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昨年12月から運営を開始した療育・医療センター新棟
の竣工式が2月1日、新棟1階ホールで開催されました。
竣工式には県内の

行政･医療関係者など
来賓や旭川荘関係者
ら約120人が出席。江
草安彦名誉理事長が
「念願の新棟が完成し
た。これを一里塚とし
て、障害者の一生涯を

見守る拠り所になれるよう努力したい」とあいさつしました。
末光茂理事長や楢原幸二院長が児童院の活動の歴史

や新棟の機能を紹介。
岡山県知事（代理）、岡
山市長をはじめ来賓か
ら祝辞が述べられまし
た。
式典後には新棟内

の見学が行われ、ポス
トNICU病棟や子どもの
こころ発達センター、
外来待合室の樹木の
オブジェなど、特徴的
な設備に関心が集まっ
ていました。

旭川荘創立60周年記念オペラ「アマールと夜の訪問
者たち」が3月15日、岡山シンフォニーホール（岡山市北
区表町）で上演されます。プロのソリストとともに舞台に立
つ「旭川荘60周年記念合唱団」のメンバーも、本番を前
に熱のこもった練習を続けています。
出演するのは、旭川荘の利用者、職員、厚生専門学
院の学生ら45人。昨年10月から週に1回、同学院児童
福祉科教員、石原典子さんによる歌唱指導の下、松本裕
子バンビの家所長のピアノ伴奏で練習を重ねてきました。
4つのパートで構成する合唱は、大半がアカペラ（無伴
奏）のため、美しいハーモニーを響かせるにはそれぞれが
音程を保ち、周囲と声を合わせられるかがポイント。劇
中の情景をイメージしながら、言葉の発音やリズムなども
確認を繰り返しています。

1月27日には指揮者の園田隆一郎さんによるレッスン
があり、曲のテンポや歌い出しのタイミングなどの細部を

チェック。2月24日の衣装合わせでは、
それぞれが羊飼いの衣装を着て、本
番に向けて意気込みを新たにしていま
した。
3月9日からは演出家、指揮者、出
演者全員による立ち稽古が始まり、13
日はシンフォニーホール大ホールで場
面ごとの稽古とリハーサル。14日の公
開リハーサル（午後4時開始予定）、15
日の本公演（午後3時開演）と続きます。
なお、14日の公開リハーサルは、旭
川荘関係者は無料で入場できますの
で、ぜひご覧ください。園田隆一郎さん（手前）の指導を受ける合唱団メンバー＝1月27日

療育･医療センター新棟 竣工式を開催

オペラ本番に向けて練習に熱
60周年記念合唱団

挨拶する江草名誉理事長

衣装合わせでサイズを入念にチェック＝2月24日
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望の丘ワークセンターで栽培しているりんごの枝を吉備ワ
ークホームで加工し「はんこ」として製品化する取り組みが
始まっています。製品化にあたっては、費用をできる限り抑
えながら効果的な広報を行い、利用者の工賃向上に結び

つけることが課題となって
います。
このため両施設は、岡
山県の備前県民局がソ
ーシャルビジネスプラン
を募集し優れたプランを
表彰する「ソーシャルビジ
ネス創出応援事業」に応

募。2月13日に結果
発表が行われ、見事
「審査員奨励賞」を
獲得しました。授与
された賞金は5万円。
審査委員からは「廃
棄される枝を有効活
用する点が素晴らしい。よい製品に仕上げ、他の事業所
のモデルとなってほしい」とコメントがありました。
今後、賞金を活用して製品化や広報を進め、年度明け

の販売開始を目指しています。今後の動向は本紙でもお
知らせします。

前号では、旭川荘利用者のアート作品や製品が岡山の
街中で展示される機会が増えていることを紹介しました。こ
うした製品のうち一部は、岡山県を飛び出して東京のショッ
プにも並んでいます。いくつかのショップを取材しました。

THECOVERNIPPON（ジ カバー ニッポン）
六本木駅直結、

ホテルや美術館、
商業店舗などの
複合施設「東京ミ
ッドタウン」（東京
都港区赤坂）内に
ある店舗で、日本
各地の素材を生
かした布、家具、
器、照明など衣食
住に関わる商品を
提案しています。
ここで実施され
たテストマーケティ

ングにより吉備ワークホームの「日本地図パズル」が採用さ
れ、販売されています。店のスタッフによれば、よく売れて
おり外国のお客さんにも人気だそうです。

日本百貨店
（東京都台東区上野）
御徒町駅と秋葉原駅

の間にあり、日本全国か
らモノづくりにこだわっ
た職人の手による商品を

集めている店舗。ここには
吉備ワークホームが携わる
「KIBINO」ブランドのイノシシ
革の製品が置かれています。
店長によれば、製品のデザイ
ンや革の手触りの良さを気に
入って買っていくお客さんが
多く、特にトートバッグは品
薄状態が続いているとのこと
です。

とっとりおかやま新橋館（東京都港区新橋）
新橋駅近くにある

岡山県のアンテナシ
ョップ。倉敷帆布バ
ッグなどと並んでイノ
シシ革を使ったトート
バッグなどを取り扱っ
ています。特に1月
末から2月にかけては
「注力商品」として、KIBINO
ブランドの製品や日本地図・
岡山県地図パズル、竜ノ口
寮の七宝焼きなどが特別コー
ナーで販売されました。

吉備ワークホームなどの製品
東京でも販売中

りんごの枝を使った「はんこ」
製品化に向け岡山県から奨励賞

地図パズルはインテリアとして展示（中央）

東京ミッドタウン内の店舗

ガード下の個性的な店舗

大通りに面する店舗

KIBINOのコーナー

KIBINO等の
特設コーナー（下2段）

はんこの試作品

表彰を受ける吉備ワークホームの
中村誠一所長（右）
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川崎祐宣理事長（当時）の巻頭言
タイトルは「二十一世紀の証」。概ね次のように述べら
れています。「昭和6年来、外科医として身体･知的障害
児者に触れ、恵まれない人たちに豊かな土地で温かい保
護を差し上げたいと思い旭川荘設立を決意した。しかし

25年を経て考え
が変わってきた。
障害者が楽しく
暮らすためには、
保護されたまま
の生活ではなく
積極的・主体的
な生活、すなわ

ち残存能力を伸ばして精一杯の自分を励み、社会参加
できることが必要。これからの福祉施設は楽園であるだ
けでなく、障害克服のための療育や社会参加のためあら
ゆる手段の開発に一層の努力を尽くすべき」。

25年の歩み
理想的な総合社会福祉センターを作ろうと昭和20年

代から構想され、昭和32年に旭川療育園・旭川学園・旭
川乳児院が開設されたこと、昭和40年代には重症児・成
人の受け入れなどにより発展を遂げたこと、昭和50年代
は研修センター
の設立など質
的向上、在宅
訪問や外来･相
談など地域福
祉の向上が図
られていること
を年表とともに
紹介しています。

200号記念プレ特集
「創刊号と第100号を振り返る」

これからの旭川荘
旭川荘が社会のニーズに即応するための3つの要素を

挙げています。
①処遇内容の充実
「味で評判の老舗が繁盛にまかせていい気になり、や
がてつまらなくなる例もある」。総合施設である旭川荘は、
障害者の発達に見合った施設間の移動や施設間の共同
事業などの横断的関係が必要であり、一方で総合という
全体性に流されず各施設が個性を持ち、利用者への配
慮を持たねばならず、その結果「選ばれる」施設になるべ
きとしています。
②地域社会との相互関係の具体化
地域福祉が言われはじめる中、旭川荘では古くから児

童院や療育園での外来診療、周辺地域での乳幼児検診、
訪問療育などに取り組み、最近は川上町など自治体の要
請による事業もあるほか、前年には地元町内会との共催
で5,000人が参加する夏祭りを開催。こうした活動を通じ
て地域社会に根を下ろし、総合福祉施設としての機能を
果たすことにより、地域社会の「精神的共有財産」となるこ
とが望まれるとしています。
③高齢化・重度化に対応した設備・処遇
福祉施設においても、人口動態など社会的変動に対

応し福祉需要を見通して計画を立てる必要があり、荘内
の利用者の高齢化や職員の高年齢化も進む中で、敬老
園の知識経験を共有して対応する必要があるとしていま
す。

その他
タイ、インドネシア、フィリピン、シンガポール、韓国な

どからの研修生の受け入れ状況や、友の会からマイクロ
バスの寄贈を受けたことなどが掲載されています。

旭川荘だよりは、次号で記念すべき「200号」を迎えます。創刊号の発
行は33年前の昭和57年。そして100号は14年前となる平成13年でした。
200号を迎えるにあたって当時の紙面を振り返ります。いずれも、今読ん

でも学ぶことの多い内容となっています。 （企画広報室長 小幡篤志）

創刊号
（昭和57年7月1日発行）

創刊号は、旭川荘の創立25年特集号と
して発行されました。当時はB5判の白
黒印刷で8面構成となっています。
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江草安彦理事長（当時）の巻頭言
概ね次のように述べられています。「20世紀末は『失わ

れた10年』といわれるが、社会保障・福祉の面では、社
会福祉法の施行や介護保険制度の発足など『助走の10
年』であった。20世紀の影の部分を乗り越え、21世紀を
万人が安心して暮らせる『生命輝く世紀』にするのは、私
たち医療福祉サービス従事者である。旭川荘は創立の
理念をあらためて想起し、時代の変化とともに自己変革を
強力に進めなければならない。批評はするが行動はしな
い、という集団的無責任体質に陥ってはならない」

21世紀へのメッセージ
当時の旭川荘友の会の梶谷忠二会長、保護者等連絡

協議会の宮川健吾会長、ナカシマプロペラ（株）の中島保
名誉会長など
の新年のメッ
セージを掲載。
竜ノ口寮の利
用者で「ノンス
テップバスを
走らせる会」の
代表を務めて
いた小山俊幸
さんは「街中に
障害者が暮ら
せる小規模な
アパートやノン
ステップバス、
福祉タクシーがもっと増え、自由に移動できる21世紀に
なってほしい」と述べています。また、厚生専門学院看護
科の学生、在宅介護支援センターや望の丘作業所職員
のメッセージも掲載しています。

旭川荘への期待
当時の岡山市の萩原誠司市長は、我が国の福祉の

リーダーであり世界に羽ばたく旭川荘への期待について、
また黒住教の黒住宗晴教主は県民のみならずアジア各
国にも奉仕する旭川荘の姿勢について、そして川崎医療
福祉大学の岡田喜篤副学長は実践を通じて医療福祉学

の本質と向き合う旭川荘の営みについて、それぞれ述べ
ています。これを受けて末光茂専務理事は、アジアの中
の総合福祉施設として一層の充実を図りたいとしています。

新しい時代への取り組み
認知症グループホーム「はなみずき」や、地域の子ども

が利用できる「さくら児童館」の開所など、介護保険法や
社会福祉法の施行に合わせた新規事業を紹介。また時
代に対応した職員を養成すべく、新採用・中堅職員の研
修を刷新したことなどが紹介されています。

※創刊号と第100号は、旭川荘ホームページの
広報誌のページに掲載しています。

第100号
（平成13年1月1日発行）

第100号は、21世紀を迎えて最初の発
行となる2001年1月号でした。カラー刷
りとなっており写真も多く使われています。

創刊号は年1回、翌年は2回発行という不定期刊
でした。昭和59年1月の第4号から季刊（年4回）とな
り、紙面はB4判の4面構成に。そして昭和62年1月
の第16号から写真をカラー化、同年4月の第17号か
ら隔月発行となりB5判の4～8面構成となりました。そ
の後平成8年5月の第72号からA4判化。デザインの
小変更などを経ながら、平成26年1月の185号から
横書き化など紙面を一新、毎月発行となりました。

メメメメメメモモモモモモ 旭旭旭旭旭旭川川川川川川荘荘荘荘荘荘だだだだだだよよよよよよりりりりりりのののののの変変変変変変
メモ 旭川荘だよりの変遷遷遷遷遷遷遷

創刊号（左上）から現在の旭川荘だよりまで。デザインの変遷が分かる
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旭川荘職員とOBによるバンド「TAKE5ve」。ボランティ
テイクファイブ

アで荘内外の福祉施設を訪ね、25年にわたって演奏を
続けています。昨秋にはバンド活動が新聞で紹介され、
新たな依頼を受けるようになりました。

現在のメンバーは、堀野宏樹、武本義夫、田中正幸、
高城美恵子、松島理恵さんの5人。最近では、1月7日に
グループホームさくらの家（岡山県小田郡矢掛町）、2月2
日にケアポート岡山（岡山市中区湊）でライブを開催しま
した。
ケアポート岡山では、デイサービスを利用するお年寄り

ら約50人に「君だけに愛を」「乾杯」など全9曲を披露。ア
ンコール曲「今はもうだれも」ではケアポート岡山職員の
有森直美さんも飛び入り参加して、会場を沸かせました。

有森さんは「彼らの演奏を聞くと元気が出る。ぜひ、また
来て欲しい」と“ラブコール”を送っていました。
「TAKE5ve」が誕生したのは平成元年。当時、旭川療
育園で中高生の音楽指導をしていた職員が、ステージに
立って演奏を終えた子どもたちの達成感に満ちた顔や、
観客が喜ぶ姿に触発されバンドを結成しました。その後、
療育園の卒園生に会いに行くため、荘内外の施設訪問を
スタート。毎年2～3回のライブを続け、訪問回数は50回

を超えました。結成時からボーカルを担当している堀野さ
んは「多くの人を笑顔にするため、これからも活動を続け
ていきたい」と意気込んでいます。TAKE5veへの問い合
わせは086-275-8555（旭川療育園 堀野さん）まで。

旭川荘職員バンド「TAKE5ve」 施設を訪ね25年

本番に向け荘内の施設で練習するTAKE5veのメンバー

ケアポート岡山で行われたライブ＝2月2日

「鬼北の医療と未来を考える講演会」が2月14日、近永
ちかなが

公民館（愛媛県鬼北町）で開催され、地域住民や医療福
祉関係者約180人が参加しました。この講演会は、鬼北
町主催で北宇和病院が協力。今回で5回目となります。
今年は講演会に先立ち、地元出身のウクレレ奏者の演
奏を企画。会場は和やかな雰囲気に包まれました。甲
岡秀文町長の開会挨拶に続き、愛媛大学医学部附属病
院総合サポートセンター長の櫃本真聿氏が登壇。「地域

ひつもとしんいち

包括ケア時代―元気高齢者を
生み出す医療・介護・そして地
域」と題して特別講演を行いま
した。
櫃本氏は、「日本を救うのは

元気高齢者。時々医療、時々
介護で終わりを迎えるのが理想
である」とし、それを支える地域包括ケアについては「“自
ら幸せに生きていく”という考え方を持っている町が、地域
包括ケアが進んでいる町である」と町民全体の意識の重
要性を説きました。
続いて行われたシンポジウムでは、北宇和病院の岡部

健一院長ら4人が病院、施設、診療所の立場から病院の
かかり方や介護のしくみ、医療と介護の連携について意
見発表。参加者は興味深く聞き入っていました。
講演後、参加者からは「大変わかりやすくて、いい話

だった」「元気な年寄りにならないと」など感想が寄せられ
ました。来場者にバレンタインデーのチョコレートのプレゼ
ントもあり、皆さん充実した表情で会場を後にしていました。

「医療と介護の未来を考える講演会」
鬼北町民ら約180人が参加

約180人の参加者が集った講演会場

講演する櫃本氏



今が旬のいちご。風邪の予防効果があるビタミンCが豊富
で、中サイズを5～6個食べると1日の必要量（100mg）を満
たしてくれます。ビタミンCが流れてしまわないように、ヘタつ
きのまま洗うのがおすすめです。

（旭川荘療育・医療センター 河田今日子）

生クリームは動物性のものを使用
すると濃厚な仕上がりに。よく冷や
しておくと泡立てやすくなります。火
を通さないデザートなので、よく手を
洗ってから作りましょう。

ワン
ONEPOINT

ポイント

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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いちごババロア

〈作り方〉
① いちごはきれいに洗ってヘタを取る。飾り用に2〜3個取り分けておく。
② 耐熱皿にゼラチンを入れ、水でふやかした後、500wのレンジで40
秒程度（泡立つまで）加熱し溶かす。

③ミキサーにいちごと砂糖50gを入れ、かき混ぜる。
④ 冷えた生クリームに残りの砂糖10gを入れ、よく泡立てる。
⑤ ③に溶かしたゼラチンと生クリームを順に入れて、しっかり混ぜる。
⑥ 好みの型に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。固まったら、飾り用の
いちごとミントを添える。
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フレッシュ果実で可愛いデザート

みどりワークセンターは、季節ごとの置物を制作しており、
最近はデザイン面にも力を入れています。3月の“お雛さ
ま”も今年、大幅にリニューアルしました。正月明けから制
作を開始し、荘内の「昼の市」での販売や、児童施設等へ
の受注販売も行い、全部で約７０個作りました。
新作の“お雛さま”は、台座に着物の生地などを敷き、周
囲を金色で華やかに演出。和紙を貼った屏風やぼんぼり、

ピンクの花が彩
りを添えて可愛く
仕上がりました。
作業は手工
芸班６人の利用
者で「カット」や
「色付け」、「布
貼り」などの工程
を分担。手のひ
らサイズですが、

１個の完成まで２、３日要する力作です。１個８００円で販売
しました。
現在、早くも次の定番製品“５月人形”を制作しています。
問い合わせはみどりワークセンター（０８６-２７５-２０７４）まで。

“お雛さま”をリニューアル みどりワーク

リニューアルされた“お雛さま”

栄養量：1人分
………………………
エネルギー：167kcal

たんぱく質：1.2g
脂質：11g

〈材料〉ゼリー型7個分
いちご 1パック（250g）
生クリーム 1カップ（200cc）
砂糖 60g
ゼラチン 3g
水 大さじ2
ミント（飾り用） お好みで（無くても可）

色付け作業に集中
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旭川荘職員による芸術作品を一堂に集め、「隠れた才
能」を発見する場として親しまれている「親和会芸術祭」。
今年は1月19日から26日まで、旭川敬老園地域交流ホー
ルで開催され、昼休みなどに利用者や職員が来場。ゆっく
りと作品を鑑賞したり、同僚に自身の力作を自慢したりして
楽しみました。

会場には、絵画や手工芸、写真など応募作品260点が
集結し、全作品の中から芸術賞、特別賞、来場者賞など10
作品を投票で決定。最優秀の親和会会長賞には、せとうち
旭川荘國富義臣さんの作
品「北海道カニづくし」が選
ばれました。この作品はカ
ニの細部までひょうたんと
竹で表現されており、「まる
で生きているみたい」「衝撃
的でインパクト大！」等の感
想が寄せられました。

「親和会芸術祭」に
職員作品260点集結

岡山ヤクルト販売株式会社
より、旭川荘の高齢者施設「結
びの杜ホーム」と「ひだまり苑」に
1台ずつ、車いすを寄贈してい
ただきました。
結びの杜ホームには２月３日、

同社の販売員２人が訪問。安
達悦子所長へ車いすを贈呈し
ました。安達所長によると、車

いすは外出時などに使用しており、早速、利用者の方と屋外
へ花を見に出かけました。
また、ひだまり苑には１月２８日に届
けられ、通所と短期入所の利用者か
ら「気持ちよく使わせてもらっていま
す」と感謝の声が寄せられています。
寄贈は、昨年末行われた「第41
回ヤクルト・チャリティーセール」の収
益金によるもので、この他県内の施
設等８２カ所へ１００台の「愛の車いす」
が贈られました。

オリックス宮内財団（東京都港区）より2月18日、旭川療育
園に福祉車両1台を寄贈していただきました。車はマイクロバ
ス型で乗降リフトが付いて5台の車いすが設置可能。療育園
と児童院の利用者の外出や通園の送迎に活用します。
贈呈式には、オリックス宮内財団や旭川荘関係者ら約30

人が出席。オリックスグループ小田島秀俊副部長が末光茂
理事長に贈呈書を手渡し「この車でいろいろな所へ出かけて
ください」とあいさつ。末光理事長が「子どもたちの自立に役
立てます」と感
謝の言葉を述
べました。
式典後、利

用者らがリフト
を使って乗車
し、乗り心地を
確かめました。
同グループ

によれば、福
祉車両寄贈は、全国の社会福祉施設を対象に平成18年か
ら毎年実施しており、今回で73台目となります。

オリックス宮内財団より
福祉車両の寄贈

5日 第43回卒業証書授与式………旭川荘厚生専門学院
12日 第32回つばさコンサート ………旭川児童院
15日 創立60周年記念オペラ

（岡山シンフォニーホール）……旭川荘
19日 旭川荘評議員会・理事会 ……旭川荘
25日 芸術祭表彰式…………………いづみ寮

☆ひな祭り行事
卒業・卒園行事

各施設

1日 辞令交付式……………………旭川荘
3日 入学宣誓式……………………旭川荘厚生専門学院
25日 第32回旭川荘子どもまつり（予定）…旭川荘

☆ 花見行事
入学・入園行事

各施設

3月

4月

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

（株）ヤクルト販売より車いす寄贈

券
犬
鹸

親和会会長賞「北海道カニづくし」

予算編成が終わり、6面の記事のとおり医療シンポジウム
も終わって、ひと息ついているところです。5回目のシンポ
ジウムでしたが、今までで一番良い反響だったように思いま
す。岡山から300㎞の遠い田舎の小さな病院ですが、旭川
荘の一員として、岡部院長のもと頑張って参ります。

（広報委員 西田美雪）

編集後記

作品を鑑賞する来場者

ヤクルト販売員から
車いすを受け取る安達所長

車いすで出かける
ひだまり苑の利用者と職員

リフトを使い車いすのまま乗車する利用者

券
犬
鹸


