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新成人6人の晴れの日をみんなで祝った旭川児童院の成人式
（2面に関連記事）
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亥年でイノシシ革製品 PR
（5面に関連記事）
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旭川荘で二十歳の門出祝う
児童院で成人式

あおばで成人を祝う会

旭川児童院で1月10日、成人式が開催され、家族や特別

あおばで1月15日、成人を祝う会が行われ、昨年20歳を

支援学校の先生、
ボランティア、職員など約80人が新成人6

迎えた光枝希佳さんを家族や利用者、職員約40人で祝福

人の晴れの日を祝いました。

しました。

き よし

会場の拍手に迎えられ、緊張した面持ちで光枝さんが家

初めに6人それぞれの今日までの歩みや好きなことなどを
病棟スタッフの作ったスライドで紹介した後、楢原幸二院長

族と入場。矢幡伸世所長が「成人おめでとうございます。こ

が「二十歳は第一歩です。白寿まで頑張りましょう」
と祝辞を

れまで以上に多くの人と支えあいながら、
いろんなことにチャ

述べました。続いて、岡山市新成人の集い実行委員長の入

レンジして、笑顔と自分らしさを大切にこれからも過ごしてくだ

江祐樹さんが「これまでお世話になった人たちに感謝の気

さい」
とお祝いの挨拶をしました。

持ちを伝えていきましょう」
と挨拶し、岡山市地域子育て支援
課の方が、選挙や年金などの制度を紹介した冊子「20歳の
パスポート」
を一人一人に手渡しました。さらにお祝いの紅
白餅や記念品も贈呈され、受け取った新成人は笑顔を見せ
ていました。

あおばで行われた「成人を祝う会」

続いて
「日頃の活動披露」
として壁に吊るした袋にカラー
ボールを投げ入れる
「玉入れ」
を光枝さんと他の利用者が一
晴れ着を着て家族と共に成人式に出席した新成人たち

緒に行いました。利用者から新成人への「歌のプレゼント」
も
あり、
ミッキー

新成人の家族を代表して亀山滉平さんの母・尚美さんが

マウスが好き

「たくさんのスタッフの方に寄り添ってもらえたから、成人式を

な光枝さんの

迎えられました。これからも皆さんの心に息子たちの笑顔が

ために、みん

届けば嬉しいです」
と述べた後、新成人から家族へ感謝の

なで「ミッキー
マウスマーチ」

花束が贈られました。
最後に新成人が生まれた平成10年のヒット曲「夜空ノムコ

を 光 枝さん

ウ」
を全日本エレクトーン指導者協会ヤマハjetの皆さんと児

バージョンの

童院利用者による
「つばさBAND」が演奏し、全員で合唱し

職員手作りの衣装を着て他の利用者と
一緒に踊る光枝さん
（右から2番目）

ました。
◇

◇

◇

後半はBGM 付きのスライドショーで光枝さんの生い立ち

◇

を振り返り、幼い頃の写真やあおばでの生き生きとした表

成人式で配られた「紅白餅」は真庭市蒜山花園地区の

情に家族が涙ぐむ場面も。最後に利用者から花束と記念

有志11人が当日朝、杵と臼を使ってついてくださったもので、

品を贈られた光枝さんは、母親の美鶴子さんと一緒に「あり

このボランティアは今年で42回目となります。この日は40キロ

がとうございます。これからもよろしくお願い

のもち米を準備して午前7時半に来荘。今回初めて末光茂

します」
と挨拶しました。

み

こ

もらえてありがたい。これからも支援をい

振るいました。
つき上がった餅は毎年お手伝いいただいている黒住教と
菜の花の会の皆さんが慣れた手つきで丸めます。餅は新成

ただきながら、本人の出来ることが少しず
つでも増えていけば嬉しい」
と話しました。

人だけでなく、来賓や面会に来た家族にも配られ「やわらか
くて美味しい」
と大変好評でした。利用者にはぜんざいが振
る舞われ、児童院全体で新成人を祝いました。
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美鶴子さんは「こんなにいい会を開いて

理事長も餅つきに参加し、周りの人たちと息を合わせて杵を
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替え歌で 歌
いました。
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第36回旭川荘医療福祉学会開催
第36回旭川荘医療福祉学会が12月20、21日、旭川

からグループ

荘療育・医療センター多目的ホールで開かれ、荘内の病院

ホームへ 移

や施設で働く職員らが現場で感じる課題や改善への取り

行する際の

組み、
日常業務の中で実践した研究などについて発表しま

機関連携や

した。

障 害のある

本年度の前田研究奨励賞
（前田賞）
は、旭川療育園の

人 の QOL、

2日目の昼には松山ワークセンターのパンが用意され、
みんなで会食

岡伸江看護師長による
「重症心身障害児者への夜間注入

生活場面で

が生体リズムに及ぼす影響についての調査研究」
、旭川敬

のコミュニケーション支援など一般演題23題の発表があり、

老園の髙河真奈介護支援主任らによる
「職員の死生観教

意見交換が行われました。また、21日には「多様なニーズに

育と意思を尊重した看取りケアについて〜特別養護老人

対応するために、改めて国際交流の意味を考える」
と題した

ホームでの看取りケアから〜」の2題が選ばれ、学会の冒頭、

シンポジウムもあり、海外研修に参加した職員らがそれぞれ

岡師長と髙河主任に賞状と研究費が授与されました。

の異文化体験や学びの成果を報告しました。

昨年度の前田賞2題の研究報告に続き、利用者が施設

5題の発表があったシンポジウム

卓球バレーの体験会も行われ、模擬試合を通して競技の魅力に触れた

医療と農業の統合は可能か
高野良裕氏らが特別講演
医療福祉学会2日目は、医療法人社団哲仁会井口病院

若者たち。彼らが地方で活躍できる場をつくることこそが、活

（東京都）
の院長で、奄美有機農業研究所
（鹿児島県瀬戸

力ある日本社会を維持していく鍵だと考える」
と話しました。

内町）
代表取締役の高野良裕氏らを講師に
「医療と農業の

後半に登壇した高野氏は奄

統合は可能か～奄美大島の廃校利用の試み」
と題する特

美大島での勤務を「医療の側

別講演が行われました。

からモノを見るのではなく、生活

高野氏は過疎地の医療問題に共感し、40歳で徳洲会病

の中から見ることが大切である

院に勤務。奄美大島のほか全国を巡り、過疎に直面する病

ことを教わった。私の人生にとっ

院の立て直しを行ってきました。一次産業の衰退やコミュニ

て大きな経験だった」
と表現。

ティの崩壊といった過疎の問題を解決する方策として平成

「小さなコミュニティでの生活の

26年1月、奄美大島に廃校を利用した農場「ロビンソンファー

仕方を実際につくってみよう」
と

ム」
を開設し、医療と農業の共存を模索しています。

考え、同ファームを始めたことを

講演の前半は同研究所の中谷圭吾氏が、地元病院から

講演する高野良裕氏

明かしました。さらに
「奄美大島

出る調理くずを微生物を使って鶏のエサや肥料に加工し、養

では今、お金という価値観を度外視して、小さなコミュニティ

鶏で得た卵や畑でとれた農作物などを販売する同ファームの

での暮らしを目指し、移住してくる子育て世代の若者たちが

「循環型有機農業」の実践について解説。荒れた校舎に手

増えている。彼らとともに、障害のある人たちもコミュニティの

を入れ、宿泊や農業体験ができる場所として復活させたプロ

中で共同生活できるような“社会の見取り図”を作っていけれ

ジェクトにも触れながら
「力になったのは都会からやってきた

ばいいなと思っている」
と語りました。
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旭川学園生をみかん狩りに招待
藤原さん 四半世紀にわたり交流
四半世紀にわたり、旭川学園の子どもたちをみかん狩り
などに招待しているボランティア男性がいます。藤原徹さん
（78歳）
＝岡山市在住。外出する機会の少ない学園生に
「伸び伸びと遊んで楽しんでもらいたい」
と支援を続けてい
ます。

（広報委員

川田明奈）

ボランティアの始まりは平成3年。藤原さんが当時所属し
ていた会社経営者が集まるグループで障害児を支援する活
動に取り組むことになり、旭川学園を紹介されたのがきっか
けでした。当時、藤原さんの母親が玉野市内でみかんの栽
培をしていたことから、子どもたちをみかん狩りへ招待。その
翌年には事情によりグループは解散しましたが、藤原さんは

利用者、職員と談笑する藤原さん
（中）

その後も毎年のように学園の子どもたちをみかん狩りに招
き、昨年秋で27年目となりました。
「子どもたちが喜んでくれるのを見てやる気が出た」
とボ
ランティアを始めたころを振り返る藤原さん。みかん狩りだ
けでなく、杵と臼を使って餅つきをしたり、
プレジャーボートを
数台手配して瀬戸内海クルーズに行ったり、マグロの解体
ショーなども企画しました。最近では「もっと子どもたちに喜
んでもらいたい」
と
「ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド」や
「ニューレオマワールド」
などの遊園地にも招待し、同行。引
率した職員によると
「子どもたちは大喜びで園内を走り回っ
ていた」
そうです。
昨年11月16日、藤原さんの招待を受けた学園の成人利

利用者も声を掛けられ笑顔に

用者と一緒に玉野市大薮のみかん畑へ取材に行きました。
瀬戸内海を臨む小高い丘の上にある約100坪のみかん畑

てしまう利用者も。そんな利用者を優しい笑顔で見守る藤

には、オレンジに色づいた実が鈴なりになった木が30本ほ

原さん。出口隆一園長は「ご招待を継続してくださって本当

ど並びます。藤原さんははさみを手にみんなに採り方の見本

にありがたい。今では利用者が『今年はいつ行くの』
と聞い

を見せ、
「うまい、
うまい」
「頑張っとるなあ」
と話しかけながら

てくるほど、みかん狩りを心待ちにしている」
と話します。
藤原さんに子どもたちとの思い出を尋ねると
「街で路面

利用者一人一人に接していきます。利用者も藤原さんに声
を掛けられるのが嬉しいようで、笑顔でこたえます。藤原さん

電車を待っていたら突然、卒園生から
『おじさんのこと知っ

が育てた温州みかんはとても甘く、食べるのが止まらなくなっ

とるで』
と声を掛けられた。学園を離れても覚えていてくれて、
声を掛けてくれたことがとても嬉
しかった」
と教えてくれました。
「こ
んな出会いがあるからやめられ
ない。これからも体力の許す限
り続けたい」―藤原さんはそう
話しています。

たくさんの実をつけた木が並ぶ畑。奥には瀬戸内海が見える＝平成30年11月16日
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亥年新春 吉備ワークのイノシシ革製品 PR
招き猫美術館で 中山忍さんとコラボ
亥年にちなみ、吉備ワークホームの利用者が手掛けるイノ
シシ革ブランド
「KIBINO」の製品を展示販売する催し
「亥年
新春 旭川荘ふくのいち」が1月7日から31日まで、招き猫美
術館
（岡山市北区金山寺）
で開かれました。
今回の販売会は、一昨年秋に旭川療育園の子どもたち
が同美術館に収蔵する
「猫のモザイク画」
を制作したことに
始まる交流の中で
企画。モザイク画を
監 修し、美 術 館と
旭川荘のご縁をつ
ないだ童画家・中
お父さんネコに子どもネコ…。
表情豊かな中山さん作「ネコの指人形」

山忍さんも企画に
賛同、販売用に紙

ミュージアムショップの一角にある展示会場

粘土で作った「ネコ
の指人形」を20個
出品しました。
会場には鮮やか

KIBINO 製品とネコの指人形

招き猫美術館学芸員の虫明比斗子さんは「亥年というこ
とでイノシシ革に注目してくださった方も多く、
イヤリング、
ピア
ス、猫顔チャームなどが好評だった。猫柄の袋物も大人気で、

な色合いのイノシシ

3月末から始ま

革を加工したキー

る当館の企画

ホルダーやイヤリン

展でも
『春のお

グ、
ペンケースなどの

出かけネコバッ

KIBINO 製品を中心に、猫をモチーフにしたセラミック粘土の

グ』
として販売

ストラップやマグネット、猫柄プリントの布を使った手提げバッ

を継続したい」

グ、ポシェットなどを陳列。製品とともにネコの指人形を並べ

と話しています。

た「吉備ワーク×中山忍」のコラボ展示は、美術館を訪れる
猫好きな人たちの関心を集めていました。

猫柄の手提げバッグも好評

デイセンターあかしやで書き初め
年頭に思い記す
デイセンターあかしやで1月4日、毎年恒例の書き初めが行

活動を利用者も楽しみにしており、
「ジャズダンス頑張る」や

われ、7人の利用者と職員が一年の抱負を書き決意を新た

「春よこい」
など思い思いに筆をはしらせました。利用者だけ

にしました。

でなく職員も筆を持

書き初めは、新年最初の活動で行っており、
それぞれの一

ち、年頭の意気込み

年の目標や好きな言葉などを筆で半紙に書きます。年1回の

を綴りました。
「暴飲暴食を控え
ます」
と書いた青木
孝雄さんは「上手く
書けた。新年の目標
が決められてよかっ
新年の意気込みを披露

た」
と話します。

書いた中から各自が一年間施設内に掲示するお気に入
りの1点を選び、
その他の作品は9日にあったとんど焼きで火
にくべ、字の上達を願いました。また9日は、福笑いや利用者
手作りのカルタなどの正月遊びも楽しみました。
集中して書き初めをする利用者たち
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岡山シーガルズを応援
いづみ寮、吉備ワークでグッズ制作
バレーボールの Vリーグ1部
（V1）
の「岡山シーガルズ」
を

き」という技

応援しようと、吉備ワークホームといづみ寮が関連グッズを制

法を使ってバ

作しました。

レーボール風

吉備ワークホームはシーガルズのマスコット
「ウィンディー」

かれています。

のストラップ
（30個、各350円）

デザインを考

を制作。大きさは約1.5センチ

案した 支 援

で、帽子や口ばしなど細かい

員の長島慶

ところまで丁寧に仕上げてい

明さんは「多

ます。また同じ仕様のピンバッ

くの人に使っ

ジ
（30個、同）
もあります。

てもらいたいので、バレーボールにも、普通の模様にも見える

いづみ寮はチームカラーを
イメージした白と青の4寸皿

吉備ワークが制作した
ストラップとピンバッチ

の模様が描

をイメージしたセラミック粘土

手書きで模様を描いたいづみ寮の皿

ように工夫をした。使いやすいサイズなので日常で使っても
らいたい」
と話します。

（各色10枚、各400円）
を作り

グッズは2月17日のホームゲームに合わせ、会場のジップア

ました。皿の中央には蝋で釉

リーナ岡山に設ける南ロータリークラブのブースで試験販売

薬をはじいて柄を描く
「蝋抜

する予定です。

地 域あれこれ
愛媛に転勤して14年目を迎えました。住む地域が変わる

桃太郎伝説のような鬼

と、最初はいろいろなことで戸惑ったり驚くことが多かった

伝説はありません。また、

気がします。今回この紙面をお借りして、私が不思議と感じ

本当に田舎という感じの

TVでおなじみの「秘密のケンミンSHOW」で取り上げら
れる「鯛めし」。鯛を焼いてご飯と炊き込むのが一般的な
鯛めしですが、こちら
南予地域ではご飯
に鯛の刺身と卵とだ
し汁をかけて食べま
す。いわゆる卵がけ
ご飯風の鯛めしが有
南予地域の鯛めし

名です。

［人名］

ひょうどう まつうら

う

職場の中に同じ名字の方が多くおられて兵頭、松浦、宇

つのみや

都宮姓の方が多いです。部屋に入って「兵頭さん」と呼ん
だとき3人が「はーい」と返事をされて、誰がだれなのかわ
からなくて困ったことがありました。
［風習］
正月が終わり
ましたが正月の
しめ縄飾りは今
でもびっくりしま
す。一般的な正

南愛媛療育センターの所在地は愛

月しめ縄飾りと

媛県北宇和郡鬼北町永野市1607番

南予のしめ縄飾り

違って、こちらは藁を一本に結ったものを何本も飾り付ける

し

地となります。田舎なのに○○市？よく

のれん型のしめ縄飾りです。

なが の いち

よく読めば永野市ですね。また、町名が
き ほ く ちょう

鬼北町…「鬼」がつくっておそろしいよ

地域が変わればおもしろい事柄がいっぱいありますね。

うな町名ですが町村合併で鬼ヶ城連

その土地にとけ込んで地域生活を楽しむのも転勤の醍醐

峰という山の北にある地域ということで、

味です。
「皆さん愛媛に来さいやー」。

この名称になったそうです。岡山にある

6

い なか

あります。

［食事編］

［地名編］

ど

「土居仲」という地名が

たことを書かせていただきます。
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（広報委員

小林正昭）

カンボジア人留学生スライニットさん
ボランティア体験
岡山学芸館高校で学ぶカンボジア人留学生のロン・スラ
イニットさん
（19歳）
が昨年12月28日から今年1月5日まで、
福祉施設の現場を知るため竜ノ口寮と旭川療育園でボラ
ンティア体験を行いました。

りました。
竜ノ口寮では流暢な日本語で利用者とカンボジアや家族
のことなどについて会話を楽しみ、食事介助にも挑戦。旭川
療育園では人懐っこい笑顔で利用児たちと距離を縮め、す

スライニットさんはマラソン五輪メダリストの有森裕子さん

ごろくや福笑いなどの正月遊びを楽しみました。短い時間の

が代表を務めるNPO 法人「ハート・

関わりでしたが、子どもたちもスライ

オブ・ゴールド」が行う教育支援をカ

ニットさんの周りに自然と集まるよう

ンボジアで受け、
日本語や日本文化

になりました。療育園支援課の白石

に興味を持つようになりました。
「もっ

統久主幹は「子どもたちとすぐに打

と日本のことを知り、
日本語ガイドに

ち解け、いい活躍をしてくれた」
と話

なりたい」
と同法人の支援を受け、

します。

昨年8月から1年の期間で同校に短

スライニットさんは「ボランティアは

期留学しています。旭川荘には同法

初めてだったが、
とても楽しかった。

人の紹介で年末年始の休みを利用

介護の仕事にも興味がわいた」
と話

し、ボランティアに参加することにな

利用児とにこやかに話すスライニットさん
（中）

していました。
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衛生管理・感染予防
2月になりました。立春が過ぎたら暦の上では春などと言われますが、この時期は私たちにとってインフルエンザなど
への感染予防が大切な時期です。今月は、日常生活の中での衛生管理・感染予防に関わる表現を取り上げました。
感染予防の基本は、手洗いとうがいです。
手洗い
wash my hands 自分の手を洗う
You had better wash your hands.

手を洗う方がいいですよ。

うがい
gargle うがいをする
gargle with water

水でうがいをする

You need to gargle, when you return home.

家に帰ったらうがいをする必要があります。

※辞書を引くと、need toには「義務的に必要がある」
「～しなくてはならない」という強い意味があるようです。
消毒
消毒するはdisinfectで、infectは病気を移す、感染させるという意味なので、dis-がついて「感染させないようにする」
という意味を表していると言えます。
disinfect a room

部屋を消毒する

disinfect with ～ ～で消毒する
マスク
wear (put on) a flu mask かぜ予防のマスクをする
予防接種
have a vaccination

予防接種を受ける

I had a vaccination on November 12.

私は11月12日に予防接種を受けました。
（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

ASAHIGAWASOU DAYORI
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親和会芸術祭
職員の力作203点並ぶ

高梁・薬師院へ初詣
望の丘ワーク イベント出店も
望の丘ワークセンターの利用者と職員で1月12日、JR 備

旭川荘職員が趣味で制作した作品を披露する「親和
会芸術祭」が1月21日から28日までの8日間、旭川敬老園

中高梁駅に近い薬師院へ初詣に行きました。

地域交流ホー

昨年は西日本豪雨により高梁市内も大変な
「災」がありま

ルで開催され

した。今年は良い1年になりますように、
そして安全に健康で

ました。

楽しく過ごせますようにと全員で祈願。利用者も普段とは違っ

会場には子

て神妙な面持ちで

どもを描いた

手を合わせていま

デッサン画や

した。中には、
「お

職員たちが手がけた作品が並ぶ芸術祭会場

旅先の風景を

給料
（工賃）
がもっ

収 めた 写 真、

と上がりますように」

毛糸で編んだひざ掛けやルームシューズなど全203点の

とお願いした人も

作品が所狭しと並び、散歩の時間に立ち寄った利用者や

いたそうです。
お参りした後は、

職員を楽しませていました。

お参りをする利用者

同市内の NPO 法

全作品の中から芸術賞、特
別賞、来場者賞などの10作品

人 colorが主催するイベント
「ウインターフェスティバル」
へ出

を投票で決定。最優秀賞の

店し、おから茶やりんごジャム、
クッキーなどを販売。イベント

親和会会長賞にはかわかみ

に参加した地域の人たちと交流することができました。
今年もいろんな人たちと出会い、繋がっていきたいと思

療護園の杉本雄二さんの木彫
りの作品「亥・猪親子」
（全長
約40センチ、幅23センチ、高

杉本さんの作品「亥・猪親子」。
思わず触りたくなるほどの質感

います。

（望の丘ワークセンター 宮﨑暁弘）

さ32センチ）
が選ばれました。来場者からは「毛並みまで
表現されていてすごい」や「台と猪が繋がっている。どうやっ
て作ったんだろう」
と感嘆の声が上がっていました。

旭 川 荘 ごよ み
SCHEDULE CALENDAR

製品販売をしたイベント会場

2月
4日～3月20日（予定） アートギャラリー中国銀行展示…… アートギャラリー
16日 療育発表会………………………… みどり学園
25日～3月22日 いづみ寮芸術祭… ………………… いづみ寮
☆ 節分行事〜各施設

イノシシ革グッズがいっぱい
2月は総社で「KIBINOフェア」開催

3月

イノシシ革製品の魅力を紹介する「KIBINOフェア」を2月

1日～5月28日 常設展
（春）
…………………………
6日 第47回卒業証書授与式……………
14日 第36回つばさコンサート……………
15日 平成30年度第3回理事会… ………
27日 平成30年度第3回評議員会… ……
⎫
☆ ひな祭り行事
⎬ 各施設
		 卒業・卒園行事 ⎭

1日から28日まで、宮脇書店総社店（総社市井手）
で開催し

旭川荘アートギャラリー
旭川荘厚生専門学院
旭川児童院
旭川荘
旭川荘

ます。吉備ワークホームの利用者が制作したトートバッグや
ペンケース、ネームホルダーなど約20種を展示販売します。
期間中の2月11日には同
店のフリースペースkiitos
（キ
ートス）にて、イノシシ革で
小物を作るワークショップ
（午
前10時〜午後4時）
を実施。

編集後記

参 加には材 料 費（ピアス・
イヤリング、キーホルダー各

年が明け、2019年亥年がスタート。その年の干支にあ

500円、パスケース1500円）

たる物を身につけると縁起がいいとされています。そのラッ

が必要です。

キーアイテムといえば、吉備ワークホームの製品“KIBINO”。

詳しくは吉備ワークホーム

イノシシ革で作られたカバンやキーホルダーなどを身につ

（086-275-2486）
へお問い

けて、福を呼び込みましょう。絶賛発売中です！！
（広報委員
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ワークショップのちらし

