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“ひらたの杜”で開催された「プレーパーク IN ひらた旭川荘」
。
地域の子どもたちが竹を使った野外活動を楽しんだ
（6面に関連記事）
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車いす清掃にも取り組んだ「福祉の職場 見学・体験ツアー」＝旭川児童院
（2面に関連記事）
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休暇の有効活用で、サービスの質と生産性の向上を
末光 茂

理事長

人生100年時代を迎えました。仕事を長く続けるために

しておられました。その人柄に引かれ、
「自閉児・発達障

は、労働意欲の維持とスキルアップが不可欠です。それを

害児 親と教師のための個別教育プログラム」
（星和書店）

後押しする手立ての一つとして、長期勤続者が職場を一

を翻訳出版するきっかけにもなりました。

定期間離れて、学び直しなどに活用できる「サバティカル

こうした休暇の取得は、わが国ではまだ根付いていませ

休暇」が注目されつつあります。

ん。特に旭川荘は、利用者を24時間365日支援する業態

サバティカル
（sabbatical）
は、旧約聖書に登場する「安

であるため、長期にわたる休暇の取得には困難を伴うこと

息日」を意味するラテン語に由来しており、
「長期休暇」
「
「研

も少なくありません。

修休暇」などと訳されてきました。もともとは、1880年にア

しかし、短い休暇であっても、その使い方を工夫するこ

メリカ・ハーバード大学で始まった研究者のための有給休

とはできます。身体的な休養はもちろん、心身の活性化と

暇が起源です。

ともに、自分の専門領域のスキルアップや資格取得そして
かんよう

広い視野での教養の涵養等に活かすこともできるのです。

私がこの制度を知ったのは、今から40年前。ロンドン

厳しい条件下でもチャレンジすることを通じ、
「生産性」

大学のモーズレイ病院での研修期間中でした。アメリカ・
ノースカロライナ大学ティーチプログラムの創始者エリック・

の向上に寄与する、そのような発想の転換が求められてい

ショプラー教授が、この制度を利用して、半年間滞在し、

るのかもしれません。今年の休暇を、従来と一味違ったも

マイケル・ラター教授との共同研究や執筆活動等に没頭

のにしてみたいものです。

祇園と高梁で「福祉の職場 見学・体験ツアー」
今年から参加者受け入れ
小中学生を対象にした「福祉の職場 見学・体験ツアー」

口寮、デイセンターあかし

（主催：岡山県、県社会福祉協議会）が8月20日に旭川
荘祇園地区、22日に松山ワークセンターで開催され、子ど

やの利用者らと「ボッチャ」
「卓 球バレー」で 交 流。最

もたちがパラスポーツやパン作りなどの体験を通して利用

初は柔らかく転がりにくい

者と交流しました。

ボッチャの球のコントロール

旭川荘では下電観光バスの協力を得て、福祉の仕事

に戸惑っていた子どもたち

への理解を深めてもらう体験型プログラム「小学生福祉

も、的 球に球を寄せるナイ

体験バス」を2012年から昨年まで7回行ってきましたが、

スプレーが決まると、利用者とハイタッチをかわして喜びを

県社協が2016年より県内の高齢者・障害者施設を訪ね

分かち合っていました。

まとだま

職員からボッチャのルールを学ぶ
子どもたち＝児童院

また、22日は小学4

る同様のプログラムを複数コースで実施していることもあり、

年から中学2年の11

「福祉体験バス」の実施方法を変更し、今年から同ツア

人と保護者ら計20人

ーに組み入れて実施することとなりました。
20日はツアー参加

が 松 山ワークセンタ

の小学4年から中学

ーを訪れ、利 用 者と

3年の11人と保護者

一緒にパンとクッキー

ら計21人が貸し切り

の 生 地 作りを体 験。

バスで来荘。愛育寮
織工房では子どもた
利用者に教わりながら縦糸に毛糸を結ぶ
＝愛育寮織工房

ちが利用者のそばに
ついて、結び織や機

粉をこねてクッキーの生地を作る。
焼き上げたクッキーとパンは参加者の
お土産に＝松山ワークセンター

松風寮の日中活動を
見学した後、紙漉きな
どの作業にも取り組
みました。

織りの作業を体験しました。吉備ワークホームのイノシシ
革を加工するワークショップもあり、記念に持ち帰るキーホ
ルダー作りを親子で楽しみました。
この後、一行は児童院の多目的ホールに移動し、竜ノ
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軍手の端糸をカットして
形を整える作業も体験
＝松山ワークセンター

大雨、台風への備えを
荘内で水防訓練、防災研修会実施
甚大な被害をもたらした西日本豪雨から1年―。台風シーズンを前に水防訓練や防
災研修会が6月と7月に旭川荘で開催され、職員らが大雨災害への備えを確認しました。

避難経路など確認

炊き出し訓練も

大規模災害の発生を想定した水防訓練は6月28日、祇

設に伝達しました。

園地区で行われました。

旭川敬老園では対策本部からの氾濫警戒情報を受け、

昨年の7月豪雨を受け、
「梅雨前線の活発化に伴い旭

1階利用者の避難を開始。車いすやベッドのままエレベー

川が増水し、祇園地区が2メートル浸水した」―との想定

ターを使って4階へ誘導するとともに、避難経路や非常用

で訓練を実施。サービスセンター2階の会議室には防災

電源、必要物品などの確認を行いました。

対策本部が設置され、事務局の職員らが電話やトランシ

また、昨夏の改修でオール電化されたフーズセンターで

ーバーで各施設の被害状況や避難状況を確認。時間の

は、浸水などの影響で停電した場合に備え、ガスコンロを

経過に合わせて発表される旭川氾濫警戒情報などを施

使用した“炊き出し”の訓練も初めて行われました。

エレベーターを使い速やかに避難する利用者と職員

災害対策本部では各施設から聞き取った情報を書き出し整理

岡山地方気象台次長・濱子氏が講演
防災研修会は7月11日、旭

ないから大丈夫』ではなく、段階的に発表される注意報、

川敬老園地域交流ホールで開

警報を活用して早めの行動をとることが大切」と指摘。合

かれ、岡山地方気象台次長の

わせて、スマートフォンや PC で確認できる土砂災害、浸

濱子訓志氏が「防災気象情報

水害、洪水害の危険度分布の情報や、危険度の変化を

の活 用 ～ 大 雨 災 害から身を

伝えるプッシュ型の通知サービスについて紹介しました。

守る～」と題して講演しました。

さらに濱子氏は「災害を自分のこととしてとらえ、ハザー

研修会には各施設などから職

ドマップや避難場所の確認、避難訓練に取り組むなどの

員約50人が参加し、年々進化

日頃の備えが大事。気象庁・気象台の HP、テレビやラジ

する防災気象情報への理解を
深めました。

オなどから最新の防災気象情報を入手し、避難等の判断

講演する濱子氏

に役立ててほしい」と呼びかけました。

濱子氏は近年の雨の降り方について、アメダスなどのデ
ータを示しながら「年間の雨日数は減少しているが、1時
間降水量50ミリ以上の観測回数は近年増加傾向にある。
雨が降れば非常に激しい雨になる可能性は以前より高ま
っている」と語り、地球温暖化が影響している可能性につ
いて言及。梅雨前線に南から暖かい湿った空気が継続
的に流れ込むことで積乱雲が連なる線状降水帯を形成、
集中豪雨となるメカニズムについて解説しました。
また、気象庁が警報の基準をはるかに超える現象に対
して発表する「特別警報」に触れ「すでに重大な災害が起
きていてもおかしくない状況にある。
『特別警報が出てい

防災気象情報の活用について学んだ研修会
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夏イベント 暑さに負けず大にぎわい
アトラクションや盆踊り、花火で夏を堪能
祇園地区
「第39回夏まつり旭川荘」を7月25日、祇園地区で開催
しました。施設の利用者や家族、ボランティア、地域の方々
など約5000人が集い、夜店や盆踊り、花火などで夏の夜
を満喫しました。昨年は西日本豪雨があり、被災地支援
のため夏まつりを中止に。2年ぶりの開催となりました。
まつりは岡山県警音楽隊のファンファーレで開会。音楽
隊の演奏に合わせて旗などを振るカラーガードの華麗な
演技や地元小学生の管楽器演奏の他、和太鼓愛好グル
ープの演奏、獅子舞の演舞などのアトラクションが注目を
集めました。やぐらの周りでは近隣町内の踊り連の方々と

やぐらを囲んで盆踊りを楽しむ参加者たち

一緒に利用者やボランティアも盆踊りに参加。リズムに合
わせて体を動かしました。
会場を取り囲むように各施設や家族会、地域の人たち
が出す夜店が軒を連ね、たこ焼きやフランクフルト、かき
氷などを販売。利用者も家族と列に並びお祭りグルメを
堪能していました。
フィナーレを飾る打ち上げ花火は前回より80発多い
800発。体に響く大きな音とともに夜空に大輪の花が次々
と広がると、観客からは「わー！すごい」や「きれい」など
の歓声が上がっていました。

800発の花火は職人が手作業で制作。オーソドックスな「牡丹」や「菊」、創作
系の「型物」
「多方咲き」など様々な種類が観客を魅了した

綿菓子にたこ焼き、フランクフルトなど夜店は
大にぎわい

小学生の
パフォーマンスに
観客席からは
大きな拍手も

県警音楽隊の演奏に
合わせたダイナミック
なフラッグの演技

玉ころがしは子どもたちに大人気 利用者も盆踊りの輪へ
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会場に響き渡る和太鼓の迫力ある演奏

251号

「笑顔」テーマに夏祭り
南愛媛療育センター
南愛媛療育センターの夏祭りを7月13日に開催しました。

イアンミュージックに合わせて身体を左右に動かす人もい

昨年は甚大な被害をもたらした西日本豪雨のため、中

るなど、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

止となってしまいましたが、今年は梅雨のジメジメした気

また、恒例の鬼北町商工会の皆さんによるたこ焼きや

分を明るく吹き飛ばそうと、利用者の発案した「笑顔」をテ

水風船、職員による綿菓子やお菓子、飲み物などのコー

ーマに実施。利用者、職員、ご家族の皆さんが楽しい一

ナーも大好評。利用者も各コーナーを訪れる人たちに「い

時を過ごしました。

らっしゃい、いらっしゃい」と声をかけたり、お客さんの選

オープニングフラッグを会場に掲げた後、色とりどりの風

んだお菓子を袋に詰めたり、職員と一緒に店番を楽しん

船を各所にセット、夏祭りが始まりました。

でいました。

地域のフラダンスチーム「Hula o Kapua ui okalani（フ

最後に全員で盆踊りを踊り、今回のテーマのとおり
「笑

ラ･ オ・カプア ･ウイ･ オカラニ）」のステージは「ALO ～

顔」あふれる夏祭りとなりました。

HA！」の挨拶でスタート。利用者の中には子どもたちの

（南愛媛療育センター 渡邊浩司）

可愛いダンスや先生の本格的なフラダンスに見とれ、ハワ

「いらっしゃい」。利用者も店番を体験

色とりどりの風船で飾られた夏まつりの会場

岡山操山中学校よりうちわの寄贈
県立岡山操山中学校（岡山市北区浜）
の生徒の皆さん
から7月22日、手作りうちわ350枚を寄贈していただきました。
うちわの寄贈は平成26年から、毎年「夏まつり旭川荘」
に合わせて行われ、今年で6回目となります。うちわは同
校の課外活動「SOZAN 国際塾」のメンバーが全校生徒
に呼びかけ、1人1点制作したもの。ひまわりや金魚、すい
かなど夏をイメージしたイラストが丁寧に描かれており、裏
面には「祭」の文字がカラフルなグラデーションで彩られ
色鉛筆で細かいところまで描かれたうちわ

ています。
この日は引率の赤木眞一郎教諭と「SOZAN 国際塾」
ボランティアチームの代表ら計4人が来荘。夏まつり旭川
荘実行委員長の檜尾博常務理事らにうちわを手渡しまし
た。うちわを受け取った檜尾常務は「毎年このうちわを楽
しみにしている利用者さんがいる。継続した支援に感謝し
ます」とお礼を述べました。
いただいたうちわは夏まつり旭川荘へ参加の利用者へ
事前に配られ、大好評でした。
手作りのうちわを渡す生徒代表の2人（左）
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結びの杜で認知症カフェ始まる
入居者と地域住民、学生らが交流
旭川荘で初となる認知症カフェ「オレンジカフェゆうゆう」
が4月から月に2回、三世代交流センター結びの杜で始ま
りました。運営には旭川荘厚生専門学院介護福祉学科
の学生らも協力。結びの杜の入居者と地域の高齢者が
集い、憩いの一時を過ごしています。
同カフェは岡山市の委託を受けて、市内6カ所で開催さ

飲み物とケーキを味わいくつろぐオレンジカフェゆうゆうの参加者

れる「基幹型認知症カフェ」の一つ。第1木曜日と第3土

銭太鼓を披露したり、入居者と一緒に折り紙を折ったり、

曜日の午後1時半から2時間程度、飲み物や菓子を味わ

テーブルを回って飲み物の希望を聞いたり、それぞれが接

いながら落語やピアノコンサートなどの催しや、健康体操、

待役となってカフェの参加者と交流しました。町内の回覧

脳のトレーニングを兼ねたゲームなどを楽しんでいます。また、

板でカフェの開催を知り、毎回参加している大重雅美さん

結びの杜に勤務する介護や看護の専門職が生活や病気

（77歳）は「家にいると一日誰とも話をしないこともある。

についての相談に随時応じるほか、10月と来年2月には

カフェに来ればホームに入居する知人とも会えるし、カラオ

地域住民を対象に「認知症サポーター養成講座」の開催

ケやクイズなどの催しもとても楽しい」と笑顔で話していま

も計画しています。

した。

おおちょう

7月4日のカフェには結びの杜ホームとグループホームよ

結びの杜では一昨年から、当時の介護福祉学科長・藤

しい川の入居者、地域の高齢者を合わせ約20人が参加。

原美恵子さんの発案で入居者向けに同様の催しを不定

介護福祉学科の1年生と学院卒業生の有志ら約20人が

期開催。地域の高齢者にも気軽に足を運んでもらいたい
と、今春、同市の募集する「基幹型認知症カフ
ェ」に手を挙げ、事業者に選ばれました。結び
の杜の三宅典子所長は「子育てひろばよしい川
を利用する親子がカフェを訪ねてくれることも。
カフェの参加者の中にはボランティアとして運営
を手伝ってくれる地域の人もいる。カフェがここ
に集う人同士、世代を超えてつながれる場とな
れば」と今後の展開に期待を寄せています。

折り紙遊びを楽しむ参加者も

参加者にハンドマッサージをする学生

流しそうめんや竹ぽっくり競走など満喫
プレーパーク IN ひらた旭川荘
「プレーパーク IN ひらた旭川荘」が8月7日に開催され、

した。それぞれ

“ひらたの杜”の木陰で地元の小学生たちが竹ぽっくり作り

ボランティアに

や流しそうめんなどの野外遊びを満喫しました。

教わりながら鉈

なた

で竹を割ったり、

プレーパークは子どもたちにひらた旭川荘を身近に感じ
てもらうとともに、ボランティアとして活動する地域住民と

竹の表面にドリ

のネットワークづくりを狙いに2016年から実施しており4回

ルで穴を開けた

目。今回は御南小学校学童クラブ「みなんこクラブ」の子

り、真剣な表情で作業。竹の器は切り口をサンドペーパー

どもたち38人をはじめ、地域のボランティア、ひらたの職

で入念に磨いて仕上げました。
ランチタイムには職員が事前に準備した竹どいを使って

員ら合 わ せ て
約70人が参加

流しそうめんを実施。冷たい水とともにそうめんやトマト、キ

しました。

ュウリが流れてくると、子どもたちは歓声を上げながら箸で
すくい上げ、竹の器に入れたつゆに浸して味わっていました。

開会式の後、

竹ぽっくりの履き心地を試す子どもたち
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竹どいを囲んで流しそうめんを楽しむ参加者

子どもたちは青

午後は、この日手作りした竹ぽっく

竹を使った器と

りを履いて競走を楽しんだほか、最後

竹ぽっくりの制

は子どもたちお手製のペットボトルロケ

作に取り組みま

ットを飛ばして飛距離を競いました。

2019.9.1
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地震
9月は防災月間です。前回は大雨関連の表現を取り上げたので、今回は地震関連の表現を集めることにしました。
今回の記事をまとめるに当たり、次のことに気がつきました。地震と津波は迅速な避難行動が必要になるので、外国人
に情報を伝えるときに英文を考えている余裕は、時間的にも気持ちの面でもないことです。
気象庁・内閣府・観光庁は平成27年6月に「緊急地震速報・津波警報の多言語辞書」を公開しています。緊急地震
速報や津波警報への対応行動について、日本語と英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語で日本語との対訳
を一覧表にしています。これを予め印刷しておき緊急時には指さして使ったり、テレビが複数台あれば1台は副音声で
英語にするなどして情報を提供するのが現実的ではないかと思います。
今回は「緊急地震速報・津波警報の多言語辞書」からの引用でいくつかの表現を紹介しておきます。
Earthquake Early Warning（EEW）issued.  緊急地震速報が出ました。
An earthquake has just occurred in ○○ Prefecture.

○○県で地震。

Watch out for tremors. 強い揺れに警戒して下さい。
Stay calm and secure your personal safety.
Watch out for falling objects.

落ち着いて行動し、身を守ってください。

倒れてくる物や上から落ちてくる物に気をつけて下さい。

Stay away from unstable objects such as shelves and cabinets. 大きな家具からは離れて下さい。
The seismic intensity is expected to be 6.

予想される震度は6です。

seismicは辞書で調べると「地震の」という意味の形容詞です。
seismic intensity of 5-lower ／ seismic intensity of 5-upper 震度5弱／震度5強
Tsunami Warning issued.  津波警報が出ました。
Evacuate immediately to a safer place such as high ground or an evacuation building.
ただちに高台など安全な場所に避難して下さい。
（広報委員・総合研究所医療福祉センター 後藤祐之）

季節を楽しむ！
みどり学園では今年も「夏ならでは！」をたくさん楽しみま

ます。子どもたちにと

した。毎日のプール、スイカ割り、水着に着替えて色水遊び、

って「やったことがあ

模造紙に大胆に色付けする色彩遊び、カブトムシの飼育、

る」は 財 産となり、

野菜のお世話や収穫、梅ジュースづくりなどなど…。どれも

色々なことに挑戦す

子どもたちに夏を存分に楽しんでほしいと思って行ってい

るときの自信と頑張

ますが、私たち大人も一緒に楽しんでいることに気がつきま

りにつながっていくの

す。子どもも大人も汗をかきながらたくさん笑い「夏はこう

ではないでしょうか。

でなくちゃ！」と思います。

今年の夏ももうす

季節ならではの遊びは子どもにとって大切な経験になり

ぐ終わります。私の

ます。その時期、その瞬間しか味わえないもの「旬」を体験

大好きなカブトムシも

楽しい水遊び

していくことでたくさんの刺激を受け、

そろそろ姿を消し寂しさを感じるようになりますが、それとと

子どもたちそれぞれのペースで考え、工

もに次の旬は何か考える楽しみも始まります。私自身も季

夫し、行動します。その過程にその子ら

節を感じて楽しむ心のゆとりを持つようにして、日々を楽し

しさが表れ、それぞれの成長を見せて

むことを忘れないようにしたいと思います。

くれます。そして、季節は毎年やってき

（広報委員

ASAHIGAWASOU DAYORI
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「玉ねぎ収穫大作戦！」で地域交流
望の丘ワークセンター

UA ゼンセンより
一円玉募金の寄付

農業体験イベント「玉ねぎ収穫大作戦」を6月29日、

産業別労働組合 UA

望の丘ワークセンターで実施しました。地域の人たちと

ゼンセンの化学部会よ

20年にわたり続けてきた「ふれあい運動会」を昨年度

り8月1日、愛育寮へ22

で終了。代わりに「望の丘の畑で栽培した玉ねぎをみ

万円を寄付していただ

んなで収穫し、食事を楽しもう」と今回のイベントを企画

きました。

しました。地域や高梁市内の福祉関係者に案内したと

同部会では1975年

ころ、70人を超える参加がありました。

から引き出しの片隅に

この日は、前日ま

眠ってしまいがちな一

での雨の影 響で畑

円玉に着目した「一円

に入ることはできま

玉募金運動」に取り組

せんでしたが、前も

み、毎年2回全国各地

って収穫しビニール

の福祉施設へ寄付して

ハウスに保存してい

います。今回は同部会に加盟する旭化成グループ労働組

寄付金を受け取る末光理事長（左）

た玉ねぎの茎を短く

合連合会の水島支部が旭川荘を推薦してくださり、実現し

カットしたり、根に付

ました。同支部は1990年より旭川学園の環境整備ボラン

いた泥を落としたり、参加者が手分けをして出荷に向け

ティアを始め、現在では学園と周辺用水路などを毎年1回

た作業を行いました。

清掃してくださっています。

ビニールハウスの中で出荷に向けた
作業に取り組むイベント参加者

お昼は、お待ちかねの大バーべキュー大会。みんな

この日は同支部の溝口憲治支部長ら3人が来荘。趣意

で作業した後の食事はとても美味しく、用意した大量の

書を読み上げた後、末光茂理事長へ寄付金を手渡しまし

肉はあっという間におなかの中に。焼いた玉ねぎも甘く

た。末光理事長は「長年ご尽力くださっているボランティ

好評でした。

アのご縁から、
このような寄付をいただけ大変ありがたい。

今夏の玉ねぎは

大切に使わせていただきます」
と謝辞を述べました。

豊 作 で、望 の 丘 で

いただいた寄付金は愛育寮の日中活動で使用する机

は7月上旬までに約

や椅子の購入に充てる予定です。

12 万 個を収 穫。イ
ベントは来年も継続
する予定です。

バーベキューを楽しむ参加者

旭 川 荘 ごよ み
SCHEDULE CALENDAR

9月
1日
2日～11月26日
14日
14日
17日
20日
26～27日
28日

家族会等連絡協議会役員会………
2019年秋展…………………………
オープンキャンパス… ………………
敬老の日式典… ……………………
おかやま障害者ワークフォーラム……
第2回卓球バレー交流大会in「OKAYAMA」……
第52回旭川荘障害医療福祉セミナー……
第18回ふれあい祭…………………

旭川荘
旭川荘アートギャラリー
旭川荘厚生専門学院
旭川敬老園
岡山就業・生活支援センター
旭川荘
旭川荘
いんべ通園センター

旭化成グループ労働組合連合会水島支部の方々
（右2人）
と

編集後記

10月
2日
5日
16日
19日
26日
27日
30日
31日～11月2日

8

お盆に帰省した際の出来事です。子ども達3人が
外で遊んでいたところ、一度に全員蜂に刺されてし

キャンドルサービス… ……………… 旭川荘厚生専門学院
うつぎ祭り… ……………………… 旭川荘真庭地域センター
令和元年度第3回理事会… ……… 旭川荘
せとうちふれあいまつり… ………… せとうち旭川荘
第12回環境福祉フェア… ………… 旭川荘
秋桜祭……………………………… 竜ノ口寮
令和元年度第2回評議員会… …… 旭川荘
療育・医療センターまつり… ……… 旭川荘療育・医療センター
☆運動会・遠足・ハロウィン行事 ～各施設

ASAHIGAWASOU DAYORI

2019.9.1

まうことがありました。幸い大事には至りませんでし
たが、自然は私たちに喜びや感動をもたらしてくれる
一方で、日常生活においても危険な場面をもたらす
ことを再認識させられました。これを機に大人も子ど
もも自然について学ばなければならないと思いました。
（広報委員

251号

川本大輔）

