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重度障害者向けの簡易人間ドックを開始
旭川荘療育・医療センター
旭 川 荘 療 育・医 療センターでは
2019年4月から、主に重度の在宅障
害者を対象とした簡易的な人間ドック
を開始します。
現在、一般的な病院で実施されてい
る人間ドックにおいても、車いすに対応
した設備などを設け、障害者の受診で
きる環境を整えるところが多くなってい
ます。しかしながら、特に重度の身体障
害や知的障害のある方々の中には、一
般の病院の設備では対応できなかっ
たり、
「周囲に迷惑をかけるのでは」と
心配したりして受診を控えてしまうケー
スや、自覚症状が訴えられないために
気が付いたら病気が進行してしまって
いた、というケースが散見されます。入

簡易ドックを行う療育・医療センター

所施設では日常の健康管理や定期的な健康診断が行わ

察台に乗れなかったり、受診を嫌がったりする障害者も多

れますが、在宅生活者は受診機会が限られてしまうため、

くいますが、療育・医療センターにはリフト等を備えた障害

このような状況に陥りやすいと考えられます。

者専用の診療設備が整っており、歯科医師も経験が豊富

これを何とか解決できないかと、同センター整形外科の

なため、貴重な受診機会を提供できるものと考えています。

青木清医師が人間ドックの実施を発案。楢原幸二院長や

また、血圧や血液検査などの結果を読み取るための「結

末光茂理事長ほか多くの医師がこれに賛同し、2017年5

果表」は、淳風会健康管理センターの協力のもと、同セン

月に「旭川荘10か年計画」に実施が盛り込まれました。

ターにデータを送付して作成できることになりました。

同年10月には、同センターの医師・歯科医師、保健師、

対象者は概ね40歳以上の知的障害者と身体障害者。

看護師、事務職員らによるプロジェクトチームが発足。国

受診料は標準項目で2万円となっており、全額自己負担で

立障害者リハビリテーションセンター
（埼玉県所沢市）
で実

す。ドックは毎月第3火曜日の午前中に実施し、翌月に結

施している重度身体障害者の人間ドック等の先行事例を

果表をお渡しします。

研究しながら議論を進め、今年4月からの実施にこぎつけ
ました。

末光理事長は、
「障害者も人生100年時代に近づき健
康への意識が高まっているが、このようなドックは全国的に

このドックは、一般のドックで実施されている胃部 X 線や

も例が少ない。このドックにより少しでも受診機会を増や

内視鏡、乳がん検査など、実施できない項目がある点にお

し、病気の早期発見につなげて、豊かな人生の一助にして

いて「簡易的」なものではありますが、旭川荘の専門性を

もらえれば」と話しています。

活かして、障害に配慮して検査を行うほか、障害者専門の
歯科検診、摂食・嚥下機能の検査、栄養アドバイス、整形

お問い合わせは、療育・医療センター医事課まで
（電話
086-275-4057）。

外科検診といった一般のドックにはない検査を行うことが
特徴です
（詳細は下表参照）
。例えば歯科については、診

簡易ドック 検査項目
標準項目
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オプション検査項目

身長 ･ 体重、腹囲、肥満度、血圧測定、耳鼻・咽頭のチェック

腹部超音波検査
（5,300円）

血液検査
（貧血、肝機能、脂質、血糖、痛風、腎機能）

骨密度検査
（4,500円）

尿検査
（糖、蛋白、潜血）
、便検査
（便潜血免疫法
（2日法）
）

腫瘍マーカー
（各2,160円）

心電図検査、胸部レントゲン検査

・CA125
（女性のみ）

内科検診

・PSA
（男性のみ）

歯科検診、摂食・嚥下機能の検査

ピロリ菌抗体検査
（2,160円）

整形外科検診
（側弯、巻き爪等の視診チェック）

ペプシノゲン検査
（3,240円）

ASAHIGAWASOU DAYORI

2019.3.1

248号

等

共生社会フォーラム開催
理念学び普及へ
障害の有無にかかわらず、互いの人格や個性を尊重し

デミーに参加する旭川学園や旭川療育園の子どもたちが、

ながらともに生きる社会の実現を目指す「共生社会フォーラ

職員やボランティアとともに「きらきら星」
「威風堂々」など4

ムin 岡山」が1月22日、23日、ピュアリティまきび
（岡山市北

曲を披露。息の合った演奏に会場から大きな拍手が送ら

区下石井）
で開催され、県内外から参加した福祉施設職

れました。

員など約170人が講演会や研修を通して共生社会への理
解を深めました。

また、毎日新聞論説委員の野澤和弘さんが「かけがえの
ないいのちの発信～福祉の思想の伝え方～」と題し基調

フォーラムは2016年7月に相模原市の知的障害者施設

講演。
「
（相模原市の事件の）
容疑者は重度の障害者は生

で起きた入所者殺傷事件を受け、共生社会への理解を広

きる価値がないと言っているが、果たしてそうだろうか」
と問

げようと厚生労働省が企画。基本理念を学び、実践し、普

いかけ、浄瑠璃作家の近松門左衛門が晩年に知的障害

及啓発できる人材を育成するため、岡山など全国5会場で

の子をもったこと、そして親としての苦悩が魂を揺さぶる数々

順次行われました。

の作品を生むきっかけとなったとする説に言及。
「今も昔も

初日は障害者の表現活動として、旭川荘ミュージックアカ

多くの障害者は近親者を通して間接的に社会に影響を与
え貢献している」
「私たちが彼らの生きる価値に気が付いて
いないだけ。彼らの近くにいる福祉職員の皆さんが彼らの
生きる光を社会に投げかけていってほしい」と話しました。
さらに、日本初の公的福祉施設「近江学園」創設に尽力
した糸賀一雄氏らを取り上げたNHKスペシャル「ラストメッ
セージ この子らを世の光に」が上映され、障害のある子ど
もたちと寝食を共にしながら福祉の礎を築いた糸賀氏の
半生を学びました。
このほか、セミナー初日の後半と2日目は、共生社会の理
念を語り広める「福祉支援語り部」を養成するためのグルー

満員の講演会場

プワーク研修会などが行われました。

2020年にオペラ「アマールと―」再演へ
合唱団始動
旭川荘などが2020年9月に再演するオペラ「アマールと
夜の訪問者たち」の合唱団が再結成され、初の会合が2月
27日に旭川荘療育・医療センター多目的ホールで開催され
ました。
「アマールと―」は旭川荘の創立60周年を記念し、2015
年3月に岡山シンフォニーホールで上演。今回は公演の直
前に亡くなられた江草安彦先生
（元旭川荘名誉理事長）
を
しのび、前回総監督を務めたグラチア・アート・プロジェクト
代表の瀧井敬子さん
（元東京藝術大学特任教授）
の企画
により、5年ぶりに倉敷市民会館で再演することが決まりま
した。2015年は日本語による公演でしたが、今回は原作
の英語版の合唱に挑戦します。

合唱団メンバーを激励する仁木副理事長
（奥右）

会合には前回のオペラに出演した職員と、新規加入の

この日は2015年の公演映像を短く再編した映像を全員

職員を合わせ22人が参加。仁木壯副理事長が「本番まで

で鑑賞。旭川学園の出口隆一園長と合唱指導を担当する

の1年半、
じっくりと練習を重ね、来場者に感動を与えられ

旭川荘厚生専門学院児童福祉学科専任教員の石原典

るような舞台になるよう期待している。江草先生に天国から

子さんが、当面のスケジュールと練習内容について説明し

褒めてもらえるよう、力を合わせて取り組んでいきたい」
とメ

ました。今後は毎月第3水曜日夕方に練習を行います。参

ンバーを激励。2020年の公演以降も“旭川荘の合唱団”と

加希望者は旭川児童院支援部の松本裕子さん（086-

して、活動を継続させる計画を明らかにしました。

275-8555、内線245）
まで。
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ひらたえがお保育園 園舎完成
4月開園へ 備品、遊具もそろう
障害のある子どもを積極的に受け入れる旭川荘初の認

園舎は2月末に施工

可保育園「ひらたえがお保育園」
（定員90人）
の新築整備

業者から引き渡され、3

工事がこのほど終わり、ひらた旭川荘の事務局棟北側に

月初旬には机やいすなど

真新しい園舎が完成しました。4月の開園を前に、園舎内

の備品を搬入。園庭の

外を写真で紹介します。

遊具も整い、開園を待つ

新しい園舎は鉄骨2階建て、延べ床面積1183㎡。1階

ばかりとなっています。

エントランスから奥に伸びる廊下の北側には0、1、2歳児の

新年度の入園予定児

保育室と多目的室、給食調理室などが並んでいます。廊下

は3月4日現在78人で、

の南側には園庭に張り出すように職員室が置かれ、隣には

このうち障害児枠の入園

個別対応が必要な障害児が一時的に過ごす専用の保育

は14人（医療的ケア児1

室を設けています。

人を含む）
。ひらたえがお

入卒園式などの行事にも利用する2階の遊戯室
（約110

保育園の竣工式は3月

㎡）
は南側にテラスが広がる開放感あふれる造りで、同じフ

28日、入園式は4月3日

ロアにある5、4、3歳児の保育室の並びには絵本を閲覧す

に行う予定です。

るコーナーも。車いすのままフロア間をスムーズに移動でき
るようエレベーターも完備しています。

ひらた旭川荘保育園開設準備室の江田加代子室長は
「保育士や看護師、管理栄養士などのスタッフもそろい、荘
内施設のほか、すでに障害児を受け入れている岡山県内
外の保育園でも研修を進めている。入園式までに園児全
員と保護者の顔を覚えて、笑顔で迎えたい」と話していま
す。

園庭を見渡せる職員室

建設費の一部をノートルダム清心学園前
理事長の故渡辺和子さんの著作権収入
による「ほほえみ基金」から拠出。渡辺さ
んが大切にされた笑顔にちなみ「えがお
保育園」と名付けられた
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園児の給食を
作る調理室

調 理 室を 備えた
広い多目的室。
パーテーションで
2室に仕切ることも
できる

1～2歳児用のトイレ。
ピンクの扉が
ついた個室もある

階段の踊り場。
壁には出会い頭
の衝 突を防ぐた
めの窓も

調乳室
（左奥）
とほふくスペースを備えた0歳児の保育室

床には岡山県産のヒノキの集成材を使用

2階廊下に設けられた絵本コーナー

0歳児保育室の専用テラス

明るく広い遊戯室。テラスには日除けが設置され、
夏はプール遊びの場に

年齢によってロッカーの
タイプが異なる

体に障害のある子も使いやすいようレバー式の水栓（左手前）
も備える
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華やか、水引イヤリング
あおば お土産のラッピングにも挑戦
ご祝儀などに用いる飾りで贈答品の包み紙にかける細紐

水引をそろえると、指先で小さな

「水引」を使い、あおばの利用者たちが新たな“ものづくり”

輪を作って水引を通す手順を

に取り組んでいます。カラフルな水引を梅の花の形に結ん

繰り返し、立体的な“梅の花”を

だイヤリングは、ラメ入りやマットカラーなどバリエーション

作っていきます。形の整った梅

も豊富。おしゃれな女性たちの注目を集めそうです。

結びが出来るようになるまで何

水引を使うアイデアの検討を始めたのは昨年夏ごろか

度も練習を繰り返した櫻井聖

ら。以前からあおばで制作していたポチ袋の水引に着目し

奈さん（19歳）は「水引の色は

た生活支援員の塩見由美さんと吉田早紀さんが「手先が

自分で自由に選べるので、作業はとても楽しい」
と話します。

豊富なカラーで
洋装和装どちらにもピッタリ

器用で細かい作業が好きな利用者の強みを生かし、新た

水引イヤリングは昨年12月の「旭川荘ふくのいち」
（宮脇

な製品はできないか」
と考え、
「あわ

書店総社店）
を皮切りに、年始は和気町の和気神社、2月

じ結び」
「梅結び」などの基本の結

17日には「太伯振興梅まつり」
（神崎緑地公園）
の会場で、

水引で「梅結び」を作る。
形が崩れないよう
きっちりと結ぶ

び方を研究。興味を持った利用者

1セット500円で試験販売。これまでに60個近く売れるなど

とともに昨年11月ごろからイヤリン

評判は上々で、今春からの本格販売に向けて細工のデザ

グの試作を重ねてきました。

インやパッケージの改良などを進めています。

制作を担当するのは10代から30

また2月19日に行われた岡山南ロータリークラブの桜の

代の利用者3人（男性1人、女性2

植樹の際には、参加者に配るお土産のラッピングをあおば

人）
。30㎝の長さにカットした3本の

が担当。習得した水引細工の技を生かし、華やかに仕上
げました。
塩見さんと吉田さんは「水引の
色の組み合わせによって変化に富
んだ製品が生まれ、利用者にも達
成感を味わってもらえる。今後は
スーツの襟に着けるタックピンなど
のアイテムを増やし、あおばの主
力製品に育てたい」
と意気込んで

イヤリングの制作に励む利用者

水引を使ってラッピングした岡山南 RCの皆さんへのお土産

います。

竜ノ口寮 笑顔あふれる
友近890
（やっくん）
ライブ
日本一周をしながら各地の福祉施設を回り
「笑顔届ける

立ち上がっ

施設ライブ」を開催している書道家でシンガーソングライター

て踊りだす

の友近890
（やっくん）
＝東京都＝が1月24日、竜ノ口寮を

利用者もい

訪れ、歌と書道パフォーマンスで利用者と交流しました。

て、会 場 も

やっくんは東日本大震災の直後に被災地でライブを開

一 緒に盛り

き、喜んでもらった経験をきっかけに2011年から全国を回

上 がりまし

る施設ライブをスタート。日本8周目のツアーの途中、初め

た。最後にオリジナル曲「信じる道を進めば夢叶う」を歌い

て旭川荘を訪れました。

ながら書道をするパフォーマンスで「夢」
という字を力強く書

会場になった竜ノ口寮の食堂には竜ノ口寮をはじめ吉
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特設ステージで歌を披露するやっくん

き上げました。

備ワークホーム、愛育寮、あおばの利用者と職員約60人が

ライブ後はやっくんの CD やオリジナルグッズの販売もあ

集まりました。やっくんは振り付けに手話を取り入れたオリ

り、利用者が列をつくりました。CDを購入した竜ノ口寮の

ジナル曲「未知」や18歳で亡くした母への思いを歌った「生

大山美佐子さんは「生の歌も書道も上手で感動した。元気

きてゆく」などを情感豊かに歌い上げました。また昨年ヒッ

がもらえた」と話します。ライブ終了後やっくんは「リハーサ

トした「Lemon」や「USA」のほか、
「となりのトトロ」
「きよし

ルからみんなが盛り上がってくれて、本当に楽しいライブが

のズンドコ節」などをメドレーで披露。
「USA」では席から

できた。また是非来たい」と話しました。
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卒業と新生活
3月です。3月は卒業式があり新しい生活の準備を始める時期です。
まずは卒業に関連する表現から、
卒業する graduate
卒業式

graduation ceremony

卒業式を行う hold a graduation ceremony
卒業おめでとう congratulations on your graduation
※ congratulationの後に来る前置詞は on。ofではないことに注意
彼は3月に特別支援学校を卒業します。 He graduates a special support school in March.
新生活

new life

4月には彼の新生活が始まるでしょう。 In April, his new life will begin.
親元を離れて一人暮らしを始める人もいるでしょう。
ひとり暮らしをする。 live alone
彼はひとり暮らしをするつもりです。 He intends to live alone.
彼はひとり暮らしをすることをめざしています。 He aims to live alone.
部屋を探す look for a room
彼女は車いすが使える
（＝車椅子利用者のための）
バリアフリールームを探しています。
She is looking for a barrier-free room for wheel chair user.
年度末が近づいてきました。年度末は end of a fiscal yearです。
（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

あの感動をもう一度
オペラ「アマールと夜の訪問者たち」再演
昨年11月27日に開催された第6回グラチア音楽賞授賞
式。旭川荘60周年記念オペラ「アマールと夜の訪問者た
ち」を指揮した園田隆一郎さんに同音楽賞が贈られたその
会場で、オペラの総監督を務めた音楽プロデュ―サーの瀧
井敬子先生より
「アマールと―」の再演が公表されました。

かりな舞台装置、演出家をはじめ多くのスタッフ陣。本物の

公演日は2020年9月27日。
「故江草安彦名誉理事長

芸術に私たちが存在することに不思議な感覚を覚えたもの

没後5年記念公演」と銘打ち、倉敷市民会館での上演が

です。本番の舞台は、それまでの人生で経験したことのな

決まっています。今回も私たち旭川荘合唱団は、羊飼い
（村

い感動と満足感、達成感を味わうことができました。

人たち）
の役で世界的にご活躍の豪華キャストの皆さまと

いよいよ2月27日より旭川荘合唱団の練習が始まります。
前回の舞台を会場でご覧いただいた方も、今回はぜひ合

共演させていただきます。
生で鑑賞することさえなかなかその機会がないオペラ。
出演するなど、さらに夢のようなお話です。声楽家の方々の

唱団としてオペラの舞台に立ち、感動を共有していただけ
ませんか。

（広報委員

松本裕子）

場内に響きわたる歌声、目の前で奏でるオーケストラ、大掛
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南ロータリークラブより桜の植樹
合計100本に

岡山県食品卸同業会から
アートギャラリーへ寄付

岡山南ロータリー

岡山県食品卸同業会より2月8日、旭川荘アートギャラ

クラブの皆さんによ

リーへ寄付金50万円をいただきました。寄付は2009年

る桜の植樹が2月19

から毎年続いており、今年で11回目となります。

日、旭川荘バス停近

この日は同会の守分孝治会長ら4人が来荘。理事長応

くの旭 川 荘 緑 地 公

接室で行われた贈呈式で、守分会長から末光茂理事長

園で行われました。

へ目録が手渡されました。末光理事長は「継続したご支

旭川荘への植樹は

援に感謝いたします」
とお礼を述べ、最近のアートギャラリー

1997年に始まり、今

の活動や作品などについて紹介しました。懇談後、守分

年で 22 回目。桜の
木は合計100本にな
ります。

会長らはアートギャラリーを訪れ展示作品を鑑賞しました。
雨の中、並んで植樹する大岩会長
（手前から2番目）
と仁木副理事長（手前）

植樹式には同クラブの会員約50人が参加。大岩道典
会長が「あいにくの雨ですが、記念すべき100本目の植樹

アートギャラリーは同会からの継続的な寄付金を改装
費の一部にあてることとして整備され、2010年11月に開館。
旭川荘の利用者が制作した絵画や立体作品を季節ごと
に入れ替え展示しています。

が実現できたことを嬉しく思います」とあいさつし、出張で
不在の末光茂理事長に代わり、仁木壯副理事長が「毎年
桜のシーズンには利用者の皆さんがお花見を楽しむこと
ができます。100本の桜で、人生が100倍豊かになります」
と感謝のメッセージを読み上げました。この後、中原川沿
いに並んだソメイヨシノの若木6本に、参加者が交代で土
をかけ植樹しました。

贈呈式で岡山県食品卸同業会の皆さん
（右4人）
と

シーガルズ応援グッズ好評
ホームゲームで試験販売

旭 川 荘 ごよ み

いづみ寮と吉備ワークホームの利用者が制作した「岡

SCHEDULE CALENDAR

山シーガルズ」
（バレーボールV1）
の応援グッズが2月17日、
ジップアリーナ岡山（岡山市北区いずみ町）
であったホー
ムゲームで試験販売され、観戦に訪れたファンの注目を集
めました。
グッズはバレーボール風の模様を描いた小皿（いづみ
寮、2色・各10枚）
とシーガルズのマスコットキャラクター「ウィ
ンディー」をイメージしたストラップとピンバッジ
（吉備ワーク、
各30個）
。エントランスに設けられた南ロータリークラブの
ブースに並べられ、試合が始まるまでの間、来場者が次々
と買い求めていました。シーガルズのファンという男性は「応
援グッズを紹介した新聞記事を見て、愛知県から駆け付
けました」と言い、製品を選んでいました。
小皿とストラップは完売、ピンバッジも16個売れました。
2人の利用者と一緒に販売を担当した吉備ワークの三宅
律子所長は「多くの人に製品を知ってもらういい機会になっ
た。シーガルズファ
ンに喜んでもらえる
よう、製品の改良、
開発にも取り組み
たい」と話します。

3月
1日～5月28日
6日
14日
15日
27日
☆

4月
1日
5日
11日
☆

常設展（春）
…………………………
第47回卒業証書授与式……………
第36回つばさコンサート……………
平成30年度第3回理事会… ………
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 ⎭

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

辞令交付式………………………… 旭川荘
入学宣誓式………………………… 旭川荘厚生専門学院
入学式……………………………… カレッジ旭川荘
⎫
花見行事
⎬ 各施設
入学・入園行事 ⎭

編集後記
旭川荘だよりは2014年1月に隔月発行から「月刊」とな
り、多くの情報を発信してきました。あれから5年。ネットで
の情報発信が主流になる中で、今後は旭川荘でもホーム
ページ等の充実に力を注ぎ、本紙は隔月発行に戻ることに
なりました。次号は5月の発行です。愛読者の皆様に心か
ら感謝します。今後もどうぞ本紙を応援ください！

ウィンディーのストラップを
選ぶ親子
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（広報委員長

小幡篤志）

