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コンサートの前座で、子どもの役になりきって歌と演技を披露する
旭川荘グラチア合唱団のメンバー
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「創立の理念」のたすき つなぐ思い新たに
末光 茂

理事長

年末年始は恒例の高校駅伝で1年を閉じ、箱根駅伝で
新しい1年がスタートします。

採択され、また12月3日から8日まで開催の「上海・岡山障
害児者絵画交流展」にも、旭川荘の作品10点が展示さ

駅伝は長距離をリレー形式で「たすき」をつなぎ、タイム

れ、言葉を越えた国際交流に大きく寄与してくれました。

を競う陸上競技です。1917年4月の「東海道駅伝徒歩競
争」が最初で、100年余の歴史を持ちます。日本発で海外

障害者スポーツもティーボールやボッチャ等に加え、卓
球バレーが広がりつつあります。

にも普及し、最近ではアメリカ・カナダ・ベルギー・オースト
ラリア・シンガポール等でも大会が開かれているようです。

「アジアとの交流」は、中国・ベトナム・ミャンマー等に加え、
スリランカやカンボジアとも交流が広がりつつあります。

旭川荘も「創立の理念」という「たすき」を歴代の先輩
がつないでくださったおかげで、今日があります。

「総合研究所」は一昨年12月、科学研究費の応募資格
を有する研究機関として文部科学省の指定を受けること

江草安彦名誉理事長から「たすき」を受けた私は、先
生がやり残したテーマにチャレンジしてきました。

ができました。昨年は日本財団からも研究費の支援をい
ただき、7つのテーマで科学研究費に応募しました。

まず「障害のある人の芸術・文化・スポーツの振興」では、
「旭川荘アートギャラリー」が定着し、県の公募展「きらぼ

「ひらたえがお保育園」や、重い障害者の簡易人間ドッ
クもスタートしました。

し★アート展」にも積極的に参画できています。

新年にあたり、
「旭川荘10か年計画」の具体化を含め、

メキシコのメリダ市で11月に開催されたダウン症の人
の国際アート展「DeepDownArts」に旭川荘から2点が

令和の時代にも「敬天愛人」の「たすき」をつなぎ、地域
に貢献し続ける覚悟を新たにしています。

第37回旭川荘医療福祉学会
福祉新聞社長松寿氏が特別講演
第37回旭川荘医療福祉学会が12月12、13日、旭川荘
療育・医療センターで開催されました。

に全 国 社 会 福 祉
協議会が実施した

まつじゅちかし

初日は株式会社福祉新聞社長の松 寿庶氏が「ララ物

インドシナ難民を

資と戦後日本の社会福祉」と題して講演しました。松寿氏

支援する医療チー

はララ物資について「ララとは米国の宗教・社会事業団体

ムの派遣。これは

などで構成された組織で、日本にはララを通して1946年

現在のアジア社会

から52年までに、当時の金額で400億円もの支援物資
（食

福祉従事者研修

糧、衣類、医薬品など）
が届けられた」と解説。
「戦後の日

に繋がっている」と話しました。

多くの意見が交わされた初開催のポスター発表

本復興に大きな役割を果たした支援であり、福祉施設を

今回の医療福祉学会は11題の一般演題と14題のポ

中心に配布。母国を思う日系海外移民から寄せられた多

スター発表が行われました。第34回前田研究奨励賞に

額の寄付も含まれていた」と述べました。

は旭川荘療育・医療センターの泉明佳臨床検査主任らに

さらに松寿氏は「日本はこうした支援を忘れず恩をアジ

よる「てんかんのある重症児（者）
において腎機能がレベ

アに向けた。その一つが全国の福祉施設からの拠金を元

チラセタムの血中濃度に及ぼす影響」、南愛媛療育セン
ターの都能綾子栄養主幹らによる「生体電気インピーダス
（BIA）法による重症心身障害児者の筋肉量測定とサル
コペニアの評価・リハビリテーションの効果と判定」の2題
が選ばれました。
2日目のシンポジウムは「生活の質をあげるスポーツ」を
テーマに開催。荘内の施設に広がる卓球バレーやボッチャ、
ティーボールの取り組みや今後の課題について、それぞれ
の担当者が発表を行いました。会場では卓球バレーとボ
ッチャのデモンストレーションもあり、聴講に訪れた職員が
ミニゲームを体験しました。

特別講演をする松寿氏
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グラチア音楽賞に三宅理恵さん
職員合唱団がパフォーマンス披露
第７回グラチア音楽賞の授賞式・受賞記念コンサート
が11月28日、旭川荘厚生専門学院で開催され、2015
年3月に上演した旭川荘創立60周年記念オペラ「アマー
ルと夜の訪問者たち」で主人公アマールを演じたソプラ
ノ歌手の三宅理恵さんにグラチア音楽賞が贈られました。
「アマールと――」はグラチア・アート・プロジェクト
（★注）
が2020年9月に英語版での再演を企画。三宅さんが再
びアマール役を務めることになっています。
授賞式では、来賓や旭川荘の利用者、職員、厚生専
門学院の学生ら約230人が見守る中、三宅さんに末光

情感を込めてミュージカルナンバーを歌う三宅理恵さん

茂理事長から賞状が、同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）
から副賞が贈られました。
続いて行われた受賞記念コ
ンサートでは、三宅さんがピア
ニスト佐野隆哉さんの伴奏で、
ミュージカル「オズの魔法使い」
の劇中歌「虹の彼方に」など６
曲を情感たっぷりに披露。伸

岡山市の生まれという三宅さん。
歌の合間のトークでは「父が岡山
出身で、幼いころは毎年夏と正月
は祖母の家で過ごした」
と岡山と
の縁について語った

らで結成された「旭川荘グラチア合唱団」が登場。合唱
団を指導するバリトン歌手大久保光哉さんの指揮のもと、
メンバーはお手玉や羽根つきに興じる子どもの役を演じ
ふる

ながらわらべうたを歌う「北越戯譜」と混声四部合唱「故
さと

郷」を発表しました。
★注：グラチア・アート・プロジェクト

びやかで艶のある声、マイクな

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

しで声を響かせる圧倒的な声

る場」をつくることを目的とした企画。旭川荘が所有する“クロイツ

量に観客は魅了されました。

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

また、コンサートの前座とし

理事長と協議の上、2013年に創設した。グラチア音楽賞は若手

て、オペラの再演に向けて旭川

演奏家の中から人間の生き方や哲学に強い関心を持つ逸材を

荘職員、岡山支援学校の教員

発掘するもので、毎年旭川荘で受賞記念コンサートを開催している。

プロのピアノを間近で鑑賞
第３回共楽コンサート
ピアニストで第3回グラチア音楽賞受賞者の佐野隆哉

2回は第1回グラチ

さんによる「共楽コンサート」が11月29日に旭川荘療育・

ア音楽賞を受賞し

医療センターで行われ、利用者やその家族、職員など約

た川﨑翔子さんが

90人がピアノの音色を堪能しました。

行い、佐 野さんの

共楽コンサートはグラチア・アートプロジェクトの一環

演奏は初めてです。

で医療福祉に携わる人を音楽で癒し、活力を得る場を

より近くで 生 の 音

提供しようと同プロジェクトを提唱した瀧井敬子さんの発

楽に触れてもらお

案で2018年10月に初めて開催され、今回が3回目。1、

うとステージは作ら
ず、ピアノの周りに

感情を込め演奏する佐野さん

座席を設けるのも特徴の一つです。
佐野さんは「ピアノの音を楽しんで欲しい。リラックスし
ながら聞いてもらえたら」と話し、ショパンの前奏曲「雨
だれ」やドビュッシーの「月の光」など全8曲を演奏。佐
野さんの奏でる軽やかで深みのあるピアノの音に利用者
たちは聞きほれていました。なかでも最後に演奏したリス
トの「ラ・カンパネラ」では鍵盤の上を指が転がるように
動く華麗なテクニックを披露。迫力ある音を間近で体感
ピアノの周りに座席を設けた会場

した聴衆から大きな拍手が起きました。
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上海で障害児者絵画交流展
岡山から関係者30人訪中
ご しょうせき

中国・上海市の上海呉昌碩記念館で昨年12月3日から8
日まで、上海・岡山障害児者絵画交流展「きらめきは海を越
えて」が開催され、岡山と上海の障害児者や関係者らが絵
画を通じて交流を深めました。
旭川荘は1985年から上海市と交流を続けており、障害
福祉分野では浦東新区の補読学校
（日本の特別支援学校
に相当）
などと交流を深めてきましたが、絵画を通じた交流
は初めてとなります。
今回の絵画展は、上海市の代表団の一員として2017年
2月、中国近代を代表する芸術家である呉昌碩の曾孫で上
海呉昌碩記念館執行館長の呉越氏が旭川荘を訪れた際、
「障害児者の絵画展を開催しよう」との話題が出たことが

開幕式のテープカットに臨む岡山と上海市の関係者

きっかけとなっています。その後、旭川荘の職員が上海呉昌
碩記念館やアート活動に力を入れている学校などを訪問し、
呉越氏や学校関係者らと協議を重ねて開催に至りました。
日本国内でも、2020年東京オリンピック・パラリンピックを
契機に障害者の芸術活動に注目が集まっています。岡山県
では岡山障害者文化芸術協会が2018年に発足し、公募展
「きらぼし★アート展」を開催するなど県内の障害者アート
を牽引しています。今回の絵画展には同協会にも参画を依
頼し、快諾を得ました。
その結果、岡山側からきらぼし★アート展の出品作21点
とともに、旭川荘利用者の作品10点を出品することとなりま
した。上海市側は、浦東新区補読学校の生徒の作品19点、

会場に並ぶ岡山からの出品作

普陀区啓星学校
（特別支援学校）
の生徒の作品16点を出

「絵画は言葉を発しないが、多くのことを心に語りかけます。

品。日中で合計66点の絵画が会場を彩りました。
絵画展の開幕式は12月3日、記念館の中庭で開催され

言葉の壁を越えて感じあいましょう」
と呼びかけました。また

ました。岡山からは、末光理事長ほか旭川荘関係者、岡山

岡山側の作者を代表し、きらぼし★アート展出品者の尾崎

障害者文化芸術協会の越宗孝昌代表理事、呉昌碩と交流

圭さんが「絵を好きな人に悪い人はいません。私たちは仲

のあった画家・児島虎次郎の孫の児島塊太郎氏、作者代

良くなれます」
とあいさつし、テープカットにせとうち旭川荘

表など約30人が参加。在上海日本国総領事館の等々力研

利用者の岡本卓也さんも並びました。
絵画は4つの展示室に岡山側、上海市側に分けて展示さ

主席領事らも参列し、上海市側も行政や学校関係者、生徒
など約30人が式に臨みました。

冒頭、上海市人民対外友好協会の景莹副会長は「障害
けいほう

者と一般人が互いを尊重する調和のとれた社会を構築し、

れ、補読学校の校長先生や旭川荘の職員がそれぞれの展
示室で作品を解説するなど、参加者たちは和やかな雰囲気
で見学していました。

友好関係の深化を図りましょう」
とあいさつ。末光理事長は

岡山からの参加者はその後、浦東新区補読学校を訪問
して校内のカフェを見学したほか、生
徒とともに小さなアート作品の製作を
体験しました。また翌日には呉越館長
による中国画の制作実演を見学し、交
流を深めました。
絵画展は展示内容を変え、今年は
11月24日から29日まで、岡山県天神

芸術家としても活動する呉越氏（手前左）
の
中国画の制作を見学する参加者
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山文化プラザ
（岡山市北区天神町）
で
開催される予定です。

第10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25日、
「第10回アートギャ
ラリー展」の受賞作品を発表しました。今回は荘内21施設
の177名から延べ326点の作品応募があり、審査の結果、
以下の13作品が選ばれました。

CDジャケットに作品が採用されたいんべ通園センターの藤
林知希さんにも、あわせて表彰状と記念品が授与されました。
旭川荘アートギャラリーで開催中の本展
（会期：12月２日
から２月25日まで）
では、受賞作品を含む40点を展示して

同日開催された表彰式では、末光理事長が出席した受

おり、平日午前９時から午後４時まで、入場無料でご覧い

賞者５人に表彰状と記念品を手渡し「10年で芸術活動が

ただけます。アクセス・開館日等の詳細は、旭川荘ホームペ

広がった。今後も心の中にあるものを絵に表現し、それが

ージをご確認下さい。

多くの方々への励ましとなることを願っています」
とあいさつ。
「旭川荘理事長賞」に輝いたデイセンターあかしやの橘邦
彦さんが「受賞できてうれしいです。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。
また、グラチア・アート・プロジェクト
（3面参照）
が企画する
江草安彦賞

作品を背に記念撮影をする受賞者
（前列）
ら

旭川荘理事長賞

「あじさいの頃」

「りんごいくつある？」

伊藤 宏さん（デイセンターあかしや）

橘 邦彦さん（デイセンターあかしや）

旭川荘友の会会長賞

岡山県食品卸同業会会長賞

「友達と信号と服」

「備前の郷」

大河内 梨緒さん（カレッジ旭川荘）

新路 隆弘さん（いんべ通園センター）

アートギャラリー名誉館長賞

特 選

「自動車」

前田 克己さん（いづみ寮）

「夏の団体」
山本 克己さん（いんべ通園センター）
「とうもろこしとネコ」 相馬 宏範さん（デイセンターあかしや）
「赤いひまわりと真夏の風にのって暑く輝く
令和のバイクツーリングと海のしお風」
物部 紘二郎さん（望の丘ワークセンター）
「作品Ａ」
滝 勝吉さん（くわのみどりの家）
「未完成」
宮川 和良さん（吉備ワークホーム）
「ゴルフボール」
中井 開翔さん（津島児童学院）
「牛窓 だんじりまつり」岡本 卓也さん（せとうち旭川荘）
「調和」
山田 和重さん（いづみ寮）

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086-275-1952
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見せ方の重要性を学ぶ
販売促進デザイン力向上セミナー
販売時の製品陳列やポスター作りのポイントを学ぶ「販売促

ばと企画。事前に提出していた

進デザイン力向上セミナー」が11月13日、吉備ワークホームで

バザーのブース写真とともに、

開催され、旭川荘で製品を販売している施設の職員やポスター

会場に各施設が準備した製品

を製作する事務職員など約20人が参加しました。

ディスプレーを見ながら建部さ

メモや写真をとりながら
熱心に話を聞く参加者たち

講師はデザイナーの建部浩子さん。建部さんは代表を務める

んが改善点などを指摘。
「奥に置くものは空箱などを利用して高

デザイン事務所「和果葉デザイン」
（倉敷市中島）
でパッケージ

さを出すと見栄えがする」
「ディスプレーに使うカゴなどは同じ色

デザインや店舗ディスプレーを手がけており、これまでに松山ワ

で揃えると統一感がでる」
「ロゴマークは最も目に付く場所に置

ークセンターのクッキー「Cotoli物語」や望の丘ワークセンターの

いてアピールを」など、実際にレイアウトを変えながら説明しました。

「おから茶」
「乾燥しいたけ」などの

また、ポスターやPOPの作り方はパソコンを使って紹介。強

パッケージデザインも担当。岡山県

調させたいところはフォントを変えたり白抜きにしたりすると目立ち、

セルプセンターからの依頼で、福祉

年賀状ソフトに付いているイラストを活用すれば季節感のあるポ

施設を対象にディスプレーの助言な

スターも簡単にできるとアドバイスしました。

ども行っています。
POPのサイズ、色について
アドバイスする建部さん

建部さんは「ちょっとした工夫で製品をより良く見せることが

今回のセミナーは「ぎおんの杜会
議」が利用者の工賃向上に繋がれ

できる。利用者さんや職員の方のモチベーションアップに繋が
れば嬉しい」
と話します。

ふくのいち－旭川荘写真・作品展－
川崎医科大学総合医療センター
旭川荘の施設で作る製品の販売やアートの展示を行う「ふ

えた POP で各施設の

くのいち－旭川荘写真・作品展」が12月3日から6日まで、川

取り組みを紹介しまし

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

た。30年以上前から続

れ、病院を訪れた人たちで賑わいました。

くイベントのためリピー

「ふくのいち」は昨年度から旭川荘製品の販売イベントで使
用している名称で、本年度から写真・作品展でもタイトルに冠
しています。

ターも多く、お見舞いに

製品が並ぶ会場。
外来、
入院患者らが診察待ちに立ち寄る

来たという女性は「去年買ったキーホルダーがすごく気に入っ
ている。今回は友達にもプレゼントしたい」と気になる製品を

今回は12施設の利用者が手がけた製品約1000点を展示

じっくりと品定めしていました。

販売。県内産ヒノキで作ったパズルやイノシシ革のキーホルダ

また会場の周りには「旭川荘アートギャラリー」の絵画22点、

ー、陶器の皿などの手工芸品と、クッキーや乾燥椎茸などの食

造形作品2組（5点）
を展示し、買い物を終えた人たちが熱心

品をそれぞれのコーナーに分けて並べ、作業風景の写真を交

に見ていました。

総社でも「ふくのいち」
宮脇書店ギャラリーで開催
宮脇書店総社店（総社市井手）
を会場にした「旭川荘ふく

き菓子、野菜、花苗などを

のいちinkiitos」が12月14、15日に同店のギャラリースペース

一堂に展示。師走も半ば

kiitos（キートス）
などで行われました。

の開催とあって、木のクリス

イベントは同店の協力を得て2018年12月に初めて開催し、
今回が2回目。行事委員会とぎおんの杜会議、旭川荘アートギ

マスリースや干支の置物、

葉ボタンなどの季節商品は特に人気を集めました。また、ギャラ

ャラリーのメンバーが実行部隊

リー内には利用者が制作したユニークな顔型のオブジェのほか、

となり、
「製品」と「アート」の両

配色やタイトルからクリスマスを連想させる絵画などが並べられ、

面から旭川荘の活動を紹介し

訪れた人たちが足を止めて見入っていました。

ました。

このほか“お楽しみ企画”として、14日は買い物をした先着

会場のギャラリーと屋外に設
限定50丁の
「のぞみとうふ」
は
試食効果もあって大人気＝12月15日

6

会場の壁には利用者が絵を描いた
傘の作品も展示

50人にせとうち旭川荘の「ベルギーワッフル」をプレゼント。15

置したテントには、荘内9施設が

日は望の丘ワークセンターで作る「のぞみとうふ」の宣伝を兼ね、

販売するハンドメイド雑貨や焼

来場者に試食の湯豆腐を振る舞いました。
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木製品の端材をディスプレーに活用
デザイン学ぶ岡山県立大生、吉備ワークに提案
旭川荘と交流を続ける岡山県立
大学デザイン学部の学生たちが11
月27日に吉備ワークホームを訪れ、
木製品の製造工程で出る端材をディ
スプレーに活用するアイデアについて
プレゼンテーションを行いました。
アイデアをまとめたのは、同学部の
南川茂樹准教授のもとで学ぶ永井
花苗さん、島田遥さん、西川大貴さ
ん、林翔太さん＝いずれも3年生＝

りんごの枝を利用したカード立て。
内容を一覧できるよう、カードを挿す
切れ込みの角度と間隔を工夫している

あいだ

冊子などの適度な厚みのあるものを展示する木製スタンド。
凹凸がピッタリ重なるデザインで収納＆持ち運びも便利

（★注）
の4人。活動は2014年に始まる「間プロジェクト」

イド式の棚に仕上げたディスプレーなど、４人でアイデアを

の一環で、昨年5月に吉備ワークを見学した際に端材を持

出し合った5案。木工担当の職員らを前に、デザイン面の

ち帰り、専門分野の授業の中で木の特性を生かしたデザ

工夫や制作方法、改良したい点などについて発表し、質

インの研究と試作に取り組んできました。

問にこたえました。

この日、提案されたのは、
りんごの枝に斜めに切り込み

三宅律子所長は「自由な発想から生まれたアイデアばか

を入れたカード立てや、すのこの隙間に板をはさんでスラ

りで、面白い。提案を参考に、ディスプレー機材の試作にも
取り組みたい」
と話しています。
★注：間プロジェクト
南川ゼミと旭川荘との「間」で進
める「福祉現場におけるデザイン
の効果と新たな価値の創造を探る」
取り組み。これまでに学生らが端
材などを活用したものづくりやワー

市販の「すのこ」に端材を加えたディスプレーについて
説明する岡山県立大生（奥の３人）

プレゼンを行った
（左から）永井さん、島田さん、西川さん
（※林さんは都合により欠席）

「グラチア合唱団」初舞台を経て

クショップなどを提案している。

の大久保光哉先生のご指導のもと、
月2回の定期的な練習を行ってきまし

来年のオペラ再演に向けて再結成された合唱団は、初舞

たが、先生のご指導は練習の約半

台を機に「グラチア合唱団」
と命名され、11月に行われた「第

分は声の出しやすい身体作りのため

7回グラチア音楽賞」の受賞記念コンサートの前座として初

の準備運動となかなかハードです。

舞台を踏んだことは既に皆さんもご承知のことと思います。
（3

歌唱の準備は発声練習からというのは素人考えのようで、口

面に関連記事）

周りの柔軟体操はもとより重心を安定させるための下半身や

旭川荘職員に岡山支援学校教員有志が加わり、23人の
選抜メンバーでの出演となりました。本番はわらべの役に成
りきり、表情豊かに初舞

体を使って発声練習をするメンバーたち

指導をする大久保先生

体幹トレーニング、全身の脱力運動など正に体力勝負。それ
でも皆「きちんと準備運動をすると声が出やすくなりますね」
と納得の様子です。

台を終えました。練習風

今後はいよいよ
「アマールと夜の訪問者たち」の練習に入

景から初舞台までの経

ります。楽譜が読めなくても耳に自信があれば音とりは可能

過は12月4日のRSKイブ

です。体力に自信のある方、新規加入はいつからでも歓迎し

ニングニュースでも取り上

ます。第1・第3水曜日、終業後の17時30分に児童院多目的

げていただきました。

ホールにお越しください。

これまでバリトン歌手
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パラ・パワーリフティングの魅力知って
台湾と日本の選手ら来荘、利用者と交流

秋の清掃奉仕活動

2020年東京パラリンピックを目指すパラ・パワーリフティングの

祇園地区で11月9日、ナカシ

台湾と日本の代表選手４人が12月21日、旭川荘を訪れ、競技の

マプロペラの皆さんによる秋の

デモンストレーションなどを通して利用者と交流しました。

清掃活動があり、夏の間に伸び

来荘したのは台湾の女子61キロ級リン・ヤー・シェン選手と、日

た枝の剪定や雑草の除草作業

本の女子73キロ級坂元智香選手、男子49キロ級加藤尊士選手、

を行いました。1995年に始まり

同59キロ級戸田雄也選手ら。女子の台湾代表が東京パラリンピ

25年目になります。

中原川は川の水をせき止めて草を刈った

ックの事前キャンプを岡山商科大学（岡山市北区津島京町）
で実

この日は同社より社員約300人と旭川荘職員や利用者など約

施することがこのほど決まり、同大学で18～22日に行われた両国

120人が参加。北地区の旭川学園グラウンドから南地区までの

選手の強化合宿の合間

広範囲を複数のグループに分かれて担当しました。中原川の周

を縫って来荘しました。

りでは、男性の背丈ほどに伸びた草を草刈機で短く刈り、児童院

交流会の冒頭、あいさつする
（右から）
リン選手、坂元選手、加藤選手、戸田選手

交流会には選手と練

職員寮や地域生活ホームの近くの植栽は丁寧に剪定ばさみで整

習を支援する岡山パラ・

えられました。2時間ほどの作業で見違えるほどスッキリしました。

パワーリフティングクラブ

また同17日には、ひらた旭川荘でも清掃活動が行われ、中電

のメンバー、旭川療育園

工の皆さん63人と旭川荘職員20人が

と旭川学園、竜ノ口寮、

参加しました。中電工のひらた支部で

愛育寮の利用者、家族、

の清掃活動は14年目になります。

職員など約70人が参加。同クラブの岡本孝義代表が試合の映像

今回は高所作業車を使い4カ所に分

を交えながら各選手を紹介し、ルールについて解説しました。デ

かれて高木の枝を切っていきました。特

モンストレーションでは加藤選手がベンチプレスを披露。体重49

に隣接している岡山県健康づくり財団と

キロの加藤選手が重さ100キロのバーベルを軽々と持ち上げると、

の境界にある木々は枝が財団側に伸び

会場から「おおーっ」というどよめきと歓声が沸き起こりました。

背の高い木が多いひらた
旭川荘では高所作業車
が大活躍

続いて参加者は２グループに分かれて、皆で合計1000キロを持
ち挙げる「おもいを挙げるプロジェクト」に挑戦しました。子どもも

ていたので片側を切りそろえ、明るく風
通しもよくなりました。

大人もバーベルの重みに思わず顔を歪めながら、同クラブメンバ
ーのサポートを受けてベンチプレスを体験。競技の魅力の一端に

旭 川 荘 ごよ み

触れました。

SCHEDULE CALENDAR

最後に旭川荘ミュージックアカデミーのメンバーが「威風堂々」
ち か ら

1月

などを演奏。利用者を代表して療育園の笠原智圭良さんが「腕の
力だけで重いバーベルを持ち上げるのは本当に凄い。力強さが









伝わってきて感動した。東京パラリンピックはテレビの前で応援し
たい」とお礼を述べると、
リン選手は「皆さんにパワーリフティング
を楽しんでもらい嬉しい。よかったら一緒に競技に挑戦して、４年
後のパリ大会を目指しましょう」と笑顔で呼びかけました。

2月

岡山県損害保険代理業協会より
車いすの寄贈


1日 健康づくり講演会………………… 北宇和病院
 29日～3月22日 いづみ寮芸術祭 ………………… いづみ寮

 ☆節分行事 ～各施設

一般社団法人岡山県損害保険代
理業協会（岡山市中区原尾島）
より

編集後記

12月12日、旭川荘に1台の車いすを
寄贈していただきました。車いすの寄
贈は2015年から毎年行われ今年で
5回目、合計7台になります。

昨年の漢字は「令」でしたが、私が考える旭川荘の
歳森会長（左）
より車いすを
受け取る秋山寮長

漢字は「和」
。芸術やスポーツ、人材養成で国内外の

ピュアリティまきび（同市北区下石井）
で行われた贈呈式では、
同協会の歳森宏会長より車いすを受け取ったいづみ寮の秋山哲

旭川荘でありたいです。
 （広報委員長 小幡篤志）

せていただきます」とお礼を述べました。

2020.1.1

育園を開始し、障害者の簡易人間ドックでは一般病
くの「和」を見つけて、利用者に「和らぎ」を提供する

っており、車いすをいただけるのは大変ありがたい。大切に使わ

ASAHIGAWASOU DAYORI

方々と「融和」
し、障害児と健常児が「和合」する保
院との連携・
「調和」が鍵となりました。令和2年も多

生寮長が「いづみ寮では利用者さんの高齢化が大きな課題とな

8

9日 成人式…………………………… 旭川荘療育・医療センター
11日 令和2年度入学希望者面接B日程 カレッジ旭川荘
15日 成人を祝う会 …………………… あおば
22日 新成人を祝う会 ………………… 旭川荘真庭地域センター
24日 成人式…………………………… ひらた旭川荘通園センター
26日 家族会合同研修会……………… 知的障害関係施設
 ☆新年行事（初詣・とんど焼きなど） ～各施設

253号

