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卓球バレー 香川、鳥取チーム迎え交流大会
竜ノ口寮など5施設が参加
卓球バレーの鳥取県、香川県チームを迎えた交流大会

反撃のスマッシュが決まると、笑顔を見せていました。

が9月20日、旭川荘療育・医療センターで開催され、荘内

決勝は香川勢同士の対戦となり、オリーブ Bが接戦を制

で卓球バレーに親しむ5施設の利用者が両県の選手らと

しました。準優勝したオリーブ Aの高橋和代さんは「失敗し

試合を通して友好を深めました。

ても互いに声を掛け合うなど、旭川荘チームの雰囲気はと

交流大会は当初、卓球バレー全国交流大会（10月14

てもいい。またぜひ交流試合をしたい」
と話してくれました。

日、福井市）
に初めて出場する旭川荘チームの激励と、5

交流大会を企画した竜ノ口寮の高林和正介護課長は

施設の交流を兼ねた荘内行事として竜ノ口寮が中心となっ

「鳥取、香川チームと対戦して旭川荘の選手も大きな刺

て計画。準備の過程で、日本卓球バレー連盟副会長・堀

激を受けたと思うし、卓球バレー連盟や両県の審判員に

川裕二さんの紹介により鳥取、香川の関係者とも縁がつ

よる的確なレフェリングを間近に見ることができ、職員にとっ

ながり、初の3県交流大会へと発展しました。

ても勉強になった。この盛り上がりのまま全国交流大会に

参加したのは竜ノ口寮、いづみ寮、のぞみ寮の各チー

乗り込みたい」と話しています。

ムと、愛育寮・デイセンターあかしやの合同チーム、鳥取、
香川から各2チームの計8チームで、
選手やスタッフ、卓球バレー連盟
の関係者など合わせて約80人が
集いました。
予選は2つのブロックに分かれ
て各チーム3試合ずつ行いました。
旭川荘の選手らは鳥取、香川チー
ムの巧みな試合運びに翻弄されな
がらも、チームワークで対抗。時折、

交流大会で香川のチーム
（手前）
と対戦する竜ノ口寮チーム

はつらつとプレーするのぞみ寮チーム

旭川敬老園50周年誌製作
今年で開設50年を迎えた旭川敬老園は、記念誌「旭

ゴールドプランの策定や介護保険

川敬老園50周年」を製作し、9月15日に行われた「敬老

制度などの国の施策も交えながら

の日祝賀会」で入居者家族や関係者に配りました。

紹介しています。

旭川敬老園は昭和43年5月に県下2番目の特別養護

さらに「この10年の活動」として

老人ホームとして開園。記念誌では、開園に至る前史か

ユニットケアや看取りケアへの取り

ら現在までの経緯を「旭川敬老園のあゆみ」としてまとめ、

組み、介護ロボットの導入などについて解説。四半世紀に
わたって入居されている方や、昨年から現場で働くベトナム、
ミャンマー出身の外国人スタッフへのインタビューのほか、
生活のひとこまを切り取ったスナップ写真も多数掲載して
います。編集にたずさわった村上真也作業療法主任は「写
真を多く使い、読みやすい工夫をした。たくさんの人に見
てもらえたら」と話します。
A4版、オールカラー、80ページで600部製作。問い合
わせは旭川敬老園
（086-275-4349）

敬老園の50年のあゆみをまとめた記念誌「旭川敬老園50周年」
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ひらたえがお保育園 入園児募集
医療的ケア児なども受け入れ
来年4月に開園する旭川荘初の認可
保育園「ひらたえがお保育園」は来年度
の入園児
（生後6カ月～就学前まで）
を募
集しています。岡山市が認可保育園の一
時募集を受け付ける11月を前に、10月
13日にはひらた旭川荘で保育園説明会
を開催します。
ひらたえがお保育園の大きな特色は
「障害児保育」
。岡山市内では現在11の
障害児保育拠点園（公立9園、私立2
園）
が設けられていますが、障害児の入
園が各園10人に限られ、医療的ケア児
に対応している園はありません。ひらたえ
がお保育園はこうした拠点園ではないも

園舎の建設が進むひらたえがお保育園予定地＝ひらた旭川荘

のの、看護師の配置を増やして医療的ケア児の保育ニーズ

開催。妊産婦を対象に子どもとのかか

に応えるほか、一般園では受け入れ困難な重度の発達障

わり方を体験してもらう
「すくすく子育て

害児にも対応。障害児を定員
（90人）
の約15％にあたる13

教室」
なども希望に応じて随時実施し、

人まで受け入れる予定です。

幼い子どもを持つ人たちが地域の中で

また、家庭の都合などで一時的に子どもを預かる
「一時

孤立することなく、子育てを楽しめるよう支援を行います。

預かり」は、岡山市内の実施園では初めて対象を障害児に

保育士として岡山市内初の障害児保育拠点園の立ち上

も拡大。一日10人まで受け入れる予定

げにも関わった、ひらた旭川荘保育園開設準備室の江田

です。

加代子室長は「認可保育園は基礎点（★注）の高い人が優

このほか、ひらたえがお保育園の独

先されるため、拠点園での個別対応が必要な子であっても

自のプログラムとして、園児と保護者が

入園できない場合もある。一時預かりなどを利用してもらい

参加する「料理教室」を月に1回程度

ながら、手厚い保育を必要としている子どもたちを可能な限
り受け入れ、親御さんたちをサ
ポートしたい」
と話しています。
★注：基礎点
世帯の「保育の必要性」を数値化したも
の。就労時間や勤務形態、同居する祖
父母の有無などにより加算点が異なる。
パートタイムよりフルタイムで働く人の方が
基礎点は高くなる。

ひらたえがお保育園の外観図

10月13日に保育園説明会
ひらたえがお保育園の利用を希望する保護者向
けの説明会を10月13日午前10時から、ひらた旭川
荘内の相談棟3階大講堂で開催します。
江田室長が保育の特色や施設概要などについて
紹介。岡山市の認可保育園利用申し込みなどの手
続きについても説明します。11時半ごろに終了の予

お問い合わせは

ひらた旭川荘保育園開設準備室
086-805-3818

定。事前の参加申し込みは不要です。
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特集
西日本豪雨

座談会

被災地支援を振り返って

旭川荘は西日本豪雨災害の発生直後から9月上旬にかけて、甚大な被害のあった倉敷市真備町などへ被災地支援の
専門職員を派遣しました。岡山県社会福祉協議会が中心となって編成した県内初の災害派遣福祉チーム
（DWAT）
に参
加した寺町清二さん
（デイセンターあかしや支援課長）
と小豆忠博さん
（旭川荘療育・医療センター支援部長）
、倉敷市保
健所が県介護支援専門員協会の応援を得て実施した真備地区全戸把握事業
（戸別訪問）
に参加した宮﨑祐子さん
（愛
育寮支援課長）
の3人に活動を振り返ってもらいました。
（聞き手は広報委員長・小幡篤志）

―いつ現地に入り、どんな活動をしたか？
寺町：DWAT の先遣隊として7月10日から3日間、DWAT
コーディネーターの補佐として7月18日から6日間、岡田小学
校の避難所に入った。先遣隊の目的は被害状況と被災者、
避難所状況などの情報収集、さらに今後の活動を検討する
ことだった。
避難所内を保健師と一緒に回ることで利用者状況を把
握、要援護者をDMATなどの災害派遣医療チームにつない
でいった。中には寝たきりで軽い脱水症状など、避難が長期
になれば生命にかかわるような人もいた。医師からDWATに
相談があり、病院や特養につないだケースが先遣隊の頃か
活動を振り返る
（右から）
小豆さん、寺町さん、宮﨑さん

らあった。
被災者からの細々とした問い合わせや相談が市職員に集

宮﨑：戸別訪問最終日の8月10日、被害が最も大きかった

中していたので、
「なんでも相談」を設置して、誰につなぐのが

川辺、箭田地区を歩いた。訪問件数は2人ペアで1日20件が

いいのか情報の整理をした。避難所運営もスムーズになり、

目安だが、最終日だったので36件回った。

後の DWATの活動につながった。

水害からひと月しか経っていないのに、すでに工事が入って
更地の所もあった。一方、家具が入った状態のまま何も手を

小豆：7月25日から8日間、寺町さんから引継ぎを受けて現

付けていない所もあり、その差に驚いた。

地に入った。避難所での医療チームの活動は終わっていた

非常に蒸し暑い中、家を片付けていたのは60代後半から

が、福祉の場合、状況によってニーズは変わるし、長くなると

70代の男性が多かった。話を聞いたのは4月から再雇用で

新しいニーズが出てくる。初期のころに一時的に入院した人

会社に勤め始めた65歳か70歳くらいの男性。職場の人が来

が退院することになったが、
（避難生活のため）帰ってきても

て、いろいろと助けてくれたという。
「自分はよかったけど、
どこ

困るといった相談もあり、その調整などもあった。長い目で見

にも所属をしていない、年金で暮らしている人には助けがな

てニーズに対応していくことも福祉では必要だ。

い」と教えてくれた。さらに「若い者ならローンを組んで家も
建てるだろう。でも、この年齢から家を建て直すのは、どうか

―小豆さんには被災した真備町内の児童発達支援センター

なあ…」
とも。先の心配をしながら目先の片づけをされている

へ8月3日、療育・医療センターやみどり学園が提供したおも

のがよく伝わってきた。

ちゃなどの物資を届けてもらった。

復興に向け、それぞれ一生懸命努力されている。中には、
ここまで水に浸かったとか、
どうやって避難したとか被災の状

小豆：小田川の支流のそばにある、社会福祉法人が運営す

況を細かく教えてくれる人も。健康チェックという名目で回っ

る事業所だった。一階は全部水に浸かったそうだが、翌週か

たということもあるが、
「何しに来た」
と訪問を拒む人はあまり

らの開所に向け部屋はきれいに整えられていた。
「物が全部

いなかった。

流されたので、すごく助かります」と喜ばれた。
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―被災者に対する接し方で心がけたことは。
寺町：チームとして気を付けたのは、相談件数が多いこともあ
り、聞かれたことに対して深追いをしないということ。ケースワー
クのように相手のニーズを引き出してしまうと収拾がつかない。
「罹災証明についてどうしたらいいか」
と聞かれたら、手続きが
できる場所や連絡先を伝えるなど、一つの相談に一つの返答
をきちんとして終わらせる。気持ちの部分で、何か言いたい人
には傾聴の配慮もしながら、急性期はまず的確な情報を流す
ことに軸足を置いた。

同意書の作成など、多くのことを教わり本当に有難かった。
DWATの活動を岡田小から二万小、薗小の避難所へ広げる

小豆：初期に比べると対応件数は減っていた。朝晩、避難所

ことができたのも、
こうした他県のサポートがあったからだ。

内を巡回することになっていたが、被災者にとっては生活の場
でもある。無理に入っていくのではなく、様子伺いだけにとど

―専門職としての活動を振り返り、今思うことは？

め、求めがあることに応えることにした。寺町さんがいたころか
ら気になる要援護者はケースを作り、情報を整理していた。支

宮﨑：ソーシャルワーカーとして病気やケガなどで生活が変化

援スタッフは2、3日で交代していくので、チーム内できちんと引

した人の支援にかかわっていたが、被災して生活が大きく変わっ

き継ぎをするよう気を付けた。

た人たちに接し、
これからの生活につなげる支援について考え
る機会を得た。医療は治療をしたら終わるが、福祉の役割は暮

宮﨑：安否確認を目的としていたので、1件あたり10分を目安

らしを継続するための手助け。安心して生活していただくために、

に回った。ただ話しかけられたら、可能な範囲で聞くことは心

どうつなぎ、地域づくりにかかわるか。地域包括ケアシステムの

掛けた。継続しての支援ではなく、その時の関わりだけなので、

福祉の部分の役割について、改めて意識することができた。

そこは意識をした。
小豆：各所が発する情報をキャッチできなかったり、情報を伝
―寺町さん、小豆さんは8月下旬と9月初旬にも現地入りした。
被災者の変化をどのように感じたか。

えられてもすぐに動けなかったり、
そういう人たちが取り残されて
いく。きちんと説明してつなぐのが福祉の役割で、
そこは丁寧に
できればと心掛けた。災害は本人にとって望んでいない出来事。

寺町：8月下旬に避難所に行ったときのこと。避難している人

気持ちを切り替え、
そういう選択もいいのかと折り合いをつける

が取材記者に怒号を浴びせているのに遭遇した。僕らも間に

のに時間もかかるだろう。普段の相談支援の場面でも、相手の

は入れず、周りもどうすることもできない。その頃の避難所は、
よ

心の動きに思いをはせ、寄り添いながら仕事をしていきたい。

そへ移れない人や仮設住宅の抽選に落ちた人が残っていた。
やり場のない思いを抱えた人たちが結構おられたのだろう。体

寺町：東日本大震災の時に「石巻モデル」
として行政とNGO

育館の面々には遠慮して言えないが、外部の人には言いやす

の連携が注目を集めたが、その時に活躍したNGOが倉敷市

い。話を聞きに来た記者に気持ちをぶつけているといったこと

へさまざまな提案をしていた。例えば、避難所を9つのブロック

が時々見られた。

に分けて班長を置き、毎日定時に情報交換の場を持つといっ
た提案。行政が主導すると
「指示・命令」のようになりかねない

小豆：9月1日には「なんでも相談」に来て長時間座って話し

が、NGOが入ることで雰囲気を和らげていた。住民に情報を

込む人が結構いた。悔しさとか怒りとかをぶつけるわけでなく、

伝える機関紙も作っていた。彼らは経験もあり動きもスピー

スタッフに静かに心情を吐露していて、時間がたったら解消さ

ディー。感銘を受けた。

れるものではないと感じた。被災直後は生きるだけで大変だっ

最初は避難所に詰めていたDMATなどが徐々に避難所か

たが、避難所に残った人たちの間には、
この先の不安が高まっ

ら手を引き、地域に活動拠点を移していくのを間近に見ること

ている。怒りや焦りなど、時間や状況によってどんどん変わって

ができた。DWATもずっとスタッフの派遣が続くわけではなく、

きている。

3週間目には終わり方の話もしていた。急性期にできること、終
わり方、
どこにつなぐのか。次の展開を念頭に置きながら活動

―DWATの始動には他県チームの応援もあった。

できたのは東北支援の時の経験が役立ったし、今回の経験も
勉強になった。

寺町：昨年のDWAT 編成に向けた研修会で講義をした京都

災害時の初期対応は非常に大事で、例えばボランティアな

の大学の先生や、岩手のDWATが初日から応援に入ってくれ

ども受け入れる側がどうチームを組みどうさばくのか、イメージ

た。相談もしやすかったので、スムーズに活動に入れた。両県

を持って対応する術を練習しておけば、もっといい活動につな

のチームは熊本の震災時も応援に行っていて、熟知した人が

がるだろう。司令塔となるリーダーを養成しておかなければなら

岡山に来てくれた。個人情報の扱いや、情報を引き継ぐ際の

ないと思う。
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障害者の芸術文化活動テーマにシンポジウム
障害医療福祉セミナー
第51回旭川荘障害医療福祉セミナーが9
月13、14日、
ピュアリティまきび
（岡山市北区下
石井）
で開かれ、県内外の福祉関係者ら約
140人が参加しました。
セミナー2日目は「障害がある方の芸術文
化活動の魅力と未来」
をテーマにシンポジウ
ムを開催。厚生労働省の大塚千枝さん
（障
害者芸術文化活動支援専門官）
、NPO 法
わにかわ

も
人ひゅーるぽん
（広島市）
の鰐川華衣さん、
もぞの福祉園
（岡山市）
の池田恵里さん、生
活介護事業所ぬかつくるとこ
（早島町）
の
たんじょう

丹正和臣さんがシンポジストとして発表し、鳥
さち こ

取大学地域学部の川井田祥子教授がコー
ディネーターをつとめました。

障害のある方の芸術文化活動をテーマに意見交換したシンポジウム

見て自然に参加するようになった。今後も作家さんたちと作

大塚さんは昨年から文化庁の国民文化祭と

品に取り組む時間を育んでいきたい」
と語りました。

一体的に開催している
「全国障害者芸術・文化
祭」
などの厚労省の取り組みについて解説。
「障

丹正さんは、利用者
（ぬかびと）
の好き

害のある方の芸術文化活動は人と人をつなぐ

なことやこだわりを仕事やワークショップに

役割をしている。活動を支援していたら、

した「とだみくじ」
（利用者の戸田雅夫さん

いつの間にか町づくりや、
その地域の産

のなにげない一言を記したおみくじ）
や「マ

業について考えるようになったという人

ンちゃんカレー」
などの事例を挙げ、
「これ

も出てくるなど、
自分の町とつながるす

らの活動を通して外部の人とぬかびとが“障害”に関係なくつ

べになっている」
と語りました。

ながることができるところが面白い。これからもこうした機会

障害のある人たちの舞台表現
（演劇）
に取り組んだ鰐川さ

を提供していきたい」
と意欲を示しました。
川井田教授は障害者の芸術表現がもたらすものとして、
コ

んは、演出家や脚本家と障害者を繋ぐ演劇ファシリテーター
の重要性に言及し
「彼らが文化と福祉の融合点を見つける

ミュニケーションの一つの手段としての自己表現になること、

という大きな役割を果たしてくれた。公演を見た人に福祉的

自らの意思を受け止められることによって自己肯定感が育ま

な意味ではなく、文化的な豊かさを届けることができたと思

れること、周囲の人たちが障害者への肯定的な視点をもつ

う」
と振り返りました。

きっかけになること、の3点を挙げ、今後に向けて
「プロを育て
ることが目的ではなく、本人の意思を尊重

施設でアート活動の支援にたずさわる池田

するための環境整備が大切」だと指摘。

さんは「職員の仕事は『素材の提供』
と
『環境
を整える』
こと」
として、指導はせず、利用者
（作

「現場から声を上げ、情報交換しながら、行

家さん）
の自由な発想に任せるももぞののやり

政と連携して自分たちが活動しやすいもの

方を紹介。
「創作活動に参加していなかった

にしていってもらいたい」
と総括しました。

人が、周りの人たちが楽しそうに活動するのを

川井田祥子教授
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大塚千枝さん
（厚生労働省）

ASAHIGAWASOU DAYORI

鰐川華衣さん
（ひゅーるぽん）池田恵里さん
（ももぞの福祉園） 丹正和臣さん
（ぬかつくるとこ）
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食べる③
テニスの全米オープンで初優勝した大坂なおみ選手の帰国会見をニュースで見ました。
「好きなカツと抹茶アイスは
食べましたか」と記者から質問され「まだ食べていない」と答え、その理由として、
I have to be on a diet.
（次の試合に向け）
ダイエットしなければいけない
と答えていました。日常会話の中では体重のコントロールの意味で使われることが多いダイエットですが、医療・福祉分
野では治療のための特別食・療養食の意味で使われることもあります。
I have meal restriction. わたしには食事制限があります
protein-restricted diet タンパク質制限食
sodium-restricted diet 食塩制限食
carbohydrate-restricted diet 炭水化物制限食
diabetic diet 糖尿病食
「食べる」の最後に食物形態についての表現をいくつか集めておきます。
easy-to-swallow food 飲み込みやすい食事
easy-to-chew food 噛みやすい食事
minced food 刻み食
pureed food ペースト状食（うらごし状の形状の食事）
thickened food/drinks とろみを付けた食事／飲み物
（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

基礎つく
りの先に見えるもの

ときとは反対に、見た目
が次々と面白いように

大学時代、旭川荘のある施設に卒業研究のため約半
年間通っていました。関係づくりに悩みながら迎えた最後

変化していく様子に気
持ちも高まります。

の日、それまで表情を変えることがなかった Aさんが、何気

何回も見てきた一連

なく交わした言葉に初めて笑顔を見せました。まさしく
「破

のこの光景に、専門職

顔一笑」の言葉がぴったりでした。

としての姿勢を重ね合

その後、旭川荘に就職して20数年が経ち、ここ数年は

わせてしまうのです。なかなか先が見えず、ごく小さな変化

施設の建て替えに関わってきました。毎回同じ工程で工

に気づいたり気づかなかったりの日々を積み重ね、しっか

事は進みます。まずは既存の建物の解体撤去。人が引っ

りとした基礎をつくることが、その先に待っている可能性や

越し、物が全て運び出された後の何もない建物は、それま

希望につながっていきます。そして、内装の裏に隠されたラ

での活気が嘘のように生命の気配が失われ、空虚さを感

イフラインのように、見えない部分に存在する大切なものに

じます。そして基礎工事が始まり、建物の骨組みとなる鉄

気づける感性をみがくこと。

骨が立ち上がっていきます。時間をかけて行われる基礎工

20数年前、先の見えない日々に思い悩んだのは、あの

事は、見た目には大きな変化はありません。外壁が貼られ

「破顔一笑」にたどり着くための必然の日々だったのでしょ

建物の姿がはっきりとしてきたら、内装に移っていきます。

う。この仕事は、結局そういうことなのだと。利用者の笑顔

建物のライフラインとなる無数の配線や配管がやがて内壁

が見たい、ただそのために懸命に日々を重ねていくのだと、

や天井の中にすっぽりと隠されます。あれこれとデザインを

最近思うようになったのです。

選んだ内装が施されて完成です。内装工事は基礎工事の

ASAHIGAWASOU DAYORI

（広報委員

2018.10.1

上原利恵）
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「色彩あそび」にワクワク
みどり学園

旭川学園でふれあいキャンプ

みどり学 園は8

旭川学園で8月24日、25日、ふれあいキャンプが開催さ

月23日、園庭で絵

れました。地域の小学生と学園利用者が料理やレクリエー
ションを通してお互いを知ることを目的に毎年夏休みに行っ

の具を使って遊ぶ

ていて、今年で31回になります。

「色彩あそび」を実
施。子どもたちや

今年は職員の子どもを中心に小学生5人と利用者18人

家族、職員が一緒

が参加。猛暑のため屋内での催しとなり、
自己紹介ゲーム

に楽しみました。

や夕食作り、
ビンゴ大会などで交流をしました。特に盛り上
がったのはスイカ割りで、
目隠しをした子に周りから
「右右」や

「色彩あそび」は

「もっと前」
など大きな声が飛んでいました。中にはスイカと

子どもたちにダイナ
ミックに遊んでもら

ローラーやスプレーで自由に色を塗っている子どもたち

おうと企画。それぞれ水着を着て、長さ約５メートルの模

は逆方向の観客席に向かって進んでしまう子もいて、会場
は歓声と笑いに包まれていました。

造紙にローラーや筆、さらに手や足なども使って色を塗っ

初めて参加した小学6年生の男の子は「お兄ちゃんたち

ていきます。中にはおなかや背中に絵の具がついて体中

と一緒に作ったハヤシライスはおいしかった。新しい友達が

が緑色になっている子も。また絵の具を溶かした色水を

できた」
と話してくれました。

使う遊びでは、子どもたちは赤や青、緑などの色水を混ぜ
あわせて色の変化を見たり、色水の入った袋を手でにぎっ
てつぶす触感を楽しんだり、それぞれの遊びに熱中してい
ました。
子どもと一緒に絵の具まみれになっていた川本大輔支
援主任は「職員で話し合い新しいプログラムにチャレンジ
しようと企画した。子どもたちは遊びを通してたくさんのこ
とを学んでいく。これからもワクワクドキドキするような遊び
を用意して、共に楽しみ共に学び合っていきたい」と意欲
的に話してくれました。
目隠しをしてスイカに向かって進む子。周りからは声援が飛ぶ

旭 川 荘 ごよ み

第11回環境福祉フェア

SCHEDULE CALENDAR

10月

「第11回環境福祉フェア」を10月27日午前10時から午
後3時まで、旭川荘結びの杜（岡山市東区西大寺浜）
で開

6日 知的障害関係施設合同運動会
		 ……………………旭川学園・愛育寮・いづみ寮・あおば・
		
あかしや園・デイセンターあかしや
17日 平成30年度第2回理事会… ……… 旭川荘
20日 せとうちふれあいまつり… ………… せとうち旭川荘
25日〜27日 療育・医療センターまつり… ……… 旭川荘療育・医療センター
27日 環境福祉フェア
（結びの杜）
………… 旭川荘
27日 学院祭
「結び祭」
… ………………… 旭川荘厚生専門学院
		
（吉井川キャンパス）
30日 大規模地震防災総合訓練………… 祇園地区
31日 平成30年第2回評議員会… ……… 旭川荘
☆ 運動会、
日帰り旅行～各施設

催します。
「お菓子のプレゼント」
（中学生以下、先着150人）
や日用
品バザー、
ドッグショーなどが行われるほか、荘内の施設で
作った焼き菓子や農産品、手工芸品の販売もあります。当
日は隣接する旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパスの学
院祭「結び祭」も開催されます。
小雨決行。お問い合わせは、旭川荘事務局
（086-275-7007）

編集後記

11月

今月は卓球バレー交流大会を紹介しました。東京パラリ

3日 やまびこまつり……………………… 南地区
3日 学院祭……………………………… 旭川荘厚生専門学院
		
（旭川キャンパス）
3日 ひらた旭川荘秋まつり……………… ひらた旭川荘
9日 旭川荘創立記念式典……………… 旭川荘
10日 学園祭……………………………… 旭川学園
11日 ティーボール交歓大会……………… 旭川療育園
27日 第6回グラチア音楽賞授賞式・受賞記念コンサート
		 ……………………………………… 旭川荘
28日 第9回旭川荘アートギャラリー展表彰式… … 旭川荘アートギャラリー
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ンピックを控え、パラスポーツを紹介するテレビ番組も増え、
先日ボッチャを取り上げた番組をテレビで見ました。週1～
2回ほどボウリングをしている身としては、投球の精度に目
が行きます。ボッチャはボウリングでいうロフトボールを投げ
る
（手元からやや遠めに投げる）
ので、ボールのコントロー
ルが難しそうな気がします。パラスポーツの技術に学びの
素材を見出しています。

243号

（広報委員

後藤祐之）

