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「原点回帰」をテーマに開催した「旭川荘写真・作品展」（4、5面に関連記事）
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菓子職人さんからアドバイスを受ける旭川荘の職員（3面に関連記事）
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募金期限：平成27年7月31日
募金単位：一口：1,000円
募金窓口：社会福祉法人旭川荘事務局サービスセンター
T E L：086-275-0131
F A X：086-275-5640
振込口座：中国銀行本店普通預金№3356447

カナ） フク）アサヒガワソウ（ユウキュウノニワ）
名義） 社会福祉法人 旭川荘（悠久の庭）理事長 末光茂

※詳細は旭川荘のホームページ（http://www.asahigawasou.or.jp/）のトピックスをご覧ください。

「悠久の庭」 開設募金のお知らせ
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旭川荘は今年、法人創立から60年目の年を迎えます。
その歴史と先人の歩みを振り返り、将来に思いをはせる
場として「悠久の庭」を、旭川荘発祥の旭川療育園と旭川
学園の間の地に設けることを計画しています。
「悠久の庭」には、旭川荘の「設立趣意書」や「沿革」を刻
した石碑、旭川荘の礎を築き今日の発展に導いた川崎祐
宣先生、江草安彦先生、堀川龍一先生を偲び、顕彰する
レリーフ像を設置します。
竣工は、8月中旬の予定です。
7月末まで「悠久の庭」開設のための募金を呼びかけて

います。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

3月13日江草安彦名誉理事長が突然逝去され、は
やくも3カ月が経ちます。
すべての職員が予想もしない事態に呆然自失、悲嘆

に暮れてきました。しかし、いつまでも体を固くし、足を
とどめている訳にはいきません。
江草安彦先生は川﨑祐宣初代理事長の薫陶を受け、
常日頃から「現状維持は退歩のはじまり」「常に前進」を、
モットーにしておられました。そのご遺志を我 は々継承し
なければなりません。しかしその営みは、容易でないこ
とも覚悟する必要があります。
8年前に私が理事長就任の命を受けた際に訴えたの

は、「混乱なき継承」でした。あの時は江草先生がご健
在で、名誉理事長として大所高所から適確な指導をし
ていただける体制が続きました。
ところが今回はその江草先生不在の中での、それも
突然のことであり、60周年記念事業のまっただ中にあり
ます。

そのうえ、国レベルでの制度改革が進む中で、社会
保障費の圧縮、なかでも障害者分野には厳しい向かい
風が吹いています。
8年前とは比較できない覚悟をもって、「混乱なき継
承」を果たさねばなりません。そのためには「集団指導
体制」で取り組む所存です。
なお、江草先生は60周年を契機に人心一新を企図

しておられたはずですが、詳細は語られずじまいでした。
真意を推し量りつつ、具体化していかねばなりません。
そのごく一端を5月28日の旭川荘評議員会・理事会で、
ご承認いただいたところです。
先生は、あと5～6年自分に命が与えられれば障害者

の芸術・文化活動に力を尽くしたいと「テレビせとうち」（3
月7日放映）の対談で明言されました。中国だけでなく
東アジアとの連携も計画しておられました。「遺言」と言
わざるを得ません。その実現に力を結集するよう期待し
ます。

理事長 末光 茂

「悠久の庭」正面イメージ（右側が旭川学園玄関アプローチ）

「悠久の庭」ベンチイメージ（後方は療育・医療センター新棟）

2度目の「混乱なき継承」を
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江草安彦先生追悼写真展
資料館で31日まで開催

旭川荘で製造・販売しているクッキーやケーキなどの焼き
菓子について、岡山市内の人気洋菓子店「シュロスガッセ
モーツアルト」（同市北区内山下）さんより、レシピの工夫や
調理方法など品質向上に向けたアドバイスをいただきました。
6月3日に同店工房で開かれた講習会には、わかば寮、

松山ワークセンター、愛育寮から担当職員4人が参加。真
弓春樹さんをはじめ5人の菓子職人さんが、事前に各施設
のレシピを元に試作するなどの準備をした上で、迎えてくれ
ました。
最初に職員が菓子づくりの課題や疑問について質問。

「サブレに使う紅茶の風味が弱い。香りを出すにはどうすれ
ばいいか」「ケーキやマドレーヌを美味しく焼きあげる方法
は」などの問いに対し、真弓さんらが改善策と具体的な手

順を説明しました。
続いて、松山ワークセン

ターのバタークッキーを例
に、材料の温度管理や混
ぜ方、焼き方を変えて調
理。バターの柔らかさに
よって、生地の成形しやす
さや、焼き上がりの食感に
差が出ることを学びました。
さらに、新たなレシピの一
案として、生地を手で丸めて作る“甘くない”クッキーを試作。
チーズ味にカイエンペッパーのピリッとした風味も新鮮で、
「丸めるだけなので、利用者も気軽に調理に参加できる」と

職員らに好評でした。
最後に同店の大石圭佑社長が「（材料の配分や
製法など）基本を知ることは大切ですが、あまり難し
く考えず、チャレンジしてください」と職員らを激励。
チョコレートやアーモンドなど4種類のクッキーレシピを
提供してくださいました。
アドバイスを参考に、よ

り美味しい菓子作りに取
り組んでいきます。モー
ツアルトの皆さん、あり
がとうございました。

美味しい焼き菓子作って
3施設に人気店「モーツアルト」さんがアドバイス

バタークッキーを作る。生地が柔らかくなり過ぎるのが悩みだったが、程よい堅さに大満足

今年3月13日に逝去した江草安彦名誉
理事長の功績を紹介する「追悼写真展」が
6月22日、旭川荘資料館で始まりました。
会期は7月31日まで。
同館で行われたオープニングセレモニー

には、荘内の役職員ら約30人が出席。写
真展説明の後、末光茂理事長が「江草先
生が60年の仕事の中で考え判断されたこと
を振り返り、今後に活かしていきたい」とあい
さつ。続いて、江草名誉理事長の長男・江
草明彦さんが「父は24時間365日ずっと仕
事をしてきた。写真を見ると父がどのように
生きてきたのかが良く分かります」と話し、写
真展開催についてお礼を述べました。
会場では、子どもたちと一緒に植樹をする旭川学園長
時代の写真や、中国の研修生に講義を行っている写真な
ど計41点を展示。出席者は、医療福祉に一生を捧げた
江草名誉理事長の在りし日をしのび、語り合っていました。

午前9時から午後4時30分まで開館しており入場無料。
土曜・日曜・祝日は休館（ただし、19日は開館）。問い合
わせは旭川荘資料館（086-275-0131）。

旭川荘資料館で開催中の江草安彦先生追悼写真展

職員を激励する大石社長



川崎医科大病院で「写真・作品展」
60周年記念し創設期の写真展示

「第29回旭川荘写真・作品展」が6月16日から19日までの4日間、川崎医科大学附属病院（倉敷市
松島）で開催されました。今回は旭川荘創立60周年を記念し写真展「原点回帰—写真で見る創設期
の旭川荘」を企画。当時の施設の暮らしを伝える昭和30年代、40年代の貴重な写真を展示しました。

開荘の年（昭和32年）に開設された「旭川療育園」「旭川学園」「旭川乳児院」と昭和42年に誕生し
た「旭川児童院」のアルバムから写真約40点を厳選。園庭に並んで無邪気に笑う子どもたちのスナップ
や、旭川での水遊びの様子を写したカット、横になったままフェルトペンを手に懸命に絵を描く重症児を
写した一枚など、生命力あふれる写真が並び、来場者を魅了しました。

また、会場では荘内13施設で作った
手工芸品や菓子、農産加工品など約
1000点を展示販売。毎年同時期に開
催していることからリピーターも多く、安眠
まくらやクッキー、ストラップなどの小物
が人気を集めていました。

会場を訪れた倉敷市の景山澄子さ
ん、文さん親子は「（写真の）子どもた
ちの活き活きとした表情に感動しまし
た。刺繍や動物の形のストラップなど、
障害を持つ人たちの細やかな表現
にも驚きました」と話していました。
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笑顔満面（昭和32年頃） 職員一丸となって子どもたちのリハビリに取り組みました（昭和32年頃）

荘内13施設の手作り製品も販売

旭川療育園

会場で展示した
写真の一部を
紹介します。
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旭川で水遊び。川の向こう岸では牛が放牧されていました（昭和32年） 相撲を取る園生たち。当時の園内には手作りの土俵もあり、
相撲好きの職員が指導していました（昭和36年頃）

石ころだらけの敷地をお散歩（昭和34年） プレイルームで遊ぶ子供たち（昭和34年）

懸命にお絵かき（昭和43年） ベッドからフロアへ。これだけのことが大きな意味を持つのです（昭和44年）

旭川児童院

旭川学園

旭川乳児院
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夏の省エネ対策として旭川荘の各施設が栽培するグ
リーンカーテン用のゴーヤー苗の出荷がこのほど、いづみ
寮で始まりました。
旭川荘では平成20年からゴーヤーのつる、葉で日差し

を遮るグリーンカーテンづくりに取り組んでおり、同22年か
らは秋の「環境福祉フェア」で「グリーンカーテンコンテス
ト」を実施しています。本年度は荘内16施設が栽培する
予定で、7月上旬までに出荷を終えます。
ゴーヤーの育苗は、いづみ寮園芸班とあおば（旧みどり

ワークセンターとわかば青年寮）の利用者が共同で行っ
ており、今年は5月12日から作業に着手しました。土を入
れたポットに一粒ずつ種をまき、梅雨入りまでに約1000
ポット準備。その後、ハウスの中で水やりや温度管理をし
ながら発芽させ、苗が15～20センチくらいに成長したのを

待って6月9日から出荷を
始めました。
6月16日にゴーヤー苗を
受け取りに来た竜ノ口寮の
山内康雄副寮長は「利用
者の方がベッドから見える

ゴーヤーの成長を楽しみにしてくれている。育ちのいい苗
をもらったので、今年のコンテストでは上位入賞を目指し、
立派な実を育てたい」と意気込みを語ってくれました。
いづみ寮園芸班担当の大谷明さんによると、育苗に使

う種は前年のグリーンカーテンに出来た実から採取したも
のを活用するなど“完全リサイクル”を実践。「今年は芽
が出にくい種が多かったが、700ポット
は出荷できる見込み。利用者が丹精
込めて育てた苗を、各施設の皆さんの
手でさらに大きく育ててほしい」と話して
います。

いづみ寮でゴーヤー苗の出荷始まる
16施設でグリーンカーテン栽培へ

せとうち旭川荘が昨年から栽培を始めた「せとうち完熟
マンゴー」。7月中旬の出荷に向けて、赤く色付いたマン
ゴーの実が順調に大きく成長しています。
約340平方メートルのハウスに並んだマンゴーの鉢植

えは全部で24鉢。四方に伸びた枝には手のひらサイズ
の実が付き、完熟の時を待っています。実の数は１鉢あた
り20個前後。「最初から、すべてこちらで育てたのは今年
が初めて。昨年並みの500個くらいは収穫できる見込み」
と小林由典所長は話します。
マンゴー栽培は地元の(株)神宝あぐりサービスの技術
指導を受け、利用者５人、職員２人が担当。前回の収穫
を終えた昨年8月、枝の「剪定」からスタートしました。ハ

せんてい

ウス内は水や肥料、温度などを自動でコントロールしてい
るため、冬の間は、鉢植えの生育管理が主な作業となりま
すが、今年3月下旬には、花が咲いたところでミツバチ
8000匹をハウス内に放して受粉をさせ、実がつき始めた
頃に、余分な実を摘む「摘果」を行いました。

てき か

6月上旬から大きく育った実の1つ1つにネットを掛ける
作業を進めており、この際に“反射板”と呼ばれる白い紙
を取り付け、実の下側に太陽光が当たるようにすることで
全体の色づきを調整。実が十分に熟し、枝から外れて
ネットに落ちると、いよいよ収穫です。
今年中にマンゴーの鉢植えを６鉢追加する予定。小林

所長は「昨年は全ての注文に
応えられなかった。多くの人
にせとうちの美味しいマンゴー
を味わってもらえるよう、少し
ずつ栽培規模を広げたい」と
話しています。

「完熟マンゴー」順調に成長
せとうち旭川荘 7月中旬出荷予定

成長した苗を笑顔で手渡すいづみ寮利用者（右）

ネットを掛けて完熟を待ちます

集中して種を一粒ずつまいていきます

ハウスに並んだマンゴーの鉢植え

マンゴーの購入予約は先着順で受け付けています。
価格はサイズ（SS～4L）、個数により変わりますが、
Mサイズ1個1800円、Lサイズ同2100円
（いずれも簡易包装）。箱入り贈答用もあります。
詳細は旭川荘製品ウェブサイト「ぎおんの杜から…」
（http://asahigawasou.com/）のブログをご覧ください。



冷奴、湯豆腐、麻婆豆腐など、豆腐は食卓に欠かせない
食材の一つです。たんぱく質を豊富に含んでいるので、夏
バテ予防にもなります。今回はスープにアレンジ。牛乳に加
えて生クリームも使いますが、後味は意外とすっきりとしてい
ます。とろっとなめらかで食べやすいと給食でも好評の献立
です。夏は冷製、冬はホットでどうぞ。

（旭川荘療育・医療センター 大橋百合子）

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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豆腐のポタージュ

〈作り方〉
① アーモンドスライスはから煎り、パセリはみじん切りにしておく。
② クリームコーンはミキサーでなめらかにし、鍋に移しておく。
③ 豆腐と生クリームを20秒ほどミキサーにかける。
④ 鍋に牛乳、固形スープの素を入れて火にかけ、熱くなったら③を
加えてひと煮立ちさせる。

⑤ 塩・胡椒で味を調え、器に注いだら①を散らす。

ふわとろヘルシースープ

中国、韓国や東南アジア、欧米諸国などと交流を続け
ている旭川荘。創立60周年を機に、その歩みを振り返る
冊子「国際交流35年のあゆみ」が5月25日に発行されま
した。
「研修センター」を開設し、本格的に海外研修生を受け
入れ始めたのが昭和54年。その後35年にわたり、中国･
上海市やアジアを中心に30カ国の研修生を受け入れて
きた経緯や、車いす駅伝などの交流イベント、さらには国
際協力機構(JICA)の支援を受けて実施した中国の介護
人材養成事業の成果や今後の見通しなどが、豊富な写
真や資料とともに掲載されています。また旭川荘草創期
における川崎祐宣先生、江草安彦先生の欧米渡航の記
録のほか、近年の旭川荘職員の欧米での研修記録も掲
載されるなど、幅広い内容となっています。
刊行間近の段階で江草安彦先生が逝去されたため、

江草先生の巻頭言はそのまま掲載されました。A4版140
ページで2000部印刷。旭川荘の
役職員や関係者、JICA、上海市
などに配布しました。

「国際交流35年のあゆみ」発行

○材料（4人分）
絹豆腐 1丁
生クリーム 1/2カップ
牛乳 3カップ
クリームコーン 小1缶
固形スープの素 2個
塩・胡椒 少々
アーモンドスライス お好みで
パセリ お好みで
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栄養量：1人分
………………………
エネルギー：296kcal

たんぱく質：11g
塩分：1.3g

豆腐とクリームコーンをしっかりミキ
サーにかけるとなめらかになり、口当
たりがよくなります。加熱する時は焦
がさないように弱火で。アーモンド
スライスはつぶすように散らすと風
味が増します。

ワン
ONEPOINT

ポイント

国際交流35年のあゆみ
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夏本番を前に6月2日、旭川児童院でプール開きが行わ
れ、利用者が水の感触を楽しみました。
さくら病棟の大原博さんが職員と一緒に「これから始めま
す」と開会宣言。高島公民館ハワイアンフラダンス教室の
皆さんが華やかなダンスを披露し、利用者約25人も職員と
一緒に笑顔で踊りました。
続いて、神主に扮した藤堂博之副院長による安全祈願。

絶妙な役作りで、一同笑いを堪えるのが大変でした。
準備体操で体をほぐした後、利用者５人がベテラン水泳

インストラクターの木本陽一顧問の指導で初泳ぎに挑戦。
今回初めて導入した発砲スチロールでできた浮き具「アクア

ヌードル」を使って、身体に重い障害の
ある利用者も安心して水と親しむことが
できることを体験しました。
暑い夏の間、安全に楽しくプール活

動ができそうです。

旧内山下小学校（岡山市北区丸の内）で6月13日から、
周辺地域のにぎわい創出を目指す市の事業「ハイコーチャ
レンジ!!」がスタート。11月30日までの期間中、校内に設置
された土産物店「WE（ウィー）」で、旭川荘の製品を販売し
ています。
このイベントはNPO法人ENNOVAOKAYAMAが企画し
た、同校を地域のコミュニティの場として再生するためのプロ
ジェクトの一環で昨年初めて開催。土産物店には岡山の特
産品や地元芸術家らの作品が、以前使われていた教室の
本棚などに飾られています。
旭川荘の出品は昨年に続き2回目。現在はいづみ寮の
陶芸製品、あおばの新聞紙エコバッグ、吉備ワークホーム
のイノシシ革製品、竜ノ口寮の七宝焼き、せとうち旭川荘の
切り絵ハガキなど5施設の手作り製品が並んでおり、今後、
松山ワークセンターのクッキーなど食品も販売する予定です。

いづみ寮の陶芸
製品を購入した女性
は「デザインに一目
惚れしました。作ら
れた方に会ってみた
いです」と話していま
した。

旧内山下小学校で「ハイコーチャレンジ!!」
土産物店で旭川荘製品販売中さあ夏だ！児童院でプール開き

いづみ寮の陶芸製品を品定めする女性客

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

１～6日 第29回ふれあいキャンパス ………竜ノ口寮
5日 障害者スポーツ大会（ソフトボール）…ぎおんハイツ
11日 夏まつり……………………………南愛媛療育センター

やすらぎ荘創立10周年記念式典 ……やすらぎ荘
16日ひらた旭川荘盆踊り大会 …………ひらた旭川荘

納涼祭 ……………………………かわかみ療護園
19日 清掃ボランティア（草刈り）…………旭川荘家族会
23日 創立60周年記念第35回夏まつり旭川荘…旭川荘

☆ 七夕・旅行 ～各施設

5～8日 平川家庭学校 ……………………旭川学園
8日 オープンキャンパス ………………旭川荘厚生専門学院
12日 納涼会 ……………………………吉備ワークホーム
19日 福祉体験バス ……………………旭川荘

21～22日 ふれあいキャンプ …………………旭川学園
22日 ＡＯ入試 …………………………旭川荘厚生専門学院
25日ビアガーデン風バイキング ………かわかみ療護園

26～27日 第48回障害医療福祉セミナー（メルパルク）…旭川荘
29日 星空サマーコンサート ……………ひらた旭川荘

☆ 夏季休暇 ～各施設

7月

今号4、5面で紹介した写真・作品展の準備に関わりまし
た。「原点回帰」をテーマに展示した写真は、どれも利用者
さんの生きる力が溢れており、来場された方々は皆真剣に
見入っていました。最初の3施設が発足した昭和32年は、
終戦からわずか12年後のこと。十分なものもなかったであ
ろう時代に、熱意を持って働いてこられた諸先輩方の汗が
あってこそ今日の旭川荘があると思いました。若い職員の
皆さんにもぜひ見ていただきたい写真です。

（広報委員 本田勝久）

編集後記

「アクアヌードル」を使ってプールを楽しむ利用者と職員

8月

第5回特別展に応募のあった作品344点より、特別展で受賞
した作品16点と入賞作品36点を合わせた計52点を展示して
います。

日時：2015年6月1日（月）～8月26日（水）
場所：旭川荘アートギャラリー
問い合わせ：086−275−4647（旭川学園）
開館時間：午前9時～午後4時
休館日：土曜・日曜・祝日
※入館無料でご覧いただけます

アートギャラリー常設展2015（夏）開催中




