上海市陽光康復中心（リハビリセン

ター）」は、敷地が26万㎡と非常に広く、身体障害のリハビ
リ専門病院や訓練棟、知的や身体に障害を持つ方の実践
的訓練ができる模擬の店舗などを備えていました。
「公益新天地」は、上海市児童福利院の跡地にあり、
様 な々公益法人や上海民政博物館などが設置されていま

す。ここでは政
府、企業、地域
の力を集め、国
際協力を通じて、
福祉問題の解決
を行っており、福
祉機構の育成の

ために、新しい社会
システム・モデル・方
法を模索する役割を
担っています。「上海
トモニー」もこの敷地
内で営業していて、視
察二日目の夕食をい
ただきました。
「上海市第三社会福利院」は、上海で最先端の介護機
能と病院機能が統合された施設で、370人が利用されてい
ます。認知症高齢者に対するユニットケアを実施していました。
「上海市浦東新区愛心幼稚園」は、1997年に設立され、
浦東新区在住の就学前の知的に障害を持つ児童が利用
しており、幼稚園、地域、家庭の教育資源を集め、障害児
の早期発見、早期治療、早期リハビリを目標としていました。
どの訪問先でも、先進的な設備と利用者と真摯に向き合う
スタッフの方 を々目の当たりにして感銘を受けました。
研修の合間には「豫園」や「上海城市規劃展示館」を参
観し、上海の歴史とこれからの発展を感じ、充実した視察と
なりました。

「上海トモニー」で会食する
視察団のメンバー

大根が美味しい季節になりました。特に冬場は、寒さでぐんと甘
さが増し、冬のメニューにかかせない食材となっています。甘味が
増すこの時期に大根おろしをたっぷりと食べて心も体も温まりましょう。
また、大根には消化を高める働きがあり、年末年始の疲れた胃
腸にも優しい食材です。昨年開催した吉備ワークホームの鍋会食
でも大好評でした。 （吉備ワークホーム 山下志麿）

鍋の最後にはご飯と卵を入れて
雑炊に、また、うどんを入れておろ
しうどんにしても。大根葉があれば、
刻んで鍋に入れても美味しいです。

ワン
ONEPOINT

ポイント

3年ぶりに旭川荘上海医療福祉視察団
リハビリセンターや介護施設など訪問

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：310kcal

たんぱく質：22g
塩分：3.2g

上海市友好協会主催で行われた歓迎レセプション



いづみ寮の檜尾博寮長（旭川
荘理事）が、11月3日、秋の褒
章で「藍綬褒章」を受章しました。
檜尾寮長は、昭和49年に旭
川荘に就職。旭川学園、みどり
授産センター（当時）、ぎおんハ
イツ、いづみ寮などで知的障害
者の地域生活支援や、雇用促
進などに40年間尽力してきまし
た。また岡山県知的障害者福
祉協会会長、岡山県社会福祉

協議会理事を歴任するなど、障害者福祉への長年にわたる
功績が評価されたものです。檜尾寮長は「これからは利用
者の思いに寄り添える、若い職員を育てていきたい」と話し
ています。
この他、11月21日には、旭川荘資料館の樫野秀基副館
長とかえで寮の中倉隆巨寮
長が、社会福祉事業従事
功労者として厚生労働大
臣表彰を受けました。
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檜尾理事藍綬褒章を受章
知的障害者の支援に40年

紙面リニューアル＋毎月発行化から1年となりました。旭川
荘には素敵な話題がたくさんあって、それを皆さんに紹介でき
るのを嬉しく思っています。でも毎月話題を発掘して、紙面を
隙間なく埋めるのは結構大変で･･これを毎日している新聞っ
てすごいですね。職員の皆さん、読者の皆さん、楽しい情報
提供を待ってます！ （広報委員長 小幡）

編集後記

藍綬褒章を受章した
檜尾寮長

松山ワークセンターは素材にこだわった手作りクッキー
「Cotoli（コトリ）物語」を開発し、昨年10月より販売を始めま
した。合わせて菓子製造班の名称を「小さな菓子工房
Cotoli」に変更しました。
Cotoliはcook(つくる)、together(いっしょに)、liberally(お

おらかに)の頭文字を組み合わせた造語で、小鳥のように
はばたいてほしいとの願いを込めて名称に採用しました。
「Cotoli物語」は新鮮鶏卵に北海道産のバターをたっぷり
使用。地元の「高梁紅茶」や岡山県内産の「ほうじ茶」、望
の丘ワークセン
ターと“コラボ”
した「黒大豆き
な粉」に、定番
の「バター」「チ
ョコチップ」を加
えた5種類で、
従来のレシピを
見直し、風味豊
かで上質な味
わいに仕上げま
した。
価格は5枚袋入りが230円。紙箱入りの詰め合わせのほ

か、真庭地域センターが製作した「木箱」入りのギフト商品も用
意しています。問い合わせは松山ワークセンター（0866-22-
7101）

岡山ひかりライオンズクラブ(LC)、岡山操山LC、岡山京
山LC、岡山中央LCから、11月18日にタオル3600枚を寄
贈していただきました。
タオルの寄贈は平成21年に岡山ひかりLCが始め、2回目
以降は4LC合同事業として継続、今回で7回目です。
旭川荘資料館で行われた贈呈式には各LCから計7人が

出席。代表の伊加昌明さんより、末光茂理事長にタオルが
贈られました。
末光理事長
は「この事業
を拡大し、継
続してくださり
感謝します」と
お礼を述べま
した。
タオルは、ひ

らた地区ののぞみ寮、わかば寮、かえで寮、わかくさ学園、
通園センター、診療所のほか、津島児童学院に配布して使
わせていただきます。

ライオンズクラブからタオルの寄贈
ひらた地区へ3600枚

松山ワークセンターが販売を始めた「Cotoli物語」

7日 成人を祝う会 …………………たかはし障害者支援センター
15日 成人式…………………………旭川児童院
16日 新成人を祝う会 ………………旭川学園

19～26日 親和会芸術祭…………………旭川荘
22～23日 第32回旭川荘医療福祉学会…旭川荘

23日 1次入試（アークホテル）………旭川荘厚生専門学院
24日 第17回家族会合同研修会……知的障害関係施設

☆ 新年行事（初詣など） ～各施設

14日 療育発表会……………………みどり学園
第5回医療シンポジウム ………北宇和病院

19日 卒業演奏会（百花プラザ）……旭川荘厚生専門学院
25日 成人を祝う会 …………………南愛媛療育センター

2月下旬～5月下旬
常設展（春）……………………旭川荘アートギャラリー

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

1月

2月

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

贈呈式に出席したLC代表と旭川荘関係者

クッキー「Cotoli物語」発売
松山ワークセンター 工房名も一新


