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天皇陛下御下賜金を旭川療育園に
末光 茂

理事長

令和2年早々に、嬉しい知らせをいただきました。

の植樹を計画し苗木を選定中です。
「ペカン」は学園開設

天皇陛下御下賜金を2月21日、大森岡山市長を通じて

当初、
「立体農場」を整備する中で、クルミと並んで実のな

「旭川療育園」に賜りました。

る樹の代表だったのです。

旭川荘では、過去に4回御下賜金をいただいています。

そして今回です。今の天皇陛下は、2度にわたり旭川荘

その都度、記念の植樹などにより陛下の温かいお気持ち

をご訪問くださっています。昭和52（1977）年、上皇上皇

を心に刻んでいます。

后両陛下が皇太子ご夫妻として当時の県立福祉センター

昭和37（1962）年10月の昭和天皇皇后両陛下の行幸

（現在のひらた旭川荘）
をご視察され、その際に今の天皇

啓に先立ち4月29日の天皇誕生日に、
「旭川乳児院」にい

陛下もご一緒されたのです。中学生の夏服でのお姿が写

ただいたのが最初です。このときは園庭にヒマラヤ杉を植

真に残っています。

樹しました。

さらに、平成25（2013）年には皇太子のお立場で「旭

次いで、昭和51（1976）年「旭川敬老園」に賜り、中庭

川荘療育・医療センター」の重症児病棟をご慰問され、
「ア

に記念の松を植樹。今や3メートルにまで成長し、ご利用

ートギャラリー」の作品や「ミュージックアカデミー」の演奏

の方々を見守り続けてくださっています。

も楽しんでくださったのです。

上皇陛下からは、平成25（2013）年「旭川乳児院」に

優しいお人柄に直に触れ、励ましのお言葉もいただい

再度賜り、
「古事記」にも出てくる「ハナモモ」を玄関先に

た関係者がたくさんいます。天皇陛下への感謝の思いを

植樹。

胸に、日々の療育に励むエネルギーにしてほしい。そのた

平成29（2017）年に賜った「旭川学園」では、
「ペカン」

め今回も記念植樹を検討中です。

南ロータリークラブより桜の植樹
岡山南ロータリークラブの皆さんによる桜の植樹が2月
18日に行われました。旭川荘への桜の植樹は1997年に

みなさんにも楽しんでもらえるようにしたい。継続した
ご支援、ありがとうございます」と謝辞を述べました。

始まり、23回目。今回は3本の楊貴妃桜が加わり、合計
103本になります。

続いて参加者が丸太の支柱に固定した3本の楊貴妃
の若木に順番に土をかけ、植樹しました。

植樹式は竜ノ口寮西側の緑地公園で行われ、同クラブ

最後に、竜ノ口寮の利用者を代表し、自治会長の大橋

の会員約60人が参加。伊澤正信会長が「竜ノ口寮のみ

寿さんが「植樹していただいた桜

なさんや、旭川荘の多くの人たちに桜を見て和んでもらえ

の花とともに竜ノ口寮も成長して

れば」とあいさつしました。末光茂理事長は「この場所を

いきたい」とお礼を述べました。

“新楊貴妃通り”と命名し、利用者の方だけでなく、市民の

植樹する伊澤会長（写真中央）
と末光理事長（左）
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参加した岡山南ロータリークラブのみなさん

旭川児童院で成人式
旭川児童院の成人式が1月9日に開催され、家族やボ
ランティア、職員など約80人が晴れの日を迎えた6人の新
成人を祝福しました。
新成人の6人は、この日のために選んだスーツや振袖な
どを着て家族と一緒に式典会場に入場。各人のこれまで
のあゆみをスライドで紹介した後、会場の全員で乾杯しま
した。
末光茂理事長は「
『大人』は『大きな人』と書きます。こ
れからは自分のことだけでなく周りの人を大切にできる心
の大きな人になってください」とお祝いの言葉を述べ、岡

式典会場では、餅つきの模様を中継で紹介する初の試みも

山市成人の集い実行委員長の宮内友紀乃さんは「今ま

育て支援課の方より
「20歳のパスポート」が、真庭市蒜山

で支えてくださった方に感謝の気持ちを伝え、これからも

花園地区の方からはこの日の朝ついたばかりの紅白餅が

たくさんの人たちから刺激をもらい、成長していきましょう」

一人一人に手渡され、新成人は笑顔を見せていました。

と呼びかけました。また記念品贈呈では、岡山市地域子

この後、新成人からご家族へ花束が贈られ、母親が涙
ぐむ場面も。新成人の家族を代表して平野優花さんの父・
健さんが「たくさんのスタッフや支援学校の先生に可愛が
っていただき、この日を迎えることができました。周りの方々
への感謝を忘れず、これからも子どもたちが自分らしい人
生を楽しく送っていけるようにサポートしていきたい」
と述べ、
会場からは大きな拍手が送られました。最後に新成人が
生まれた1999年のヒット曲「フラワー」を全日本エレクトー
ン指導者協会ヤマハjetの皆さんと児童院の利用者による

新成人の6人と家族

「つばさバンド」が演奏し、全員で合唱しました。

新型コロナウイルス対策で
上海市に支援物資を送付
昨年12月に中国の武漢市で発生した新型コロナウイル

としました。手 袋

ス感染症。その後急速に中国全土に広がり、2月17日現

は日本では十 分

在の感染者は7万人に達しています。中国では検査・治療

な流通量がありま

体制が追い付かず、マスクなどの医療物資が不足し、日本

す。一 方、マスク

各地や世界中から支援が寄せられていると報じられてい

は品切れになって

ます。

いますが、旭川荘

旭川荘と交流のある上海市の政府機関からも、医療資

ではその 直 前に

材が不足しているので少しでも支援いただければありが

一定量の備蓄が

たいとの声が寄せられました。具体的には、病院等で使

確保できたことから、荘内各施設に可能な範囲の協力を

用するマスク、医療用手袋、アルコール消毒液、防護服が

呼びかけ、集まったマスクを送ることにしました。

不足しており、特に

送り先は、高齢者・障害者の医療福祉全般を管轄する

マスクの不足が深

「上海市民政局」と「上海市障害者連合会」としました。

刻とのことでした。

現地までの輸送は、上海市人民対外友好協会の手配によ

国内の流通状況

各施設の様々なマスクが詰め込まれた箱

段ボール19箱が上海市に発送された

り上海市の企業が担当しました。

等を調査した結果、

支援物資は2月14日に旭川荘から発送し、18日に上海

旭川荘としては「マ

に到着しました。現地からは「日本でも感染者がいる中で、

スク」と「医療用手

応援してくださってありがとうございます。とても勇気づけ

袋」を支援すること

られました」などと深い感謝の意が伝えられました。
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旭川児童院
文化交流活動への
取り組み

旭川児童院の利用者が参加する日中活動の
場が活気づいています。従来からの文化交流
活動を見直し2017年から、参加者を年代別に

グループ 分けした「“新生”文化交流活動」と、
外部の専門家やボランティアを講師に開催する
「カルチャープラザ」に再編しました。3年を経
て定着してきた活動の一端を紹介します。

（広報委員 川田明奈）

“新生”文化交流活動
文化交流活動は1977年、岡山県・岡山市の社会教育
事業として生涯学習を目的として創設された「青年文化
教室」を前身として始まり、長期にわたり学校を卒業した
人たちの日中活動を担ってきました。開設当初は80人程
度の成人が対象でした。2005年、事業の終了と児童院
改築を機に、社会参加と施設内の交流を目的に新たに
「文化交流活動」として出発しました。
しかし児童院利用者の高齢化、重度化に伴い、参加
者の年齢や症状もさまざまとなり、質的転換が求められま
した。
そこで2017年4月、それまでの活動別のグループを発
展的に解消し、年代別に4つのグループに再編成しました。
現在は音楽室を会場に20代・30代が水曜日、40代が木

曜日、50代が金曜日、60代以上が月曜日のそれぞれ午
前中、同世代の仲間との時間を過ごしています。
活動のメニューはグループごとに決めます。活動的な
20代・30代、および40代のグループは、体操や体を動か
すゲームを多く取り入れ、50代や60代以上のグループは
カラオケや園芸、卓上ゲームなど比較的ゆったりと過ごせ
るようにするなど、年代に合わせたメニュー構成ができる
ようになりました。支援部で文化交流活動を担当する松
本裕子さんは「学校を卒業すると同世代の人と関わる機
会は減ってしまうので、年代別に集える場を提供したいと
いう思いもあった。同じ時代を過ごした人同士はやはり
気が合うようで、活動中の雰囲気もよく、出席率もいい」
と話します。

ボウリング
取材に訪れた日の40代の活動はボウリング。
利用者はゴム製の大きなボールを、色水入りの
ペットボトルに向かって転がし、倒したペットボ
トルの合計点を競います。両手で投げられる人
は自分で、難しい人はスタッフが手を添えます。
みんなボールを目で追い、自分の時はもちろん、
他の人がたくさん倒して高い点が取れた時にも、
笑顔で喜び合います。

すごろく
すごろくを楽しむ50代グループ。サイコロを振っ
て、コマをすすめます。マスには「ガッツポーズ
をする」や「握手をする」などの動作が記されて
いて、
「歌を歌う」のマスに止まった時は、50代
のみなさんに馴染みのある1970年～80年代
のヒット曲（演歌「天城越え」
「舟唄」など）を
CDに合わせて歌います。知っている曲の時は
大きな声を出して盛り上がります。

カルチャープラザ
カルチャープラザは、旭川荘のすすめる「障害のある人
たちの芸術・文化活動」に向けた取り組みが児童院の文
化交流活動の目的と合致することもあり、2017年に文化
交流活動を再編した際に、新たにスタートしました。
同世代の利用者の社会参加と交流を目的とした文化
交流活動に対し、カルチャープラザは文化・芸術性を高め
ることに焦点を当て、専門の講師とボランティアのサポート
で定期的に講座を開催しています。利用者は興味のある
ものに申し込み参加するスタイルで、メンバーを固定しな

4

ASAHIGAWASOU DAYORI

2020.3.1

254号

い点も文化交流活動と異なります。
当初は「シンボルツリーワークショップ」
「ネイルアート」
「フ
ラワーアレンジメント」の3つの講座でスタートしました。そ
の後「大型絵本の読み聞かせの会」が加わり、現在は各
講座とも月に1回行われています。このほか、超重症児者
のために病棟内のベッドサイドで演奏するバイオリニスト
勝村麻由子さんを始め、プロの音楽家による演奏会など
も不定期で行われており、カルチャープラザの活動の1つ
となっています。

シンボルツリー
ワークショップ

童 画 家の中 山 忍さんを
講師に、療育・医療センタ
ーの外来にあるシンボルツ
リーの飾りを作るアートのワークショップです。中山さん
が「秋はミノムシ」
「 1月は凧」といった季節に合ったテ
ーマを提案し、利用者が見本を見ながら自由に作ります。
「『今日なに作るの？』と楽しそうに声をかけてくれる利
用者さんもいて、嬉しい。私も利用者さんの感性豊か
な作品には、いつも刺激をもらっている」と中山さんは
話します。

フラワー
アレンジメント

黒住教のボランティアが
用意した季節の花々を、利
用者が花器に置いたオアシ
ス
（吸水スポンジ）
に生けていきます。講座開設当初は華
道の先生が担当していたフラワーアレンジメントですが、先
生が事情で来られなくなった後も、ボランティアがメインで
続けてくれています。花を躊躇なく生けていく人、ボランティ
アと相談しながらゆっくり生けていく人…。同じ花でも出来
上った作品はそれぞれ個性的。参加者は美しい花と香りに、
癒されているようでした。

クリスマスオーナメントを
作るため、画用紙に緑、
黄緑、赤の絵の具で、自
由に模様を描きます。中
山さん
（写真左）
から「上
手ですね」と声をかけら
れた利用者は、はにか
んだような笑顔を見せて
いました。

女性利用者に人気のネイ
ルアート講座。かごの中には
ネイリストの小島美智子さん
が持参した、カラフルなマニキュアやネイルシールが並び、
みんなキラキラした目で見つめています。それぞれ好きな
色のマニキュア、ネイルシールを選ぶと、小島さんがマニキ
ュアを塗り、花やハートなどのシールをポイントに貼って仕
上げます。利用者はきれいに彩られた爪を支援スタッフに
見せ、誇らしげです。小島さんは「喜んでもらえると嬉しい。
利用者の方の負担にならないよう、できるだけ素早く仕上
げるよう心がけています」と言います。

ネイルアート

花の茎が折れないよう
優しく持って生けていき
ます。完成した時の喜び
に包まれた表情が印象
的です。

大型絵本の
読み聞かせ会

元小学校教諭の粟井京
子さんが、一辺が40～50㎝
ほどもある大型絵本を読ん
で聞かせてくれます。だれもが参加できる人気の講座です。
粟井さんは参加するさまざまな年代の人に合うよう、毎回
8冊前後の本を持参し、ページをめくりながら感情豊かに
読んでいきます。利用者はその語調や大判のイラストを楽
しみます。

きれいな色に塗られてい
く爪を見て利用者も笑顔
に。小島さん
（写真中央）
やボランティアが「もう少
しですよ」
「きれいな色で
すね」
と声をかけてくれる
ので、
リラックスしています。

支援部担当者へインタビュー
文 化 交 流 活 動 の 内 容で 工 夫して
いることはありますか？

（松本さん）年代別のグループごとに2
人のスタッフを置き、1年間通して活動メ
ニューの企画を担当してもらっています。
利用者さんが受け身よりも、できるだけ能
動的に参加できる内容を心掛け、1つの
メニューでいろいろな楽しみ方ができるも
のをと、一緒に計画しています。例えばす
ごろくの活動では、まずさいころをふり
（転
がす、落とす、投げる）
、駒の動きを目で追

文化交流活動とカルチャープラザの体制を作った支援部の松本裕子
さんと小豆忠博部長にお話しを聞きました。

い、止まったマスの項目に合わせて声を
出したり体を動かしたりすることができます。

文化交流活動を再編し、カルチャー
プラザを新設しましたが、良かった
点は？
（小豆部長）各グループの担当スタッフ
が、主体的にメニューを考えてくれるおか
げで、参加する利用者はいろんなことを
体験できるようになりました。以前は文化
交流活動のメニューしかなかったのです

が、今では年代別の文化交流活動とカル
チャープラザのどちらにも参加することが
できます。病棟の外に出て多くの人たちと
触れ合う体験は、利用者さんにとってとて
も大切です。そうした機会が増えて良か
ったです。

今後の展開は？

（松本さん）例えば書道など、カルチャ
ープラザのメニューを増やせたらよいなと
思っています。
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ぎおんの杜のネコグッズを販売
招き猫美術館で新春展示会
旭川荘の利用者が手掛けたハンドメイド製品を販売する

などの「ぎおんの杜」の定番

展示会「子年新春旭川荘ふくのいち―ぎおんの杜でネコ

製品に加え、ネコをモチーフ

見つけました」が1月7日から2月2日まで、招き猫美術館
（岡

にした七宝焼きのマグネット

山市北区金山寺）
で開催されました。

やチャーム、結び織の壁掛け、

同美術館の新春イベントに合わせた企画で、昨年に続

陶器粘土で作ったネコのオ

いて2回目。亥年にちなみイノシシ革製品を中心に集めた

ブジェなど、今回の企画の

昨年の展示から趣向を変え、今回はネコに関連した製品だ

ために制作した“新作”もあり、

けを取り揃えました。

ネコ好きな来館者の目を引
参加したのは

一つ一つの個性が際立つネコのオブジェは早々に完売

いていました。

吉備ワークホー

招き猫美術館学芸員の

ム、あおば、竜ノ

虫明比斗子さんは
「キーホル

口 寮、愛 育 寮、

ダーやミニタオルなど手頃な

せとうち旭川荘

価格のものが好評で、
売り上

の5 施 設で、会

げは前回を上回った。
トート

場では約20 種

バッグなどの袋ものは、
当館

類約200点のネ

の春のイベントでも引き続き

コグッズを展示

販売したい」
と話しています。

販 売。ネコ柄ト

招き猫の切り絵（奥）
は
せとうち旭川荘の試作品。旭川荘と
交流がある童画家・中山忍さんの
タイル画（手前）
も並んだ

ートバッグや招
キーホルダーやクリップ、メモスタンドなどの木製小物も好評

ネコの七宝焼き製品も大人気

き猫のマグネット

職員の力作191点披露
親和会芸術祭
旭川荘職員が趣味で制作した作品を紹介する展覧会

また、親和会

「親和会芸術祭」が1月20日から27日まで、旭川敬老園

の幹事らが、今

地域交流ホールで行われました。

回の応 募 作 品

会場には応募のあった絵画や写真、手工芸作品など
計191点を一堂に展示。孫の成長に合わせてベビーベッ

の中から「芸術
賞」
「特 別 賞」
、

ドから机・椅子にアレンジできる木製家具をはじめ、粘土

来 場 者の投 票

で作った梅や椿が華やかな羽子板、
ドライフラワーをあし

で決まる「来場

らったモダンな正月飾り、シーグラスを並べて汚れた海に

者 賞」など計 8

棲む魚の悲しみを表現したアート作品など、各人の技と熱

作品を選定。最

意、センスが感じられる力作が並び、休憩時間に立ち寄っ

優秀にあたる
「親

た職員や外出の際に訪れた利用者が熱心に見入ってい

和会会長賞」に

ました。

は、せとうち旭川
荘の國富義臣さ
んが出品した木
製模型の観覧車
「Welcome」が
選ばれました。

職員の力作が並ぶ芸術祭会場
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入場ゲートやパラソルの
ある休憩スペースなど
細部のつくりも目を引く

254号

親和会会長賞に選ばれた國富義臣さんの
「Welcome」
は高さ80㎝の大作

岡山県食品卸同業会より寄付
旭川荘アートギャラリー
岡山県食品卸同業会より2月6日、旭川荘アートギャラリ

この日、同会の守分孝治会長ら2人が旭川荘を訪れ、

ーへ寄付金50万円をいただきました。寄付は2009年か

理事長応接室にて贈呈式を行いました。守分会長か

ら毎年行われ、今年で12回目。合計500万円になります。

ら目録を受け取った末光茂理事長は「長年の支援に
感謝いたします」とお礼を述べ、昨年12月に行った上
海での絵画展や旭川荘アートギャラリーの活動につい
て紹介しました。その後、守分会長らはアートギャラリ
ーで、第10回旭川荘アートギャラリー展の展示を鑑賞
しました。
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展示

贈呈式で岡山県食品卸同業会の皆さん
（右2人）
と

しています。

社会とつながること
「初めて役に立ってると思った」―。
高校を卒業後にあおばで働き始め、もうすぐ2年になる
20歳の女性利用者の言葉です。
昨年の秋、ANAクラウンプラザホテル岡山のスタッフの
方が、新年にホテルを訪れるお客様を歓迎する「和」をテ
ーマとした企画を検討する中で、当所の水引アクセサリー

販売中の水引アクセサリー

に目を留めてくださいました。
製品の魅力とともに、当所が考える水引製品のコン

今年の仕事始め、あおばで製品作りに携わる利用者

セプトである「人と人とをつなぐこと」、仕事を通して「利

全員で ANA ホテルに食事に行きました。フロントのど真

用者と社会をつなぐこと」という思いに共感くださり、新

ん中に本当に飾られている干支の置物、フロント、レスト

制服の襟に水引タックピンを付けて接客する
ホテルスタッフ

年の期間、フロント、

ランスタッフの方全員が水引タックピンを付けてくださっ

レストランのスタッフ

ている姿に、自分たちの仕事が社会とつながっている

の方が、水引のタック

ことを実感。その帰り道、冒頭の言葉が、こぼれるように

ピンを付けてくださる

発せられたのです。

ことが決まり、60個を

それ以降、利用者の方々は、今まで以上に精力的に製

受 注。併 せて、あお

造に取り組まれています。打ち合わせや納品の際に、先

ばで毎年製造してい

方のスタッフの方からいただいた名刺は、彼ら彼女らにと

る「干支の置物」もフ

って初めての名刺交換であり、自分が社会人であることの

ロントに飾ってくださ

証として、宝物のように大切に持っておられます。

ることになり、特別サ

我々の仕事は、利用者の社会参加を創造することに他

イズの注文をいただ

ならない、それを痛感した新春の嬉しい出来事でした。

きました。

ASAHIGAWASOU DAYORI

（あおば

井上友和）
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特産ピオーネ使ったクッキー発売
松山ワークセンター菓子工房 Cotoli
「ホワイトデーのギフトにプレミアムなクッキーはいかが？」

干しブドウを

―。松山ワークセンターの菓子工房 Cotoli は、地元

提供していた

高梁産ピオーネの干しブドウを贅沢に使った新たなクッキ

だき使 用。今

ーを考案しました。イチゴを使用した新味のクッキーとセッ

後「ピオーネ」

トにして、3月から発売します。

は材料を購入

新製品は「プレミアムCotoliピオーネ＆イチゴ」。通年

できる冬から

販売する定番クッキー6種（高梁紅茶、ほうじ茶、黒大豆き

春の季節限定

なこ、柚子、バター、チョコチップ）
とは形状、パッケージを

で販売する予

変え、ギフト向けの「プレミアム」シリーズとして企画しました。

定です。

「ピオーネ」は大粒の干しブドウを大きめに刻んで、クルミ、

製品開発を

アーモンド、カシューナッツとともに生地に練りこみ、薄く焼

担当した後藤

き上げました。ブドウとナッツの風味も豊かで、サクサクと

友美支援主任

菓子工房Cotoliの新製品
「プレミアムCotoliピオーネ＆イチゴ」

した軽い食感が特徴です。
「イチゴ」は冷凍イチゴとホワイ

は
「高梁紅茶に

トチョコレートを使用。イチゴの酸味とチョコの甘味が程よ

続く地元の特産素材ということで、ピオーネの干しブドウに

く調和し、甘さを控えた「ピオーネ」との食べ比べも楽しめ

着目した。定番とはひと味違うプレミアムな Cotoliをぜひ

そうです。

味わって」と話しています。

ピオーネの干しブドウは生産量が少なく、通常のレーズ

「プレミアムCotoliピオーネ＆イチゴ」
（55g ×2ケース）

ンと比べて数倍高価で珍しいことから、近年は岡山の特

は税込み1200円。
「ピオーネ」
「イチゴ」の単品購入（各

産品としても注目を集めています。今回の製品開発には、

600円）
も可能です。問い合わせは松山ワークセンター

ピオーネを栽培する利用者のご家族から自宅で加工した

（0866-22-7101）
へ。

あおばで正月恒例行事
とんど焼きで作業上達を祈願

旭 川 荘 ごよ み
SCHEDULE CALENDAR

あおばで1

3月

月12日、とん
ど焼きを行い、
利用者や職員
約 20 人が 今
年1年の無病
息災を願いま
とんどの火を見つめる利用者たち

 2日～4月24日 アートギャラリー展2020春 ……… 旭川荘アートギャラリー


12日 第37回つばさコンサート………… 旭川児童院



16日 令和元年度第4回理事会 ……… 旭川荘



25日 令和元年度第3回評議員会 …… 旭川荘



した。
あおばでは

毎年1月最初の土曜開所でとんど焼きを開催。この日の
ために荘内施設や利用者の自宅から持ち寄った正月の
しめ飾りは、約100個に上りました。

6日 第48回卒業証書授与式………… 旭川荘厚生専門学院








4月

 ☆卒業・卒園行事

～各施設

1日 辞令交付式……………………… 旭川荘
7日 入学宣誓式……………………… 旭川荘厚生専門学院
10日
10日 入学式…………………………… カレッジ旭川荘
 ☆花見行事

～各施設

施設の裏庭には、浅い穴の周囲に4本の細い竹を組ん
で、縄や紙垂を飾った高さ1.5メートルほどの“やぐら”を準
備。やぐらの下に置いたお飾りに点火すると、火はパチパ
チと音を立て燃え上がりました。利用者はお飾りや作業の
際に折れたり割れたりした木工製品の“失敗作”を次々と
火にくべ、白い煙を全身に浴びながら、1年の健康や作業
上達を願いました。
その後、年末年始にあおばの製品を販売している由加
神社（和気郡和気町大田原）
に初詣に行き、お守りを買う
など新年行事を楽しみました。
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編集後記
旭川児童院で行われている、文化交流活動とカ
ルチャープラザ（4-5面参照）。どのメニューも利用
者さんが楽しんでいるのはもちろんですが、職員や
ボランティアの方々が生き生きとされているのが印
象的でした。笑顔や嬉しい気持ちは伝染するもの
ですね。ウイルスではなく、明るい気持ちが広まれ
ばいいなと思います。

（広報委員

川田明奈）

