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宮脇書店総社店を会場に初めて開催した「旭川荘ふくのいち」
（6面に関連記事）
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グラチア音楽賞授賞式で花束を贈られる
園田隆一郎さん
（左端）
、勝村麻由子さん
（奥）
（4面に関連記事）
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旭川荘100年の「フューチャー・デザイン」から
今なすべきことを
理事長

末光 茂

旭川荘は60周年を契機にして、
「10か年計画」を策定

具体例として、岩手県矢巾町での例が紹介されました。

しました。いわゆる老、壮、青の各世代と各分野を代表す

黒字の水道事業への対応について、現役世代と将来世

るメンバーが中心になって、1年余り熱心な議論を重ねた

代で意見が分かれたそうです。現役世代は「黒字分を町

成果です。さらに10か年計画のうち、当面3年で具現化す

民に還元すべき」
、つまり水道料金の値下げ案です。

る作業も一歩一歩進んでいます。

対して将来世代は、
「30年、40年後までには、必ず水

その時その時の場当たり的な対応でなく、中・長期的な

道設備の抜本的な工事が必要になる。その時に困らない

計画に沿った事業運営と建物設備そして人材の育成は、

よう、今から貯えておくべきだ」
。近隣の町村に比べ水道

「持続可能な発展」に不可欠です。

料金が安いようなので、
「むしろ若干の値上げもやむなし」

最近、慶應義塾大学の小林慶一郎教授のお話から、
「フ
ューチャー・デザイン」という取り組みを知りました。30年、
40年先に責任ある立場に立つはずの若者たちが、現在
から未来を見通す
「将来展望」
とは別に、
30年、40年後のあるべき姿をまず想定
し、そこから逆に今現在取り組むべき課
題を議論し明らかにする。そしてその目標に
至る道筋を共有するものです。

の案だったとのことです。結果はどうなったのでしょうか。
いずれにしても、厳しい環境下だからこそ、現役世代が
将来世代に負の遺産を遺さないように、将来を見据えた
対策が不可欠といえます。
旭川荘も約35年後の100周年の時代を、実際に担うで
あろう20代、30代の職員が将来、つまり
「フューチャーの姿」
を描き、そこから今なすべきことを提案する。そのようなプ
ロジェクトを新しい年度には具体化させたいと思います。

新 年 のご挨拶
旭川荘友の会 会長

延原 正

旭川荘家族会等連絡協議会 会長

新年を迎え、皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し
上げます。

輝かしい新年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心より
お祈り致します。

昨年は西日本豪雨によって、岡山がかつて経験した

昨年7月の西日本豪雨は県内各地に甚大な被害をも

ことのないような、大きな災害がありました。被災された

たらしました。被災された皆様には心よりお見舞い申し

地域の一日も早い復興をお祈りいたしております。

上げます。

旭川荘は幸いにも大きな被害はなかったそうですが、

このような災害がまたいつ起こるか分かりません。い

多くの職員さんが避難所などの応援に入られたと聞い

ざというときに備え、各施設の防災体制やそれぞれのご

ています。地域の人たちのお役に立とうという心意気は、

家庭での安全対策をどうぞ宜しくお願い致します。

大変素晴らしいと感じています。

平成もあと少しで終わり、新しい元号が始まります。

今年は障害児の保育園も作られるそうです。これも、
お母さんたちが待ち望んでいた保育園です。
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木村権哉

全ての人が幸せを実感できる共生社会の実現に向け、
利用者の皆様、職員の皆様、

少子高齢化社会の中で、人々の思いにこたえ、一生

家族の皆様、また、施設、家族

懸命に取り組んでおられる旭川荘を、友の会も末永くご

会がそれぞれの目標をもって

支援いたしたいと存じます。

頑張っていきましょう。
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檜尾常務 中国社会事業功労賞受賞
檜尾博常務理事が11月22日、

ました。

中国新聞社会事業団が社会福祉

また、障害者への直接的なサポートだけでなく、当時の岡

の分野で顕著な功績が認められた

山県知的障害者福祉協会の地域支援部会長として、県内

人に贈る
「第63回中国社会事業

および全国の関係施設と連携し障害者の自立生活促進に

功労賞」
を受賞しました。

取り組み、就労と日常生活を一体的に支援する
「岡山障害

檜尾常務理事は昭和49年に旭

者就業・生活支援センター」の開設を実現しました。

川荘に就職。旭川学園、みどり授

さらに、
「障害者が地域で暮らすためには、地域の人の理

産センター
（当時）
、ぎおんハイツ

解と協力が必要」だとして、各地で地域住民、元施設利用

（同）
、いづみ寮などで知的障害者の生活支援や施設の管

者、民生委員、施設職員の交流会「地域生活支援ネット

理運営に携わってきました。

ワーク協議会」
も20年以上継続して行うなど障害者と地域

特に障害者が自立して地域で暮らすための環境整備や

の相互理解にも力を入れています。

サポートに取り組み、
グループホームの開設や利用者の就

檜尾常務理事は今後について
「支援、介護、相談の現場

労に向けて力をいれるとともに、施設とは異なる地域社会で

から荘全体を見る視野の広さを持ち、
そしてこれからの旭川

の暮らしに戸惑う人や孤立する人などに寄り添い支援してき

荘を担える人材を育てていきたい」
と話します。

ひらた支部のウェブサイト完成
どの端末でも見やすく表示
旭川荘ひらた支部の施設情報や取り組みを紹介するウェ

に分けて解説。サービス内容の

ブサイト
「ひらた旭川荘」が完成し、12月末までに公開されま

ページから、
そのサービスを提供

した。アクセスする機器の画面サイズに応じて、見やすい表

する施設の情報にスムーズにアク

示に自動で切り替える
「レスポンシブウェブデザイン」
を採用。

セスできるようになっています。

パソコンのほかスマートフォン、
タブレット端末でも快適に閲

またお知らせ・イベントや採用

覧できます。

情報、施設情報の更新、
フォト

トップページのメインビジュアル
（サイトの中心となるイメー

ギャラリーへの写真追加などは、

ジ画像）
は新緑の“ひらたの杜”と、
そこで開催される
「ひらた

各施設から管理画面にログイン

の市」
、利用者のアート作品など5点のイメージカットで構成。

することで作成・登録が可能で、

緑豊かな生活環境を紹介するとともに、岡山市街地西南エ
リアの「福祉の総合拠点」
を目指すひらた旭川荘関係者の
思いを「地域共生社会の文化を『ひらたの杜』から」―の
キャッチフレーズに込めました。
支部で実施する福祉サービスは「取り組み」
という項目の
中で、
「相談する」
（相談支援）
、
「暮らす」
（施設入所支援、
グ
ループホームなど）
、
「働く（
」就労継続支援）
などのキーワード

ウェブサイト「ひらた旭川荘」のファーストビュー

スマートフォンでも見やすく表示

サイト管理者の承認を経て各
ページに表示されます。

サイト管理者の佐藤美彦・ひらた支部事務局長は「ひらた
支部の活動を多くの人たちに知ってもらい、支援が必要な人
に福祉サービスを活用してもらえるよう、随時情報を発信して
いきたい」
と話しています。
サイトのURLはhttp://hirata-asahigawasou.jp/

4月開園の「ひらたえがお保育園」を含め9施設の情報を掲載
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グラチア音楽賞に園田隆一郎さん
勝村麻由子さんに特別功労賞
第6回グラチア音楽賞の授賞式・受賞記念コンサート
（主

そのエネルギーに圧倒されそうになった」
と振り返りました。

が11月27日、旭
催：旭川荘、
グラチア・アート・プロジェクト★）

さらに瀧井さんが、2020年9月に同オペラの英語版を再

川荘厚生専門学院で行われ、平成27年3月に上演した旭

演する計画に言及。園田さんが再び指揮をとり、勝村さんも

川荘60周年記念オペラ
「アマールと夜の訪問者たち」で指

制作にかかわることを明らかにしました。

揮を務めた園田隆一郎さんにグラチア音楽賞が贈られまし

受賞記念コンサー

た。また、平成29年1月から旭川児童院、旭川敬老園を定

トでは、園田さんがク

期的に訪れ、利用者のベッドサイドに生演奏を届けるバイオ

ロイツァーゆかりのピ

リニストの勝村麻由子さんに今回新設したグラチア特別功

アノで、
プッチーニの歌

労賞が授与されました。

劇などから2曲を、勝

授賞式では末光茂理事長から園田さん、勝村さんに賞

村さんはバッハの無

状が手渡され、
グラチア・アート・プロジェクト代表の瀧井

伴奏ヴァイオリン・ソナ

敬子さん
（元東京藝術大学特任教授）
から副賞が贈られま

タ第1番第1楽章ア

した。

ダージョをそれぞれ披

バイオリンを演奏する勝村さん。
深く哀愁を帯びた音色が観客を魅了した

続いて「アマールと―」の中で、利用者や職員らが村人

露。演奏を終えた勝村さんは、左手の手術から瀧井さんとの

役で合唱するシーンをスクリーンに映しながら、瀧井さんと

出会い、利用者との交流に触れ「旭川荘は
（自分にとって）
音

園田さんが当時の思い出を紹介。園田さんは旭川荘合唱

楽家として、人間として、再出発を図れる場所。今回の受賞

団の印象に

でその思いがさらに強くなった」
と語りました。

ついて「プロ
の合唱団に

★注：グラチア・アート・プロジェクト

はない元気

旭川荘の利用者、職員らがアートを媒体として
「笑顔を

と、やる気が

共有する場」
をつくることを目的とした企画。旭川荘が所有

満ち溢れて

する“クロイツァーゆかりのピアノ”を発見した瀧井敬子さん

いた。
『いい

が故・江草安彦名誉理事長と話し合いを重ね、平成25年

音楽がした

に創設した。グラチア音楽賞は若手演奏家の中で人間の

い』
『一生懸
瀧井さんとともにオペラ「アマールと夜の訪問者たち」の
思い出を振り返る園田さん
（左）

生き方や哲学に強い関心を持つ逸材を発掘

命歌いたい』

するもので、毎年この時期にコンサートを開催。

という気持ち

旭川荘60周年記念オペラも協賛した。

が感じられ、

利用者の作品見て！
Oh！ぎゃらりー
旭川児童院の利用者が作業療法の活動で作っ
た作品を紹介する
「Oh！ぎゃらりー」がこのほど旭川
荘療育・医療センター4号棟1階にお目見えしました。
「Oh！ぎゃらりー」は利用者がリハビリの一環で取り
組む紙をちぎる、丸める、パンチで穴をあける…など
の作業を通して生み出す多彩な表現を、多くの人に
見てもらいたいと昨年6月に作業療法士
（OT）
たちが
始めたもの。
「OT」の「O」
と驚きを表す「Oh」から

作品を展示している会場＝平成30年11月13日

「Oh！ぎゃらりー」
と名づけました。
現在は、昨年10月の
「旭川荘療育・医療センターまつり」
で

りばめた貼り絵などが並びます。

「OT 芸術大賞」
に選ばれた10点を展示。オレンジ色のお花

4

リハビリテーション課作業療法主任の折橋清美さんは「作

紙を丸めて柿の実にみたて、画用紙の木に実らせた立体作

品を見てもらうことが利用者さんの励みになっている。重心

品や、棒の先に穴のあいた丸いカプセルを付け、振るとラメ

の人たちの表現や可能性に目を向けてもらえると嬉しい」
と

が落ちる作業療法士お手製の道具を使いラメを効果的に散

話します。
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第9回旭川荘アートギャラリー展 受賞作品決まる
旭川荘アートギャラリーは11月28日、
「第9回アートギャラ

から2月25日まで）
では、受賞作品を含む48点を展示して

リー展」の受賞作品を発表しました。今回は荘内21施設

おり、平日午前9時から午後4時まで、入場無料でご覧いた

198人から328点の作品応募があり、審査の結果、以下の

だけます。アクセス・開館日等の詳細は、旭川荘ホームペー

11作品が選ばれました。

ジをご確認ください。

同日開催された表彰式では、末光茂理事長が出席した
受賞者5人に表彰状と記念品を手渡し「この受賞をきっか
けに自分の特性・良さを伸ばしながら、その力を一層高め
ていただきたい」
とあいさつ。最優秀である「江草安彦賞」
に輝いたカレッジ旭川荘の桑原直希さんが「賞に選んでい
ただいてありがとうございます。これからも頑張ります」と述
べると、出席者から大きな拍手が送られました。
旭川荘アートギャラリーで開催中の本展
（会期：12月3日

作品を背に記念撮影をする受賞者
（前列）
ら

理事長賞

江草安彦賞
「無限平和りゅう」

桑原 直希さん（カレッジ旭川荘）

岡山県食品卸同業会会長賞

「山びこポストのある風景」

松井 峰子さん（くわのみどりの家）

旭川荘友の会会長賞

「花火と夏の花が咲く橋を世界の名車が走る夏の旅」

「記録のうつわ」

物部 紘二郎さん（望の丘ワークセンター）

中桐 郁郎さん（いづみ寮）

特 選

アートギャラリー名誉館長賞

「みかん畑」

伊藤

宏さん（デイセンターあかしや）

「花びらいっぱい「85」枚」
橘 邦彦さん（デイセンターあかしや）
「十人十色」

高田 洋子さん（愛育寮）

「色とりどり」

守都 純平さん（せとうち旭川荘）

「ゴッド・マインド」 青木 大輔さん（いんべ通園センター）
「ちぎって、まるめて、穴をあける」
守安 照幸さん（いづみ寮）

「2さつ2019年色」

藤田 真由さん（旭川荘真庭地域センター）

お問い合わせ：旭川荘アートギャラリー
岡山市北区祇園866
（旭川学園隣） 電話086-275-4647
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川崎医大総合医療センターで写真・作品展
旭川荘の活動紹介と製品販売
「第32回旭川荘写真・作品展」
が12月3日から7日まで、川
崎医科大学総合医療センター
（岡山市北区中山下）
で開催
され、写真やアート作品の展示、製品販売を通して旭川荘の
活動をPRしました。
写真・作品展は毎年6月に川崎医科大学附属病院
（倉
敷市松島）
、秋に総合医療センターで行われる恒例イベント。
会場の3階待合スペースには6月と同様に「広がる笑顔」の
テーマに沿っ
た写真パネル
25点を展示。
旭川荘アート

利用者の作った製品が並ぶ会場

ギャラリーの

会場を囲むように写真パネルが設置され、活動をPR

絵画や陶製

品を含め約1000点が並びました。初日は会場設営もあり、

の立体作品

午前11時からの販売でしたが、開店を待つ人が次々と集ま

なども18点並

り始めたため、約30分時間を繰り上げてオープン。訪れた人

べ、制作風景

たちが「孫のおやつに」
などと話しながら気になる製品を手

を写真パネルで紹介しました。

に取り、買い物を楽しんでいました。らっきょうがあるか係員

販売コーナーには、荘内12施設の利用者が作った七宝

に尋ねていた女性は「旭川荘のらっきょうが大好きで、いつ

焼きのペンダントや干支の置物、
アメリカンフラワーなどの手

も楽しみにしている。売り切れてなくてよかった」
と3パックまと

工芸品や、乾燥しいたけ、
クッキー、おからスティックなどの食

めて購入していました。

初の「ふくのいち」宮脇書店総社店で開催
食べ物販売、ワークショップも
障害のある人たちが手掛けた製品を販売し、旭川荘の活

事委員会」
と
「ぎおんの杜会議」のメンバーが中心になり、初

動を紹介する新企画「旭川荘ふくのいち」が12月15、16日、

の開催に向けて準備を進めてきました。

宮脇書店総社店
（総社市井手）
のギャラリースペースkiitos

ギャラリーと屋外テントには荘内10施設で作られたバッグ

（キートス）
で開催され、
日ごろ同店を利用する地元住民らが

やアクセサリー、
ストラップなどのハンドメイド雑貨をはじめ、焼

買い物に訪れました。

き菓子、野菜、果物などをずらりと並べて販売。壁面に展示

今回の企画は6月の
「写真・作品展」
に来場した同書店関

した旭川荘アートギャラリーの絵画や立体作品が会場に彩り

係者などから、総社店でのイベント開催のオファーがあった

を添えました。7月の豪雨で被災し、愛用の結び織マットをな

のがきっかけ。同店が雑貨販売に力を入れていて福祉施設

くしたという女性は結び織マットを3点購入。
「また欲しいと

のものづくりにも理解があること、多くの人に旭川荘製品を

思っていた。ここで出合えるなんて…」
と喜んでいました。

知ってもらう機会にもなることから、従来の写真・作品展より

ギャラリーの一角では新聞紙を折って作るエコバッグや、
イ

販売に重きを置いたイベントとして
「ふくのいち」
を企画。
「行

ノシシ革を使ってイヤリングなどを作るワークショップも開か
れ、女性客や親子連
れが職員のアドバイス
を受けながらオリジナ
ル作品を仕上げまし
た。また初日は豚汁、2
日目はベルギーワッフル
の販売もあり、訪れた
人たちが次々と買い求
めていました。

望の丘ワークセンターの豆腐や野菜を使った
温かい豚汁は来店者に大好評

6
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会場ではあおばの職員による新聞エコバッグの
ワークショップも
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新年を迎える
あけましておめでとうございます。平成最後のお正月を迎えました。今月は「新年を迎える」と
題して大晦日と新年に関わる表現を集めました。
大晦日には二種類の表現例があります。
文字どおり1年の最後の日として表現するとthe last day of the year
お正月の前日として表現するとNew Year's Eve
となります。
大晦日恒例の紅白歌合戦は NHKのホームページにあたって調べたところthe Red & White
Year-end Song Festivalとなっていましたが、外国の日本紹介記事には the popular music
program "kohaku uta gassen" on television と表記されていて、特に決まった言い方はない
ようです。
お正月に関する表現としては、
the New Year
New Year's day

新年
元旦

during New Year 正月
celebrate the New Year

新年を祝う

visit the shrine (temple) on New Year's day 初詣に行く
初詣はローマ字で Hatsumoudeと表記して、その意味について説明する方法もあるようです。
大晦日からお正月にかけて華やいだ行事が続く一方で、医療機関がお休みになり、子どもや高齢者の健康管理に
気を遣う時期でもあります。そんなときに頼りになるお正月の当番医は on-duty doctor during for the New Year's
holidayです。

（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

今年は違った自分を
探してみませんか？
今年は「平成」から新しい元号に変わります。元号の始

稲作を初め

まりは大化の改新で有名な「大化」
とのこと。昔は遷都する

て行いまし

ときや、災害で沈んだ世の中の気分を変えたいという時に

た。日本 の

も元号を変えていたそうです。

稲作の歴史

確かに元号が変わると、人々の意識も大きく変わるような

は元号の歴

気がします。昭和と平成では全く時代が違ったように、12

史よりももっ

月と1月とでは全然気分が違うように。そこには私たち日本

と長く、2～

人は、昔から「意識を変えることで生み出される現実も変

3千年以上

わる」と考えていたのではないかと思います。

ともいわれています。何千年もの試行錯誤の積み重ねの上

元号をやめて西暦だけにしてしまえばわかりやすいとの
意見もありますが、1千年以上も日本人に根付いている文

稲の収穫の様子

に、今このお米ができている、と考えるとちょっと感慨深くも
思えます。

化はぜひ続いてほしいと思います。今年

元号、稲作の歴史に比べれば障害のある方のエンパワ

は意識を変えることができる良いチャンス

メントの歴史は百年ほどです。これから後の100年、200年

です。違った自分を見つけてみてはいか

の歴史を築いていく中で、エンパワメントの考え方のとおり、

がでしょうか？

すべての人が主人公になるためにできることはたくさんあり

違ったことといえば、愛育寮では昨年

そうです。

ASAHIGAWASOU DAYORI

（広報委員 和田倫明）
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岡山県損害保険代理業協会より
車いすの寄贈

「むすびの園」イルミネーション始まる
祇園地区の「むすびの園」
で恒例のイルミネーションの点

一般社団法人岡山県損害保険代理業協会（岡山市中

灯が11月30日から始まり、冬の夜を華やかに彩っています。

区原尾島）
より12月18日、旭川荘に車いすを1台寄贈して
いただきました。車いすの寄贈は

昨年8月に岡山市 PTA 協議会からいただいた寄付
（旭

平成27年より毎年行われ今年で

川荘だより242号掲載）
で新たな機材を購入。むすびの園

4回目、合計6台になります。

の周囲6カ所にベルや星のイルミネーションなどが加わり、
グ
レードアップしています。

ピュアリティまきび（同市北区下

イルミネーションは1月31日までの期間中、毎日17時ごろ

石井）で行われた贈呈式には同

から21時ごろまで点灯しています。

協会の歳森宏会長ら約30人が
参加。歳森会長が「有意義に使っ
てもらえたら」とあいさつし、旭川
荘療育・医療センターの堀野宏
樹副院長が「病院に診察に来ら
れる外来患者さんのために、大切

歳森会長（左）
より車いすの
寄贈を受ける堀野副院長

に使わせていただきます」とお礼を述べました。
むすびの園を彩るイルミネーション

新しく追加したベルの装飾

カバヤより菓子の寄贈
カバヤ食品株式会社（岡山市北区御津野々口）
より12
月18日、旭川荘へ菓子を寄贈していただきました。

亥年新春 旭川荘ふくのいち×中山忍
イノシシ革グッズとネコの小物たち

旭川児童院2号棟のエントランスに運ばれたのは同社
の人気商品「ジューC」
「小さなスコーンクッキー」など全6

2019 年 亥 年 に

種類、30箱。また「さくさくぱんだ」のイラストがプリントされ

合わせ、吉備ワーク

たブランケット60枚もいただきました。

ホームが手掛ける

商品を届けた同社総務部
の西田章さんは「お子様に人
気の商品を持って来ました。
喜んでもらえれば嬉しい」
と話
します。
いただいた菓子はバンビの
西田さん
（右）
より寄贈を受ける
堀野宏樹副院長

家やゆずりは保育園など子ど
もの施設を中心に配りました。

イノシシ革ブランド
「KIBINO」の 製 品
を紹介する企画展を1月7日から「招き猫美術館」で開催し
ます。イヤリングやキーホルダーなどのイノシシ革アイテムや
猫をモチーフにした小物など15種類200点を展示販売。旭
川荘と交流のある童画家・中山忍さん制作の「ネコの指人
形」も20個限定で販売します。
日

時：平成31年1月7日
（月）
～31日
（木）

場

所：招き猫美術館本館内のart space KANAYAMA
  （岡山市北区金山寺865-1）

開 館 時 間：午前10時～午後5時

旭 川 荘 ごよ み

休

SCHEDULE CALENDAR

問い合わせ：086-228-3301
（招き猫美術館）

1月
4日～31日
10日
12日
15日
19日
25日
27日
☆

アートギャラリー岡山県庁展… ……
成人式………………………………
平成31年度入学希望者面接B日程……
成人を祝う会… ……………………
一般1次・AO入試… ………………
成人式………………………………
家族会合同研修会…………………
〜各施設
新年行事
（初詣など）

アートギャラリー
旭川荘療育・医療センター
カレッジ旭川荘
旭川学園、
あおば
旭川荘厚生専門学院
ひらた旭川荘通園センター
知的障害関係施設

編集後記
「旭川荘ふくのいち」
（6面掲載）
の販売に参加しました。
会場が総社市ということもあり
「地域を元気に」のサブタイ
トルで行ったイベントでしたが、ご来場くださった皆さんの
笑顔に元気をもらったのは私の方でした。特に結び織マッ

2月
1日～28日
16日
25日～3月22日
☆

8

館 日：水曜日

※ art space KANAYAMAは入場無料

トを手に「ここで（マットに）出合えて本当に嬉しい」と語る
女性の、心の底からわき上がるような笑顔は忘れられません。

アートギャラリー中国銀行展示… … アートギャラリー
療育発表会………………………… みどり学園
いづみ寮芸術祭… ………………… いづみ寮
節分行事〜各施設
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旭川荘の製品でこんなに喜んでくれる人がいる。とても心
が動かされる体験でした。

246号

（広報委員

川田明奈）

