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ピアニスト川﨑翔子さんが聴衆の輪の中で演奏した「共楽コンサート」
（3面に関連記事）
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中原川の水辺を光のアートで彩った「蛍色の夕べ」
（8面に関連記事）

1

芸術・スポーツの秋に想う
末光

理事長

「第2回きらぼし★アート展」が、9月29日～10月5日の
間、旧内山下小学校を会場に開催されました。

茂

中の「アールブリュット・ジャポネⅡ」展には、岡山県から山
根暁さん
（鏡野町）
の作品が選ばれています。旭川荘も次

公募展として広く県内各方面から寄せられた294点の

の機会をめざしているところです。

うち、1次審査を通過した66点が展示されていました。旭

スポーツの面でも新しいチャレンジがスタートしました。

川荘からは14点（絵画10点、陶芸4点）
が仲間入りです。

卓球バレーの鳥取・香川県チームとの交流大会を9月20

ほかにも会期中、来場者に配られる缶バッジのデザイン

日に旭川荘で開催。福井の第18回全国障害者スポーツ

に4作品が選ばれており、私は「流れ星」
（デイセンターあ

大会では、オープン競技として実施された全国交流大会

かしやの岩田清さんの作）
をいただきました。

（10月14日）に、荘内5施設による合同チームが岡山県

昨年の「第1回きらぼし★アート展」を契機に、アートの

チームとして初めて出場しました。

面では大きな動きがありました。フランス・ナント市での「こ

11月11日には星野仙一元監督を追悼する「第8回西日

もれび展」鑑賞に参加したご縁から、パトリック・ギゲール

本肢体不自由児ティーボール交歓大会」が開催されます。

フランス国立現代芸術センター
（リュー・ユニック）館長を

江草先生が最後にやらねばとおっしゃっていた障害のあ

迎え、本年8月、山陽新聞社さん太ホールで開催の講演

る人達の文化芸術、そしてスポーツのすそ野が着実に拡

会と「美術館を核にした文化のまちづくり」シンポジウムの

がり、多くの市民の関心を呼びつつあることは、
うれしい限

お手伝いをしました。

りです。さらなる充実・発展に努めましょう。

現在フランス・パリのアル・サン・ピエール美術館で開催

ミャンマーからの留学生
昨年に続き来日

タイのリハビリ医師が旭川荘で研修

今年もミャンマーから2人の留学生が旭川荘にやってき
ました。

タイのリハビリテーション医師が10月9日から19日まで、
旭川荘で障害者ケアに関する研修を受けました。

チョーゼンラッさん
（28）
とイッカイトゥンさん
（25）
は、昨

研修を受けたのはバンコクの国立病院
（陸軍病院）
に勤

年に引き続き、
ミャンマーの医療人材の育成に長年携わ

務し、タイの車いす陸上チームのドクターも務めたタンマソー

る岡山大学名誉

ン・ジェスダチェッド医師（35）
。1990年頃から津山国際

教授の岡田茂先

交流車いす駅伝競走大会等を通じて旭川荘と交流のある

生のご紹介で来

同病院のファンファ・クナドーン医師からの依頼で、研修が

日しました。

実現しました。

ミャンマーでも

タンマソーン医師は、療育園をはじめ児童院、竜ノ口寮、

日本語を勉強し

のぞみ寮など10以上の施設で研修を受け、障害の状況

てきた2人は、さ
らに10月から半

に応じたケアの在り方を学んだほか、12日には児童院多
10月に来日したイッさん
（左）
とチョーさん

目的ホールでタイの医療事情に関する講演会を行い、聴

年間日本語学校に通学し、来年4月に厚生専門学院に入

衆からの多くの質

学。介護福祉士の国家資格の取得を目指します。学費は

問に丁寧に答えて

旭川荘が奨学金として負担し、児童院でアルバイトをして

いました。

生活しています。

2

同医師は「多くの

ミャンマーの高齢化率（65歳以上人口の割合）は6％

施設を見て視野が

程度と言われており、現在は低水準ですが、今後急速に

広がった。研修成

高齢化が進行するとみられています。留学生たちは、将来

果を生かして、タイ

のミャンマーにおいて高齢者介護のリーダーになることが

でもさらに頑張りた

期待されます。

い」
と話しています。
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療育・医療センターで研修を受ける
タンマソーン医師（中央）

夜間に職員常駐 地域生活ホーム完成
わかば寮
わかば寮の新しい地域生活ホーム
（グループホーム）
「みな

ン、風呂、
トイレなどの共有スペース、個室2室、2階は風呂と2

んホーム」
（定員10人）
が10月上旬までに完成し、11月1日か

カ所のトイレ、個室6室からなる同じ間取りで、1階の水回りは

ら入居が始まりました。同ホームは障害支援区分4以上の重

車いすの人に対応したバリアフリー仕様になっています。

度の人を対象にしており、夜間は宿直の職員が待機します。

また、すべての部屋にスプリンク

同ホームはひらた旭川荘から北西約700メートルの住宅

ラーが取り付けられていて、万が一

地に立地。建物は軽量鉄骨2階建て
（延べ床面積381.04

火災が発生した場合には自動で消

㎡）
で、土地の所有者が駐車場などを含め整備。わかば寮

防署につながる火災通報装置も備

が借り受けて運営します。

えています。

内部は男性棟と女性棟に分かれており、
それぞれに玄関と

みなんホームには同月から、
わか

スロープを設置。両棟とも1階に職員宿直室とリビング、
キッチ

ば寮の別の地域生活ホームを利
用する3人とわかば寮の入所者5
人、かえで寮の入所者2人の計10

個室の広さは約六畳。
洗面台とクローゼット、
エアコンも完備

人が入居。当面は現状のまま宿直
1人態勢で運営しますが、将来的

には夜勤の職員を2人置き、定員を14人に増やす予定です。
わかば寮の田中重行寮長は「一般的なグループホームで
は夜間は利用者だけになるが、職員が居るのでご家族にも
安心してもらえる。入所経験が長い重度の人たちにも地域
で暮らす道が開かれたという点で、大きな意義を持つと思う」
わかば寮の新しい地域生活ホーム「みなんホーム」

と話しています。

共楽コンサートで川嵜翔子さんがピアノ演奏
音楽で会場が一つに
グラチア音楽賞第1回受賞者のピアニスト川﨑翔子さんに

シュテックメスト

よる
「共楽コンサート」が10月10日、旭川荘療育・医療セン

の
「歌の翼による

ターで開催され、旭川荘厚生専門学院の学生や旭川児童

幻想曲」など全

院の利用者、職員など約100人が川﨑さんの情感あふれる

3曲を演奏。息

演奏に聴き入りました。

の合った二重奏

（★注）
の一
共楽コンサートはグラチア・アート・プロジェクト

に会場から大き

環として、医療福祉の現場で働く職員と、
そこで働くことを目

な拍手が送られ

指す学生たちを音楽で癒し、今後の活力となるような場を提
供したいと同プロジェクトを提唱した瀧井敬子さん
（元東京

観客に囲まれピアノを演奏する川﨑さん

ました。
川﨑さんと“共

藝術大学特任教授）
の発案で初めて企画。演奏者の間近

演”した大下さんと津田さんは「緊張したが、吹いているうち

でクラシック音楽に親しんでもらおうと、
ステージを作らずピ

に楽しくなってきた」
「川﨑さんが合わせてくれるので、気持ち

アノを囲むように客席を並べて行いました。

良く演奏できた」
と振り返りました。

川﨑さんは「日常のことを忘れて、幻想的な世界に皆さん
を連れて行きたい。共楽コンサートなので、共に音楽の素敵
な時間を過ごせると嬉しい」
と語り、
「幻想」
をテーマにシュー
マンの幻想小曲集第1「夕べに」
など全8曲を披露。川﨑さ
んの奏でる繊細で艶やかなピアノの音色は聴衆を魅了しま
した。また、同学院児童福祉学科の大下美琴さんと津田涼
さんが川﨑さんのピアノ伴奏に合わせてそれぞれフルートで、

★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」
を作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”を発見した瀧井敬子さんが故・江草安彦名誉理事長と話し合
いを重ね、平成25年に創設。ピアノの修復やコンサートなどを行い、
27年3月の旭川荘60周年記念オペラも協賛した。
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望の丘ワークセンターでふれあい運動会
20回で区切り

病棟対抗綱引きに大歓声
南愛媛療育センターで運動会

望の丘ワークセンターは9月22日、家族会、地域の方と合
同で「第20回ふれあい運動会」
を開催しました。

南愛媛療育センターの「第15回運動会」が10月7日に開
催され、利用者と家族、職員の約150人が参加しました。

この日はかわかみ療護園、
たかはし松風寮、松山ワークセ

昨年までは、午前中の開催でしたが、利用者にゆっくりと

ンターの利用者の参加もあり、総勢150人が山間にある望の

運動会を楽しんでもらうため、今年から午後に変更。最後ま

丘ワークのグラウンド

で参加することができ、笑顔あふれる運動会となりました。

に集結。好天の下で、

競技の1つ「落としちゃダメよ」
では、

玉入れやフォークダン

利用者と職員が長い棒に紅白のボー

スを楽しみました。

ルを載せゴールまでいくつ運べるかを

各競技にチャレン

競いました。参加者がそれぞれ沢山の

ジする利用者に観客

ボールを上手に運んだため、途中で

席から温かい声援が

元気よく入場する利用者たち

送られ、笑顔あふれる

ボールが足りなくなるハプニングも起き
ましたが、大いに盛り上がりました。

運動会となりました。

「的当てゲーム」では、高得点が書

利用者と職員が協力した
「落としちゃダメよ」

また川上町のゆるキャ

かれた的を狙って、利用者が玉を手で

ラ
「キジマル」
も来場

投げたり、補助具を使って飛ばしたりして楽しみました。

し、運動会を盛り上げ
てくれました。
◇

最後は、恒例
の病棟対抗綱引

利用者と地域の人が一緒に玉入れ

◇

◇

きです。家族や職

◇

員も加わり両チー

ふれあい運動会は、多くの方の協力で20回という節目を迎

ムが一斉に綱を

えることができましたが、利用者の高齢化が進み、走ることも

引くと、周囲から

難しい方も増えてきているため、今回で最後の運動会とさせ

大きな歓声が沸

ていただくこととなりました。これまで参加していただいた皆様

き起こりました。

紅白の旗を振って応援、絆を深めた運動会

   
（望の丘ワークセンター 宮﨑暁弘）
ありがとうございました。

カレッジ旭川荘 蒜山で登山に挑戦
み ひら

カレッジ旭川荘は9月27日、28日の1泊2日の日程で、三平

やま

山
（標高1010m）
の登山を目的に真庭市蒜山での宿泊研修

大寺駅から高速道路経由で蒜山
へ向かい翌日の登山に備えました。

を実施しました。

2日目はいよいよ本番。雲間から

登山本番に向け、8月から少しずつ準備を進めました。まず

青空が広がる絶好の登山日和とな

は、登山時に必要な杖の作製です。細長い竹を自分の持ちや

りました。登山口から山頂まで1.6

すい長さに切り、節を削り、持ち手にひもをつけ、先には滑り止

㎞、標高差334m のコースを3グ

めのゴムを針金でくくりつけて完成させました。体育の時間に

ループに分かれて出発。途中、高

は、
カレッジ近辺の山で登山の練習を行い、
自分のペースで

い場所を怖がる人や、足が痛くてもう登れないと言う人もいま

はなくグループ全体の

したが、声をかけて励まし、手を引いて一緒に登っていく姿も

ペースを考えて登ること

見られました。頂上が近づくと勾配が急になり、
「あともう少し」

を確認しました。

「がんばろう!!」
と自然に声が出ます。そして1時間15分で全員

宿泊研修には1年、

蒜山の中国四国酪農大学校で酪農体験も

4

絶景をバックに頂上を目指し
登るカレッジ生たち

無事に頂上に到着。山頂からの絶景に歓声が上がりました。

2年生の全員16人と

2日間という短い期間でしたが、普段は体験できないことに

職員7人が参加。マイ

チャレンジでき、共同生活を送ることでお互いの友情を深め、充

クロバスと普通車で、西

実した宿泊研修になりました。
   
（カレッジ旭川荘 岡田光生）
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10周年記念しモザイク画制作
せとうち旭川荘 中山忍さん協力
せとうち旭川荘の開設10周年を記念して、利用者と職員
らが牛窓の風景をテーマにしたモザイク画を制作しました。

んと利用者、職員が手分けして敷き詰め、2日がかりで仕上
げました。

下絵のデザインや材料の準備などは、数々のモザイク画作

完成した作品は、
カラフルな樹木で覆われた山の上にせ

品を手掛ける童画家の中山忍さんが協力。作品は玄関横

とうち旭川荘の建物が立ち、周りをオリーブの木と家々、鳥た

の展示コーナー壁面に設置し、10月20日に開催した「せとう

ちが囲む構図で、明るく温暖な牛窓の風景を色鮮やかなモ

ちふれあいまつり」
でお披露目しました。

ザイクタイルで表現。各パーツには制作者の名前を入れ、建

モザイク画は縦130㎝×横190㎝の大作で、木の板を樹
木や家、鳥の形に切った「パーツ」
と
「土台」の2層で構成さ

土台にタイルを貼る利用者

物にはせとうち旭川荘の愛称「せとあさ」
と10周年を表す
「SETOASA10th」の文字も入っています。

れています。9月中頃か

笠原佳子所長は「モザイク画作りは初めてだったが、中山

ら制作に着手し、利用

さんのおかげでみんなが楽しみながら制作にかかわることが

者が1人1点ずつ樹木

できた。ご家族からも
『タイルの色合いがきれい』
『
（作品に）
名

のタイル貼りを担当。残

前が入っていて、

りを職員と一部家族が

いい記念になる』

手伝い、合わせて63個

と好評。多くの

のパーツを作りました。

方に作品を見

まつりの前々日の18日には土台の板を壁面に取り付け、中

ていただきたい」

山さんが下絵を描いた上に各パーツをレイアウト。さらに画

と話しています。

面の下方は山の緑をイメージしたグリーン系、畑が広がる真

完成した
モザイク画

ん中は黄色とアイボリー、上部はブルー系のタイルを、中山さ

望の丘ワークセンター「ひまわりプロジェクト」2年目
かわかみ療護園も参加
原発事故で被災した福島の障害者施設に代わって食用

わりは無事に成長し、7月中

ひまわりを育て、採れた種を届ける
「ひまわりプロジェクト」に

旬から下旬にかけて次々と開

昨年から望の丘ワークセンターが参加しています。2年目とな

花。9月末までに望の丘ワー

る今年は趣旨に賛同したかわかみ療護園も協力。収穫した

クに種を届けました。

種を10月22日に福島へ向けて発送しました。

望の丘ワークでは9月下旬

同プロジェクトは、原発事故で中止となった障害者による

から種を収穫し、良いものだ

ひまわり油の生産事業を、全国の有志の支援で継続させよ

けを選別。天日干しで乾燥さ

うと現地のNPO 法人の呼びかけで平成24年にスタート。福

せた後、療護園の種を合わ

島から種を送り、各地で育て、採れた種を福島に返送。障害

せて手作業で袋詰めを行い

者施設でひまわり油やドレッシングなどの製品に加工して販

ました。

売します。

乾燥させた種を手作業で袋に詰める
望の丘ワークの利用者たち

種の重さは両施設合わせて約46kg。これに利用者や職

2年目となる望の丘ワークでは約550㎡の畑で利用者や

員で作った「お互いがんばろう」
「毎日元気にすごしましょう」

職員がひまわりを栽培。7月の豪雨災

などのメッセージやイラストをつけ、望

害やサルに茎を折られるなどの被害

の丘から福島に送りました。2年続け

に遭いながらも、同月末には大きな花

て活動を行った望の丘ワーク生活支

を咲かせました。

援員の清水俊佑さんは「今年も種を

望の丘ワークの活動を知った療護

発送することができてよかった。豪雨

園でも
「少しでもお役に立てれば」
と

の時は心配したが、無事に咲いてくれ

望の丘ワークから種を譲り受け、花壇

たひまわりの花に自分たちも元気をも

を利用して栽培に挑戦しました。ひま

かわかみ療護園の花壇に咲いたひまわり

らえた」
と話しています。
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“幻想庭園”に向け灯篭制作
かわかみ療護園 地域住民も協力
かわかみ療護園の陶芸教室に参加する利用者が、11月

チ。底のない筒状で、
ろうそく立てを吊り下げたワイヤーを筒

23日に同園で開催するライトアップイベント“幻想庭園”で使

のふちに引っ掛けて使用します。制作に参加した利用者の

用する陶製の灯篭を手作りしました。地域の人たちの協力も

富家翔さんは「職員さんに手伝ってもらって、灯篭に大好き

得て26個の灯篭が完成。職員が制作した竹の灯篭とともに

なハートマークと
『かわかみりょうごえん』の文字を入れた。本

並べ、夜の園庭を彩ります。

番を楽しみにしている」
と話し、作品の出来栄えに満足そう。

同園では昨年11月、成

当日は26個の作品と160個の竹灯篭、昨年同様「ベン

羽町吹屋地区のイベント

ガラ灯り」の灯篭約100個も借りて並べる予定です。灯籠作

「ベンガラ灯り」で使用した

りを企画した清水裕江副園長は「作った人の個性があふ

灯篭約100個を借りて庭に

れ、
オブジェとしても魅力的な作品ができた。灯篭の数も昨

並べる初の“幻想庭園”を

年より大幅に増えたので、展示エリアを車いすで移動しやす

開催。観賞するだけでなく、

い駐車場にも広げ、間近で楽しんでいただきたい」
と話して

灯篭づくりにかかわることで

います。

職員が作った竹灯篭。
6月にあった園の行事でも使用した

イベントをより身近に感じてもらおうと、陶芸教室の
利用者のほか、今年3月には地域の人たちにも土
ひねりを体験してもらうなど準備をすすめてきました。
灯篭作りは陶芸講師・田邊典子さんの指導の
下、6月と8月の2回行われ、5人の利用者と職員6
人、地域からも9人が制作に加わりました。板に伸
ばして筒状にした粘土の表面にデザインを下書きし
た後、ヘラやクッキー型、ボールペンのふたなどを
使って灯りが漏れる窓をくり抜いて成形。作品は田
邊さんが自宅の窯で焼いて仕上げ、9月初めに療護
園に届けられました。
完成した灯篭は高さ20～24センチで直径9セン

それぞれの作品の出来栄えについて話す利用者ら

国産バナナ栽培 D ＆ Tファーム田中氏が講演
エコール・トモニー
第17回エコール・
トモニー特別企画講演会が10月9日、旭

田中氏はこれまでに取材を受け

川荘研修センターよしい川で開かれ、耐寒性のある国産バ

たテレビ番組の映像を会場で流し、

ナナを栽培する農業法人 D＆ Tファーム取締役の田中節三

バナナの成長細胞やパパイヤの種な

氏が「未来への希望」
と題して講演しました。

どを凍結させることによって新たな生命
力を導き出すという独自開発の「凍結解凍覚醒法」
について
紹介。同様の方法で栽培した鉢植えのコーヒーの木を示し
ながら
「温暖な産地でも収穫に6、7年かかるが、わずか2年
で実を付けた。耐寒性に加え、成長速度も格段に早くなる」
と説明。さまざまな熱帯作物の国内生産の可能性について
言及しました。
さらにバナナやコーヒー栽培などに特化した技術を指導す
る高齢者向けの“農業大学”を開設したいという自身の目標
を明かし
「農業に定年はなく、ハンディがあっても十分働ける
と思う。障害者の方も一緒に農業大学に参加していただき

職員や家族会、荘外の福祉関係者ら約250人が参加した講演会
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掃 除 ①
  今月は掃除に関わる表現を取り上げたいと思います。
  部屋を掃除するときには、ふつう「箒で掃く」
「掃除機でゴミを吸い取る」
「はたきではたく」
「雑巾掛けする」などの作業
が中心になります。
I sweep with a broom. わたしは箒で掃きます。
カーリングでデッキブラシのような道具を使い、氷をこすってストーンの走りを調整すること
をスウィーピングとかスウィープすると言いますが、床を掃く動作の sweepに由来しています。
掃除機で掃除をするときには
I vacuum a room. / He cleans a room with a vacuum cleaner.
などの表現があります。最近はお掃除ロボットが販売されているので、英語で何と言うの
か調べてみたところ、
a cleaning robot / a robot vacuum cleaner
などの表現がありました。
最後に、はたきと雑巾について触れておきます。
はたきは dusterで、
I clean the room with a duster.

私ははたきで部屋を掃除する。

雑巾は floorclothで
She wipes tatami mat with a floorcloth. 彼女は雑巾で畳を拭く。
のように用いられます。
（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

伝え、伝わる
広報誌を目指して

ごしている様子や、作業を頑張っている姿、製品の紹介な
どを楽しんで読んでもらえるよう、写真やレイアウトを工夫し
ています。

吉備ワーク

また、この春からは、通所のご家族の方にもより施設の

ホームでは、こ

ことを知ってもらいたいと、ご家族向けの便りを毎月発行し

の春から広報

ています。
「月間予定や行事の様子がわかるようになった」

誌をリニューア

「毎月楽しみにしている」などの喜びの声をいただいていま

ルしました。活

す。この便りを通し

動内容などを

てご家族と職員の

リアルタイムに

距 離も縮まり、信

届けたい、もっ
と製品を知っ

リニューアルした広報誌とご家族向け便り

てほしい、お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えた
い、そんな思いから、季節ごとに年4回の発行を計画して
います。

頼関係の構築にも
繋がっていくと思い
ます。
紙面の向こうに
いる人を思いなが

家族向け便りを制作する利用者

タイトルをlive ＋ workとし、暮らし
（入所支援）
、働く
（就

ら、より見やすく、より親しみやすい、広報活動を心がけ、こ

労継続 B 型）
の両方のサービスをもつ吉備ワークホームな

れからも伝え、伝わる広報誌を目指していきたいと思いま

らではの情報を発信し、新規利用者や作業の確保、工賃

す。お手元に届きましたら、ぜひご覧になってみてください。

向上に繋げていく役割も担っています。利用者が楽しく過

ASAHIGAWASOU DAYORI
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旧内山下小学校できらぼし★アート展
旭川荘利用者作品14点展示

アート作品並べライトアップ
中原川で「蛍色の夕べ」
旭川荘の敷地内を流れ

「第2回きらぼし★アート展」が9月29日から10月5日まで、
旧内山下小学校（岡山市北区丸の内）
で開催され、旭川

る中原川の水辺にアート作

荘からはいづみ寮やデイセンターあかしやなど5施設から

品を並べてライトアップする

絵画10点、造形4点の合わせて14点が展示されました。

「蛍色の夕べ」が10月12日、

同展は岡山県内の障害のある人たちの芸術作品を紹
介しようと昨年、山陽新聞社会事業団が同社さん太ギャラ

デイセンターあかしや周辺
で行われました。

リーで4会期に

中原川の環境保全に取

分けて開催。今

り組む荘内の「中原川環境

年は旧 内 山 下

改善プロジェクトチーム」が

小 に 会 場を移

デイあかしやと共同で初め

し、施設や支援

て企画。11、12日の2日間を

学校から集まっ

予定していましたが、11日は

た294点のうち、

雨天で中止、12日のみの実施となりました。

66 点を厳 選し

光のオブジェが飾られた
デイあかしや前

デイあかしや前のベランダには、利用者が絵を描いた灯

教室の机に並べられた立体作品

篭やビニール傘、
オブジェなどがセットされ、
日没を待って作

会場には絵の具やサインペンでカラフルに描かれた絵

品の内側や外に仕

展示しました。

画や、粘土などで作られた大小さまざまな立体作品が並

掛けたライトを点灯。

べられ、昭和の面影を色濃く残す教室が作品の魅力を一

暗闇の中に作品が

層引き立てていました。

浮かび 上がり、水
辺の一帯を幻想的
に彩りました。

ライオンズクラブよりタオルの寄贈
荘内25施設へ3600枚

ベランダを彩る灯篭

岡山ひかりライオンズクラブ（LC）
など計5団体より10月

旭 川 荘 ごよ み

16日、タオル3600枚を寄贈していただきました。今年で
11回目となります。

SCHEDULE CALENDAR

タオルの寄贈は平成21年に岡山ひかりLCが始め、2回
目以降は岡山操山 LC、岡山京山 LC、岡山中央 LC が加
わり4LC 合同事業として継続。一昨年からせとうちLCに
もご協力いただいています。
旭川荘資料館で行われた贈呈式には各 LC 関係者10
人が出席し、末光茂理事長にタオルを手渡しました。末
光理事長は「利用者の暮らしに、タオルは欠かせない物。
長年続けて下さりありがたい」
と感謝の言葉を述べました。
タオルは祇
園 地 区をは
じめ、ひらた、
備 前、備 中、
愛媛支部の
計25施設で
使 用 させ て
いただきます。
末光理事長（中央右）
に目録を渡し、
タオルを寄贈するLCの皆さん

編集後記
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11月
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

12月
3日～2月25日 第9回旭川荘アートギャラリー展…… 旭川荘アートギャラリー
3～7日 写真・作品展（川崎医科大学総合医療センター）
……………………………………… 旭川荘関連施設
9日 家族会等連絡協議会役員会・懇談会…… 旭川荘
15日～16日 旭川荘ふくのいち（宮脇書店総社店）…… 旭川荘関連施設
20～21日 第36回旭川荘医療福祉学会……… 旭川荘
☆ クリスマス会・忘年会・餅つき～各施設

読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、そして祭りの秋。皆さんはどの秋を堪能されてますか？鬼北町の祭り
と言えば「でちこんか」。前夜祭に太鼓集団が演奏を競い町内に太鼓の音色が鳴り響きます。西日本豪雨の
爪痕が今なお残っている地域もあると思いますが、お祭りで元気を出しましょう！   （広報委員

ASAHIGAWASOU DAYORI

2018.11.1

244号

小林正昭）

