ASAH I
GAWASOU
DAYORI

小学生が利用者と交流し、車いすの介助などを学んだ「福祉体験バス」
（8面に関連記事）
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上海市と旭川荘の協力関係の継続を確認（3面に関連記事）
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「ノーマリゼーション理念」
から
旭川荘の60年をふりかえる
理事長

末光 茂

7月22日に
「江草安彦先生追悼講演会」
が「さん太ホー
ル」で開催されました。江草先生が初代理事長を務めた
「バンク・ミケルセン記念財団」
と
「山陽新聞社会事業団」
との連携協力協定に基づき、デンマークと日本の関係者が
訪問し合い、講演会等を開催するもので、約250人の

ションがわが国に紹介される以前に、すでにそれと共通
するものを内包しており、一貫して医療と福祉の融合、
地域福祉、そして総合福祉事業を実践してきた概要を、
ノーマリゼーションの視点からふりかえりました。
阪本文雄山陽新聞社会事業団専務理事は「医療福祉
の源流」と題し、岡山県が培ってきた医療と福祉面での

参加を得ました。
松田正己山陽新聞社会事業団理事長は開会あいさつで、
江草先生の業績に対する高い評価から岡山県議会は、

実績は、川

祐宣先生や江草安彦先生に代表される

医療人とともに、石井十次や留岡幸助、山室軍平等の

議長名で知事に名誉県民の称号を推戴する旨要請され

キリスト教関係者が培ってきた土壌あればこそだと、コメ

たと紹介。

ントしました。

ご長男でテレビせとうちの江草明彦報道制作局長は、

それぞれのお話を聞くにつけ、江草先生は一人の人と

旭川荘60年の

しての大きさ（点）に加え、歴史観に根ざした未来展望

歩みと未来」
を放映し、旭川荘のこれからに寄せる先生の

（線）をしっかりともっておられた。そのうえに、地域という

思いの一端に言及されました。

「面」での広がりと、それらを総括した総合力（立体）の

先生の最後のテレビ 対談「敬天愛人

千葉忠夫バンク・ミケルセン記念財団理事長は、先生と
バンク・ミケルセン氏との交流をふりかえり、ノーマリゼー

偉大さを改めて認識した次第です。
60年の実績に誇りをもち、新たな目標に向けた出発点に

ションの基本は「人間愛」にあり、それを実践しておられた

立つためにも、旭川荘60周年にふさわしい、充実したひと

のが先生だったと称えられました。

ときでした。

私は旭川荘の創立の理念「敬天愛人」
は、ノーマリゼー

施設やサービスの概要紹介
パンフ「ひらたの杜から」
完成
ひらた旭川荘の施設やサービスの概要を紹介するパン
フレット
「ひらたの杜から」
がこのほど完成しました。
パンフレットはひらた旭川荘の将来像検討会のメンバーが

B5判、三つ折り6ページ（カラー）で、2000部製作。
小、中学校や公民館などの公共施設に配るほか、町内会を
通じ各家庭に回覧してもらう予定です。

企画。地域の福祉ニーズを調査する中で近隣住民からの
「どんな施設があるのか」
「何をしている所かよく分からない」
といった声を受け、日ごろの取り組みを地域向けに分かり
やすく伝えようと、4月から編集作業を進めてきました。
表紙はグリーンをベースに、高木が繁る敷地内の風景、
利用者の写真を配し、緑豊かな ひらたの杜 を表現。
中面では、
イラストマップを中心に、
地域との共催イベントや
ボランティアとの触れ合い、利用者の手作り製品、無料で
利用できる設備などを写真で紹介し、ビジュアルな紙面に
仕上げました。施設の概要、問い合わせ先などの情報も
掲載しています。
ひらた旭川荘の概要を紹介するパンフレット
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末光理事長らが上海市を訪問

協力関係の継続を確認

末 光 茂 理 事 長、板

一行は人材養成や国

野美佐子理事ら旭川

家試験を担当する社会

荘の代表団が、8月4

福 祉 行 業 協 会も訪 問。

日から 6日まで中国・

同協会が、4段階に分か

上海市を訪問し、今後

れた国家資格制度の教

の高齢者介護人材の

科書を初めてシリーズ化

育成などに関する協力

し、上海市だけでなく周

関係の継続を確認しま

辺自治体でも使用され

した。

ているとの説明を受けま
した。この教科書の編集

旭川荘は30年以上
にわたって中国・上海

には旭川荘で 研修を受

市と交流しており、過

けた人たちが多数携わっ

上海市民政局との協議

日の江草安彦名誉理

ていることも分かり、これ

事長の逝去に際しても同市の関係者から多くの追悼メッ

までの協力の成果が確認できました。今後さらなる内容

セージが届き、現地でも追悼集会が開かれました。

の充実が期待されます。

今回の訪問は、そうした対応への感謝を伝えるとともに、

このほか代表団は、馬伊里元民政局長や黄浦区民政

上海市民政局や同市の黄浦区民政局と、これからの交

局の汤局長、上海市人民対外友好協会の周副会長とも

流のあり方を協議するために行われました。

会談しました。

上海市民政局では、蒋副局長、梅副局長らと会談。
上海市側から、引き続き高齢者介護施設の幹部職員や、
増加傾向にある地域密着型施設、民間施設の職員の研
修に対する協力要請がありました。また、昨年度に江草
名誉理事長と馬伊里元民政局長が監修し、J
I
CA（国際
協力機構）
の支援により作成された介護教科書についても、
既存のカリキュラムへの反映を図りつつ、市民向け講座や
民間施設の研修にも活用したいとの提案がありました。末
光理事長は、費用を上海市側が負担することを前提にい
ずれも快諾。具体的な研修プログラムの協議に入ること
となりました。

江草先生監修の教科書

上海TOMONY 1周年
旭川荘と
（株）
トモニー・ネットワーク、上海市民政局が

正職員の張さん

共同し、昨年7月23日に上海市の公益新天地（黄浦区普

はオープン時から

育 南 路）にオープンした障 害 者 雇 用レストラン「上 海

勤務を継続。「一

TOMONY」
。1周年を迎えた同店に8月5日、代表団が

人で起きて出勤で

訪問しました。

きています。仕 事
には慣れたし、楽し
い」とコメント。もう
一 人の正 職 員の
孫さんも「仕事が
できて嬉しい」と語
りました。

リニューアルした
「きつねうどん」

中国には障害者雇用に対する助成制度がなく経営は楽
ではありませんが、同店の胡明偉社長は「最近はお客さん
が増えてきて、自分の子どもを働かせたい親も見学に来る
ようになった。引き続き頑張りたい」
と話しています。
息の合った給仕をする張さん(
中央左)
と孫さん
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療護園の Mr
.
K”
笠原さん
利用者の視点で広報紙制作、
地域へ情報発信
8月で150号を迎えた、かわかみ療護園の広報紙「かっ
こう花だより（
」毎月発行、A4判、4ページ）
。企画から編集、
ミスター ケー

K」
こと
制作までを担うのは、同紙のコラムを執筆する
「Mr
.
利用者の笠原啓司さん（52歳）
。毎号、遊び心あふれる
カットとレイアウトで活き活きと過ごす仲間の様子を紹介
広報紙を制作する笠原さん。
「利用者の人物像にスポットを当てた話題も紹介したい」
と話します

するなど、地域に向けて精力的に情報発信しています。

笠原さんが原因不明の病気のため、全身に重い障害を
抱えるようになったのは、住宅建材会社の営業マンだった
31歳の時。病院での療養を経て、平成12年にかわかみ
療護園に入所しました。最初は絶望し、現実と向き合え
なかったという笠原さん。職員が親身に話を聞いてくれた
ことから
「ここでなら、生きていけると思った」
と振り返ります。
リハビリを重ね、電動車いすに乗れるようになると、パソ
コンの勉強をスタート。四肢に力が入らないため、最初は
文字を1つ入力するのも大変でしたが、大学時代の友人と
交わすメールが心の支えになりました。平成18年ごろから
広報紙づくりに参加。職員や利用者仲間に教わりながら
ソフトの使い方を覚え、現在は毎月の「かっこう花だより」

体調のこともあって作業ができるのは1日わずか1時間半。
紙面構成や文章は「ベッドの中でイメージを膨らませる」
そうです

はもちろん、療護園で開催する行事のポスターやボラン

さらに自身でも、療護園でつながりができた職員らボラ

ティアを迎えるウェルカムボードの制作なども一手に引き

ンティアの協力を得て、昨年、今年と2年続けて旅行に

受けています。

挑戦。
「博多2泊3日の旅」
「大阪USJ
に行く
！」
のタイトルで

中でも注目はコラム「Mr
.
Kのひとりごと」。笠原さんが

広報紙に体験記を掲載しました。

自身の経験やテレビの話題などをネタに毎回、編集者＆

「広報紙づくりを通して、社会ともう一度つながることが

利用者の視点で執筆。ユーモアを忘れない前向きな姿勢

できた。無理だとあきらめていたことにも挑戦したいと思う

や弱者への優しさ、支えてくれる人たちへの感謝など、

ようになった」
という笠原さん。
「身体が不自由でも、自分に

人間味あふれるメッセージが読者の共感を呼び、地域の

できることがあって、頼りにされるのが 嬉しい。家族や

人から「あなたがMr
.
K？」
「いつも楽しみにしているよ」と

地域の人たちにもっと療護園のことを知ってもらえるよう、

声を掛けられることも多いそうです。

これからも頑張って発行を続けたい」
と張り切っています。

右手の親指だけでトラックボールを操作。
原稿を書いて、紙面をレイアウトします
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近隣住民へ日用品配達
望の丘ワークが新サービス開始

望の丘ワークセンター（高梁市川上町上大竹）が買い物の不便な近隣住民の注文を受け、
日用品を届けるサービスを始めて3カ月。住民からは「便利で助かる」
「地域のことを考えてくれて
ありがたい」
との声も聞かれるなど評判は上々。利用者の新たな仕事としても期待されています。
（広報委員 藤原講平）

同センターでは、知的障害のある利用者27人が自宅
などから通い、就労を目指し農業、園芸、加工班に分か
れて働いています。中でも加工班が大豆から手作りする
「のぞみとうふ」は住民の間でも好評。毎週火、金曜日に
ほ や

周辺の神野地区
（約20世帯）
へ配達しています。
過疎化、高齢化が進む川上地域にあって、同地区でも
住民の多くは高齢者。3月末には最寄りの「J
A高山マー
ケット」が閉店したため、買い物をするのに10キロ離れた
川上町中心部まで出掛けなければならず、大きな負担を
強いられていました。
そこで、同センターの宮

暁弘所長は、遠出ができな

い住民に代わり、インターネット上のショッピングサイトや
市街地の特売店などで通常より安い価格で日用品をまと
めて購入。豆腐の配達日に合わせて届けることで、生活

川上さんから代金を受けとる利用者
（右）

注文票を見て棚から商品を選んで袋に詰め、職員と一緒

の不便を解消するとともに、利用者の仕事につながるので

に検品し配達に向かいます。
「一連の作業を利用者が行

はないかと考えました。

うことで、社会的能力や自立心の向上につながれば」
と宮

宮

所長は4月末、日用品配達について地区会議で

所長は期待を寄せています。

住民に説明。「ラップを扱ってほしい」「シャンプーは詰め

取材した日は、利用者が注文のあった商品を届けに川

替え用を入れて」
など要望が相次ぎました。5月の連休明

上勝子さん（72歳）宅を訪問。川上さんから「いつもあり

けにチラシを配布し、中旬から配達をスタート。現在

がとうね」
と声を掛けられ、はにかんだような表情を見せて

ティッシュや洗剤、ボディソープなど全18品目を扱って

いました。川上さんは「洗剤1個買うのに10キロ先の店に

おり、8月中旬まで

行くのは大変。本当に助かるし、若い人とおしゃべりする

に延べ25件の注文

のも楽しみ」
と話してくれました。

がありました。
配 達を担 当する

同センターでは今後、コーヒーやお茶などの飲料品も
充実させていくことを計画中。宮

所長は、
「今まで地域

利用者は3人。その

の方に支えられてきた。少しでも恩返しできれば嬉しいし、

日 出 勤する1人が、

これからも共に支え合っていきたい」
と話しています。

望の丘ワークセンターでは配達用の日用品をストック
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福島県被災者支援活動

報告会を開催

旭川荘から福島県に派遣され、被災地支援活動に

福祉ネットワークの構築等を行い、一定の役割を果たしま

従事した職員による活動報告会が7月27日に開催され

した。また今年度は人手不足が深刻な「南相馬市立総

ました。

合病院」
に療育・医療センターの看護師を派遣しています。

旭川荘では平成24年度から3年間、
「ふくしま心のケア

報告会では、まず昨年度にふくしま心のケアセンター

センター」に社会福祉士等を派遣。1年目は埼玉県加須

「いわき方部センター」へ1年間派遣されたいんべ通園セ

市で主に福島県双葉町からの避難住民の安否確認を行

ンターの谷口博己さんが、参加した末光茂理事長、仁木

い、2年目は福島県会津若松市で仮設住宅でのサロン

壯副理事長をはじめ職員有志約20人に対して、現地の

活動等に従事。昨年度は福島県いわき市における医療・

状況や担当した業務についての報告を行いました。

谷口さんの報告要旨
心のケアセンターは、近隣自治体からの避難住民および従来から
のいわき市民を対象として、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー
のチームアプローチによる心のケアを行っています。
いわき市には、大熊町や双葉町など福島第一原発の周辺自治体の
役場機能とともに住民約2万4千人が避難してきており、複雑な環境に
あります。そのような中では、社会福祉士として個別ケースへの専門
的な対応だけでなく、それを越えた「何でも屋」として動くことも必要で
あり、それが関係自治体との連携を強めることにもつながりました。自
分も障害者などの個別ケースを担当しながら、ときには自治体の担当
者間の調整役となり、あるいは医療機関や福祉施設の連携が不十分
な状況を改善しようと、これらの施設を訪問してネットワークを構築する
など、幅広く業務を行いました。
今後もネットワークのさらなる充実が求められますが、現地の職員た
ちがしっかりと引き継いでくださると信じています。
いわき市での活動について報告する谷口さん

また、今年4月初めから6月末まで南相馬市立総合病
院に派遣された療育・医療センターの安原雅江さんも登
壇し、内科病棟での業務を報告（詳細は本紙第203号で
お伝えしています）。被災地の応援に行ったつもりが逆に
温かく迎えていただき、最後には院長から「感謝状」を贈
呈されたエピソードを紹介しました。
参加者からは、今後も心のケアセンターとの連絡を継
続してニーズを把握したい、あるいは岡山に避難してきた
人々に対する支援活動にも参加するなど、可能な形で被
災者支援を継続したいという意見が出されました。
なお、南相馬市立総合病院には、7月初めから9月末
まで療育・医療センターの今城京子さんが派遣されてお
り、内科病棟の業務を引き継いで活動しています。
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旭川荘サービスセンターで開催された報告会
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RECIPE

旭 川荘管理 栄
旭川荘管理
栄養
養 士のいきいき健 康レシピ
康レシ

りんごのケーキ

秋の味覚で美味しいデザート

○材料
（天板1枚分または15cmのケーキ型）
りんご
1個
レーズン
大さじ3
栄養量：1
切れ
薄力粉
150g
………………………
ベーキングパウダー
小さじ1
エネルギー：203kcal
卵
2個
7g
たんぱく質：2.
3g
脂質：9.
砂糖
80g
サラダ油
80cc
〈作り方〉
① 薄力粉とベーキングパウダーをボールに入れ、
泡立て器で混ぜる
（ふるわなくてよい）。
② 別のボールに卵と砂糖を入れ、泡立て器でしっかり混ぜる。
③ ②にサラダ油を加え、よく混ぜたら、①の粉を混ぜ合わせる。
④ いちょう切りにしたりんごとレーズンを混ぜたら、オーブンシートを敷いた天板に流し入れ、平らにする。
⑤ 170℃に予熱したオーブンで40分焼き、串を刺して何もつかなかったら焼き上がり。10等分に切り分ける。
秋の味覚の代表格「りんご」
。旭川荘が運営している「やたかの里りんご園」
（高梁市）でも、毎年10月から12月にかけて「秋映」
「紅将軍」
「ふじ」などが収
穫時期を迎えます。今回はりんごを使った簡単ケーキをご紹介。切ってまぜて
焼くだけなので、お子さんと一緒に作れます。りんごにはペクチン、カリウムが
含まれており、特に皮にはポリフェノールが豊富です。皮ごと使うので栄養満
点。焼き立てはサクサク、一晩置くとしっとりとします。お母さんが作ってくれた
ような懐かしい味のケーキです。 （旭川荘療育・医療センター 安藤智里）

ワン
ONEPOI
NT

ポイント

バターを使わないので
ヘルシーです。レーズン
の代わりに、くるみなどの
ナッツ類や紅茶のティー
バッグ（1袋）を使っても
風味良く仕上がります。

85年前の地図に見る
平田地区とその周辺
この夏、古書店で 枚の地図を見つけました。昭和 年
発行の岡山南部の地形図（ 万分の ）です。発行者は大
日本帝国陸地測量部となっており、調べてみると旧日本陸
軍の一組織だったようです。地図の発行が軍の業務だっ
たところに時代を感じさせます。
さて、この地図を見ると私たちのひらた旭川荘がある場所

85年前の平田地区周辺

の 年前の地形が分かります（写真参照）
。笹ヶ瀬川は足
守川との合流点の手前で東に膨らんで流れていて、荒地

看板を目にすることができ、平吉の地名を平成の時代に伝

の地図記号（ ）が見られます。この地図を今の5万分の1

えています。

地図と重ね合わせてみました。すると流れの膨らみの東端

道路や鉄道に目を向けると、現在の県道児島線にあたる

は岡山西バイパスあたりに相当します。ひらた旭川荘をはじ

と思われる道路が太く描き込まれていて、幹線道路であっ

め御南中学校や健康づくり財団病院は、笹ヶ瀬川河岸の

たことがうかがえます。宇野線はありますが備前西市駅は

荒地を造成した土地に作られたものと思われます。

まだできていません。

中仙道、田中、辰巳、対岸の今保などの地名は現在と

北長瀬駅や岡山西バイパスができて発展を続ける今の

同じです。平田の南隣にある平吉の地名は現在は町名に

姿からは想像もつかないのどかな田園風景を想像させる古

使われていませんが、街を歩くと道端には平吉の名が残る

地図です。

(
広報委員 後藤祐之）

7

小学生福祉体験バス 親子ら17人が参加
小学校高学年を対象にした「第4回旭川荘小学生福祉体験バス」を8月
19日に開催。親子ら17人(
うち小学生10人)
が参加しました。
参加者は、共催の下電観光バスに乗って来荘し、最初に知的障害者が
働く「アトリエ夢工房」を訪問。子どもたちは、利用者や職員の手ほどきを
受けながら結び 織りやはた織りに取り組
みました。
「竜ノ口寮」では身体障害の
ある利用者と
「ボッチャ」や「卓球バレー」
で交流。ゲームの後は、利用者と会話
しながら車いす清掃のボランティアも行
いました。
昼食後、厚生専門学院で車いす介助
の ミニ講義 を受講し、保護者を乗せた
車いすを押して、操作のコツを学びまし
た。
「旭川敬老園」では、家庭的な雰囲
気の中で高齢者を介護するユニットケア
の様子を見学。子どもたちは、入居者
から「来てくださってありがとう」と声を掛
けられ、笑顔で応えていました。

〜参加者からの感想（抜粋）〜
介護ひとつひとつにも少しの力ででき
るように工夫して作られた用具がある
ことを初めて知りました。 （6年生女子）
「障害者も自分たちもみんな同じ」とい
うことがこの体験を通して良く分かった。
障害者へのイメージが変わった。
（5年生男子）

体に障害がある人が一生懸命自分の
仕事をしていてすごいと思った。
（4年生女子）

今回の体験を通じて、子どもたちが弱
者に優しい人間に一歩近づいてくれた
らと思います。
（保護者）
「障害者の方も私たち（健常者）
と何も
変わらない」
。この意識は子どもにとって、
今日の経験の中で大きかったです。
（保護者）

はた織りに挑戦する子どもたち

旭川荘ごよみ
SCHEDULE CALENDAR

アートギャラリーの絵画、
立体作品など紹介

旭川荘は加計美術館との共催で9月17日から23日まで、

9月
3日
5日
6日
12日

天理教秋の清掃奉仕活動 …………旭川敬老園
悠久の庭・旭川学園竣工式 ………旭川荘
家族会等連絡協議会役員会 ………旭川荘家族会
オープンキャンパス …………………旭川荘厚生専門学院

14～28日 いづみ寮作品展（CAFEQI
NEMA）…いづみ寮
19日 敬老の日記念行事 …………………旭川敬老園
第13回ふれあい祭 …………………いんべ通園センター
23日～10月4日 ちょっと見て旭川荘（黒井山グリーンパーク）…旭川荘関係施設

10月
3日 真庭地域センター創立1周年記念式典
江草安彦名誉理事長顕彰碑除幕式…旭川荘真庭地域センター
4日 かっこう花祭 …………………………かわかみ療護園
7日 キャンドルサービス …………………旭川荘厚生専門学院
9日 戴帽式 ………………………………旭川荘厚生専門学院
10日 知的関係施設合同運動会 …………
旭川学園・愛育寮・あかしや園・いづみ寮・あおば
17日 第7回せとうちふれあいまつり ………せとうち旭川荘
秋まつり・夢まつり ……………………旭川療育園・旭川児童院
21日 旭川荘評議員会・理事会 …………旭川荘
24日 環境福祉フェア
（結びの杜）…………旭川荘
25日 第36回秋桜祭 ………………………竜ノ口寮
☆ 遠足・旅行
運動会
秋まつり

編集後記
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加計美術館で「キラリKa
g
a
y
a
k
i
展」

券
犬 各施設
鹸

倉敷市中央の同美術館で「旭川荘アートギャラリー キラリ
Kagay
ak
i
展」
を開催します。
アート活動に取り組む利用者のキラリと光る個性、作品の
輝きにスポットを当てた企画展。オペラ
「アマールと夜の訪問
者たち」の舞台で使用した、障害児らが描いた「星空」の幕
をはじめ、アートギャラリーの絵画、立体作品、愛育寮の織物、
刺繍作品などを展示します。
詳細は、旭川荘ホームページ
（ht
t
p:
/
/
www.
asahi
gawasou.
or
.
j
p/
）
に掲載する予定です。

アートギャラリー常設展2015
（秋）開催中
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38点を合わせた計54点を展
示しています。
日
時：2015年9月1日（火）
～11月25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

「福祉体験バス」
での出来事です。4年生の男の子と相席になり一緒に昼ごはんを食べた後、彼が進んで私た
ち職員の弁当殻を片付けてくれました。「いつもはこんなことしないのに」
と驚くお母さん。午前中、障害者と交流し
たことが、彼を自然とそうさせたのかもしれません。彼の成長を嬉しく思った瞬間でした。
（広報委員

藤原講平）

