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消防士の来園に園児ら笑顔。ひらたえがお保育園で避難訓練
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創立70周年、100周年に向けて新しい種を蒔こう
理事長

末光 茂

令和3年の新年は、新型コロナウイルス蔓延という旭川
荘始まって以来の厳しい環境下での年明けです。いつ終
息するか目途が立たないだけに、
「コロナ対策疲れ」に陥

な時だからこそ種を蒔き、困難を乗り越え、芽を出し、大き
く成長させたい。
川﨑祐宣初代理事長は、
「私は3粒の種を蒔いただけ

らないよう心掛けながら、難局を克服していかねばなりま

である。今日あるのは、江草、堀川両氏と職員の力による」

せん。その一方で、大事をとって萎縮しすぎてもいけません。

と、繰り返し述べられました。

少年時代の真冬の寒い朝、霜の降りた田に出て、母と

その江草名誉理事長が亡くなられた6年前は、旭川荘

並んで白い息を吐きながら、麦踏みをした日々とともに、そ

60周年の年でした。その後、江草先生のやり残された障

の麦が成長し、実りの時を迎えた喜びを思い返しています。

害者の芸術・文化・スポーツの振興、ベトナム・ミャンマー

麦踏みは、土を踏み固めて凍霜害を防ぐほか、芽に圧

等のアジア諸国との交流、そして「旭川荘総合研究所」を

力をかけることで、耐寒性を増し元気に育つ効果もあると

中心に研究活動の活性化が進みました。知的・発達障害

の先人の知恵です。

者の「カレッジ旭川荘」
、障害児を積極的に受け入れる「ひ

今では0～5℃の低温を一定期間経験することで、植物
は凍結への抵抗力が向上する「低温馴化」という作用が
あることが分かり、品種改良等にも活用されています。厳
しさを乗り越えて変身し、成長する姿です。

らたえがお保育園」の開設、知的障害者の人間ドック等々
も芽を出し、成長しつつあります。
70周年、そして100周年を視野に入れ、今年も新しい
種を、それぞれの場で蒔き、育てましょう。

福祉も今、厳しい冬の時代にさらされています。このよう

病棟建替工事 安全願い起工式
南愛媛療育センター
南愛媛療育センターの病棟などを建て替える工事の起
工式が10月21日、現地で行われました。

理事長らが
工事の最初

旧病棟は築43年が経過しており、耐震性の課題を解決

の一手となる

し、安全で過ごしやすい病棟を建設するため昨年度から一

鍬入れを行

部病棟の解体工事に着手。本年度は新病棟、来年度は渡

い、玉串をさ

り廊下などを整備し、2022年2月末の全体工事完成を目指

さげて、事故

しています。

なく怪我なく

起工式には、旭川荘の役職員、行政機関、工事関係者

安全に立派

など約30人が出席。地元の宮司により祝詞奏上、清袚の

な病棟が建

儀等を行い、完成予定地を四方から清めました。末光茂

つように全員

玉串をささげる末光理事長

で祈願しました。
末光理事長は「いよいよ念願叶っての工事を迎えた。新
しい病棟が地域の皆様に愛され、頼りにされるように願っ
ています」
とあいさつしました。
新しい病棟は鉄筋コンクリート2階建て、延べ床面積
2,832.05㎡。40の病室に重心病床82床、一般病床20床
を予定しており、災害に備えて避難経路用に建物の四方に
テラスを設置するほか、既存棟へ往来がしやすいように1、
2階共に渡り廊下を設置する設計となっています。また、旧
病棟を解体した跡地には、利用者が活動できるような庭園
工事の安全を祈願した起工式会場
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の整備などを予定しています。

福ねこコンテスト表彰式
受賞者８人に賞状など贈る
利用者、職員が絵付けをした招き猫作品352点の中から、
荘内投票で優秀作を選んだ「福ねこコンテスト」の表彰式
が11月16日、旭川敬老園地域交流ホールで行われ、多く
の票を集めた福ねこの制作者に賞状などが贈られました。
賞を受けたのは利用者の部、職員の部の得票数上位
各3人と特別賞に選ばれた2人の計8人。この日の表彰式
には受賞者6人が出席し、末光茂理事長と旭川荘新型コ
ロナウイルス肺炎対策本部長の仁木壯副理事長から、賞
状とともに荘内の施設で作られた木製品やクッキーなど
の副賞が手渡されました。
続いて末光理事長が「一人一人が色を選び図柄を考え
た、ユニークで独創的な352点もの作品が集まった。絵付
けに参加してくださった方、投票してくださった方々にお礼
を伝えたい」とあいさつ。受賞者を代表して、職員の部銀
賞に選ばれたカレッジ旭川荘の濱田真菜さんが「このよう
な賞をいただきありがとうございます。学生たちとソーシャ
ルディスタンスを保って絵付けに取り組んだが、ぎゅっと集
めて展示した作品たちのように、皆が安心して寄り添い笑
顔で話ができる環境が戻ってきてくれたらいいと強く思った。
新型コロナの早い終息を願っています」
と謝辞を述べました。

末光理事長から賞状を贈られる福ねこコンテストの受賞者

濱田さん以外の受賞者は次の通りです。
【利用者の部】金賞・宮本休子さん（旭川敬老園）
、銀賞・
永井佐代さん
（いんべ通園センター）
、銅賞・谷口宏美さん
（かわかみ療護園）
【職員の部】金賞・宮本真理子さん
（ひだまり苑）
、銅賞・山
﨑太美子さん
（あおば）
【特別賞】
理事長特別賞・阿部はるみさん
（吉備ワークホー
ム利用者）、新型コロナウイルス肺炎対策本部長特別賞・
中村友美さん
（旭川乳児院職員）
福ねこコンテストは、新型コロナウイルス感染症の早
期終息を願い、昨夏スタートした「コロナに負けない！
福ねこ絵付けプロジェクト」
（新型コロナウイルス肺炎対
策本部など主催）
のメーンイベントとして、9月28日から
10月9日まで実施。荘内21施設から応募のあった352

カラフル福ねこ352点
ひらた、備前支部などで巡回展

点のうち一次審査を通過した113点を対象に投票を募
り、541人が投票に参加しました。

福ねこコンテストの応募作品352点を荘内の施設などに
出張展示する
「福ねこ巡回展」が、11、12月にひらた支部、
備前支部などで開催されました。
旭川荘本部では、福ねこコンテストの期間中、資料館に
全応募作品を並べた「福ねこ展覧会」を実施。巡回展は
支部の利用者、職員にも福ねこを見て楽しんでもらうととも
に、荘全体でコロナ禍に打ち勝つ決意を共有しようと企画
されました。
ひらた支部では11月5日から11日まで、ひらた旭川荘内
「全部顔が違うなあ」と目を細めるグループホームの利用者
（左）
＝三世代交流センターよしい川

のフリースペース
「つどいのばフォレスト」で行われた「2020
ひらた旭川荘作品展」の中で紹介。会場入り口に並んだ
カラフルな福ねこたちが、のぞみ、わかば、かえで寮のアー
ト作品とともに、来場者の目を楽しませました。
また、備前支部では12月1日から24日までの期間、三世
代交流センターよしい川に352点を展示。近隣施設の利
用者やオレンジカフェの参加者などが観賞に訪れ、福ねこ
たちの愛らしい姿に見入っていました。
このほか「岡山・上海障害児者絵画交流展」でも、福ね
ずらりと並んだ福ねこを観賞するかえで寮の利用者＝つどいのばフォレスト

こたちが会場に彩りを添えました。
（5面に関連記事）
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第11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16日、
「第11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20施設の179
人から延べ295点の作品応募があり、審査の結果、以下の14
作品が選ばれました。
同日開催された表彰式では、末光茂理事長が出席した受
賞者５人に表彰状と記念品を手渡し
「コロナ禍の中で表彰式
を開催できることはうれしい。今回の受賞者は今までと違う新

しい方がたくさん選ばれ、新しい分野にチャレンジされていて
心強い。今後も努力いただきたい」
とあいさつ。
「江草安彦賞」
に輝いたいんべ通園センターの山本久枝さんが「私たちは絵
を描くのが好きです。これを励みにこれからも表現をすることを
続けたい」
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・プロジェクトがプロデュースする6枚目
のCDのジャケットとブックレットに作品が採用された高田洋子
さん、糸濵とし子さんにも、あわせて表彰状が授与されました。
旭川荘アートギャラリーで開催中の本展
（会期：12月１日から
２月22日まで）
では、受賞作品を含む51点を展示しており、平日
午前９時から午後４時まで、入場無料でご覧いただけます。アク
セス・開館日等の詳細は、旭川荘ホームページをご確認くだ
さい。
旭川荘理事長賞

記念撮影をする受賞者たち
（前列）

江草安彦賞
「跳ぶ馬」

「金閣寺」

山本 久枝さん（いんべ通園センター）

中山 正光さん（のぞみ寮）

旭川荘友の会会長賞

岡山県食品卸同業会会長賞

「楽しい気分」

河本 弘子さん（デイセンターあかしや）

「夏野菜」

石原 好男さん（たかはし松風寮）

アートギャラリー名誉館長賞

「らいおん」

難波 孝雄さん（いづみ寮）

特 選
「桜の木と桜」
時實 望さん（カレッジ旭川荘）
「後楽園能舞台」
松井 峰子さん（くわのみどりの家）
「アマビエ」
岡本 卓也さん（せとうち旭川荘）
「め」
野田 大登さん（ひらたえがお保育園）
「高千穂」
山本 辰巳さん（わかば寮）
「ぬり絵
（遊園地）
」 今井 誠一さん（愛育寮）
「ミックスずじことば」 藤田 真由さん（旭川荘真庭地域センター）
「ジェットコースター」 井上 紅葉さん（津島児童学院）
「森の音楽隊と、夕日が沈む岩山を登るジープたちの絆の
頂上へゆく」
物部紘二郎さん（望の丘ワークセンター）

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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岡山・上海障害児者絵画交流展を開催
本年度は岡山で絵画80点を披露
のためオンラインでの参加となり、呉越館長、人民対外友

好協会の景莹副会長、補読学校や啓星学校、天使知音サ
けいえい

ロンの先生や生徒たち、さらには中国駐大阪総領事館の
ちょうぎょくへい

張玉萍副総領事が大型モニターに登場しました。
旭川荘の末光茂理事長は「絵画は海を越えて、コロナを
乗り越えてメッセージを伝え合うことができます」
とあいさつ。
景副会長も
「私たちは違う国にいますが、心は一緒にいます。
疫病は友情を断ち切ることはできません」
と友情を確かめ合
展示の様子

いました。張副総領事も同様に、
この絵画展の意義を強調
しました。

岡山・上海障害児者絵画交流展「きらめきは海を越えて
2020」が11月24日から29日までの6日間、岡山県天神山文
化プラザ
（岡山市北区天神町）
で開催されました。
この絵画展は、岡山・上海双方における障害者への理解
の促進と海を越えた友好交流を目指して、2019年12月に
上海市で開催された「きらめきは海を越えて」に続き、東京
オリンピック・パラリンピックの開催予定であった2020年に
合わせて岡山県で開催されたものです。前回と同様、旭川
荘と岡山障害者文化芸術協会、上海市人民対外友好協会
が共同で主催しました。
岡山からは県内の公募展「きらぼし★アート展」の一昨年
の入選作25点、旭川荘アートギャラリーから15点の計40点

上海とオンラインでメッセージ交換

岡山会場では

を出展。上海からは、特別支援学校の浦東新区補読学校、

テープカットが行

普陀区啓星学校から15点ずつ、
そして上海市の補助事業と

われ、前回に続

して自閉症児のサロンを運営している上海天使知音サロン

き、せとうち旭川

から10点の計40点、あわせて80点の絵画が出展されました。

荘の岡本卓也さ

また、曽祖父・祖父の時代から交流があり、前回の絵画

んが作者代表と

展にも参加した呉昌碩記念館の呉越執行館長と陶芸家の

して参 加。岡 本

児島塊太郎先生の絵画と陶芸作品も特別展示されたほか、

さんは上海への

ご しょうせき

「コロナに負けない」をテーマに旭川荘の職員と利用者が
絵付けした352点の招き猫も会場を彩りました。
会期の初日には開会式が行われました。岡山県側は児
島先生のほか、行政や知的障害者福祉協会、岡山県・市
日中友好協会などから約30人が参加。上海側はコロナ禍

メッセージとして、

切り絵を披露するせとうち旭川荘の岡本さん

前回の会場である呉昌碩記念館をモチーフにした切り絵を
披露して交流の喜びを表現したほか、疫病退散の願いを込
めた「アマビエ」の切り絵も参加者にプレゼントしました。
その後、岡山側、上海側それぞれの参加団体からの動画
が紹介され、楽器の演奏や「がんばれ日本」
「上海加油
（上
海がんばれ）
「
」絵画展で交流できてうれしい」などのメッセ
ージが披露されました。
絵画展には会期中、
318人の観客が訪れま
した。旭川荘では、コ
ロナ禍で来場できなか
った人のために、展示
の様子を撮影した動
画を近くホームページ

呉越先生の絵画(上)と児島先生の陶芸作品(下)の特別展示

「福ねこ」が会場を彩る
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ホテルのフロント彩る豪華干支飾り
あおば 前年に続き制作
あおばはこのほど、ANAクラウンプラザホテル岡山か

る水引で制作

ら注文を受け、正月期間中にフロントを彩る豪華な干支

し、飾り付けま

飾りを制作しました。

した。

同ホテルからの依頼は前年に続き2回目。きっかけは、

作業は項目

あおばの水引製品に興味を持ったホテルスタッフが来所

ごとにそれぞ

した際、利用者たちが手作りする干支の置物を目にした

れの利用者が

ことでした。前回納めた干支飾りの評判がよかったこと

得 意なことを

から2年続けて制作依頼をいただきました。

担当。みんなで一つのものを作り上げています。ある利

21匹の牛のマスコットを配した干支飾り。
360度どこから見ても楽しめる

今 回 の 干 支 飾り（縦 25 ㎝、横 61 ㎝、高さ25 ㎝）は

用者は「全部作った。
（紙やすりで）僕が磨いた」と誇ら

「2021年丑年」にちなみ21匹の牛のマスコットを、縁起

しげです。あおばの黒住卓副所長は「今年は“架け橋”を

のよい金の米俵や獅子舞の獅子などとともに、赤い橋の

テーマに作った。コロナ禍で厳しい日が続いていますが、

上下にバランスよく配置。橋や牛などは木材を切ってや

この橋が明るい未来への“架け橋”となってくれたら」と話

すりをかけ、色付けした後、ニスを塗って仕上げました。

しています。

また、
「松・竹・梅」もそれぞれあおばの製品のひとつであ
×

×

×

×

×

×

×

×

あおばでは毎年干支をあしらった置物
を販売しています。2021年はカレンダー付
のものやケース入りのものなどがあり、大小
4種類で価格は600～1500円。問い合わ
せはあおば（086-275-2074）
まで。
完成した干支飾りを眺める利用者たち

販売している干支の置物の一例

ひらたえがお保育園 避難訓練
消防車見学に笑顔
ひらたえがお保育園で11月18日、秋の全国火災予防

の誘導のもと、
「お・は・し・も」
（押さない、走らない、しゃ

運動に合わせて避難訓練が行われ、園児と職員約100

べらない、戻らない）の合言葉を守り、ハンカチや手で口

人が北消防署今出張所の消防士3人の立ち合いのもと、

を押さえながら建物外側にある避難階段を下りて、速や

火災時の避難経路や初期消火の手順を確認しました。

かに移動しました。

訓練は給食室から出火し、職員が発見した想定で、

消火訓練では消防士から「火事を見つけたらどうしま

通報する場面からスタート。火災報知器のベル音と園内

すか？」
「消火器はどれくらいの間使えるでしょう」などの

放送を合図に、職員が1階の0～2歳児を抱えて避難車

質問があり園児たちは「はーい」と元気よく手を挙げて答

に乗せ園庭に避難。2階の3～5歳の子どもたちも職員

えていました。その後、水の入った消火器を使い、4人の
職員が火に見立てたカラーコーンに向けて順番に“火消し”
に挑戦。園児からは「頑張れ」と声援が飛んでいました。
この日はポンプ車の見学も行われ、園児たちは運転席
に乗ったり、防火服を着せてもらったりして大喜び。車体
に取り付けられたホースやメーターを見ながら「これは何
するものなの？」などと興奮気味に消防士に話しかけて
いました。
保育園の田鍋英臣副園長は「消防士の方と間近に接
することができ、園児にも職員にも良い刺激になった。
今後も訓練を繰り返し、万が一の時に備えたい」と話し
ます。

初期消火の訓練。園児たちも真剣に見守る
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南地区「ふれあい農園」で芋ほり
みどり学園の親子が収穫体験
衹園本部の南地区に整備した「ふれあい農園」で10月

26日、みどり学園の子どもと保護者らが芋ほりを楽しみまし
た。
ふれあい農園は、地域のお年寄りや子どもと旭川荘の
利用者が、交流しながら農作物を作る場として2019年12
月から整備・活用を始めた農園で、広さは約700㎡。地域
貢献委員会が中心となり管理をしています。コロナ禍の今
年は地域の人たちとの交流はできませんでしたが、利用者

に収穫する喜びを感じてもらおうと、
トラクターで土を耕し、
雑草を抜くなどの手入れをしながら、
これまでにジャガイモ
やニンジン、落花生などを育てました。
この日はみどり学園の子どもと保護者、職員合わせて約
20人が参加。芋ほりをしやすいようにあらかじめ葉などを

土から出てきた巨大な芋にびっくり

刈り取った畑に入り、サツマイモを掘りました。普段畑の土
に触ることのない子どもたちは、戸惑いながらもお父さんや
お母さんと一緒に挑戦。芋づるの周りを持参したスコップ
で掘り、土の中から自分たちの顔より大きなサツマイモが出
てくると、驚いた表情をみせる子もいました。参加した保護
者は「自分自身も芋ほりは久しぶりで楽しめた。土が苦手
な子なので心配だったが、掘りたてのサツマイモに触ること
ができてよかった」
と喜んでいました。
いづみ寮の佐々木亮治副寮長は「畑まで来て収穫体験
ができない利用者には、施設で焼き芋をして味わってもら
った。コロナが落ち着いたら、施設や地域の交流の場とし
て活用したい」
と話していました。

芋ほりをする親子。収穫した芋はそれぞれに持ち帰った

手書きで想いを届けよう
都市部を中心に全国で新型コロナウイルスの感染者が

記事が載り、
その記事

増えています。東京に住む友人が心配になった私は、勤務

を見た方々から注文

する吉備ワークホームの手作りマスクに手紙を添えて送りま

をいただきました。そ

した。

してマスクを発送した数日後、たくさんのお礼のハガキや手

手紙を書く…何年ぶりでしょうか。皆さんは、最近いつ手

紙が届きました。

紙を書きましたか？

“気に入りました”“大切に使わせていただきます”とどれ

吉備ワークホームではこの時期、年賀状の注文を受け付

も優しさに溢れ、
とても心温まる素敵な手紙でした。手書き

けていますが、年々注文数は減少しています。年賀状は新

だからこそ感謝の気持ちがより伝わり、手紙の大切さを改

年をお祝いし、お世話になった人へ感謝の気持ちや近況

めて感じました。

報告などを伝えるものですが、最近ではメールや SNSが普

今の時代、パソコンやスマートフォンで簡単に人とつなが

及し、いつでも近況を知ることができるようになり、わざわざ

ることが出来ますが、新型コロナウイルスの影響で、県外へ

年賀状を出す人も少なくなりました。しかし、ハガキや手紙

の移動の自粛が求められる今だからこそ、離れて暮らす家

はメールとはまた一味違った温かみを感じることができます。

族や友人、お世話になった人に手紙を書いてみませんか？

過日、新聞に吉備ワークホームで制作しているマスクの
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むすびの園
イルミネーション一部リニューアル
旭川荘サービスセンター横の
「むすびの園」
に冬恒例の
イルミネーションがお目見えしました。一部の電飾がリニュ
ーアルされ、
一帯を華やかに彩っています。
イルミネーション
は、外に出かけら
れない利用者や
地域の人たちなど
に楽しんでもらい
たいと、毎年設置
しています。今冬は、
新たに仲間入りした「プレゼント」
（左手前）
や
長年の使用で古く
「サンタクロース」
（中央奥）
なり、
壊れるものが
目立ってきたことから、
家族会からいただいた寄付金と旭川
荘からの費用を合わせて一部を更新。装いを新たにしました。
新しくなったのは、エリア中央に設置されたピンクや青
の光が滝のように流れ落ちる「ナイアガラ」や、以前より一
回り大きくなった「サンタクロース」
、赤いリボンのついた「プ
レゼント」などです。これまでにあったツリーやトナカイとと
もにより一層カラフルに輝き、
見る人の心を癒しています。ま
た、周辺のスピーカーから「星
に願いを」や「小さな世界」な
どのオルゴール曲も流れ、ムー
ドを盛り上げています。
イルミネーションの点灯は
1月30日までの期間中、17
時頃から21時頃まで毎日行
われます。
植栽の上も多くの電飾で飾られている

岡山県損害保険代理業協会より
車いすの寄贈

（衣服等にプロジェクターの画面が写り込ん
でいます）

ASAHIGAWASOU DAYORI
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―ぎおんの杜にはネコがいっぱい

旭川荘の施設で作ったハンドメイドのネコグッズを招き猫
美術館で展示販売します。合わせて本号で紹介した「福
ねこコンテスト」の応募作352点の中から約50点を会場
に展示します。
日
場

時 2021年1月7日（木）～31日（日）
所 招き猫美術館本館内の
art space KANAYAMA
（岡山市北区金山寺865-1）
開館時間 10:00～17:00
休 館 日 水曜日
※ art space KANAYAMAのみの
入場は無料です
問い合わせ 086-228-3301（招き猫美術館）

旭 川 荘 ごよ み
SCHEDULE CALENDAR

1月
7日 新成人を祝う会… ………………… 旭川荘療育・医療センター
15日 とんど焼き… ……………………… 松山ワークセンター
たかはし松風寮
18日～2月5日 親和会芸術祭（オンライン開催）…… 旭川荘
23日 冬季オープンカレッジ… …………… カレッジ旭川荘
23日 一般１次入試… …………………… 旭川荘厚生専門学院
		 ☆新年行事 ～各施設

2月

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12月15日、旭川荘に車いす1台を寄贈して
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6回目、
合計8台になります。
岡山シティミュージアム
（同北区駅元町）
で行われた贈呈
式には同協会の歳森宏会長
の他、
リモート参加を含めて約
30人が出席。歳森会長よりの
ぞみ寮の佐藤美彦寮長へ車
いすが手渡されました。佐藤
寮長は
「のぞみ寮では、身体
に障害をお持ちの利用者さん
が毎日足として車いすを使って
いるので、
頂けるのは大変あり
がたい。大切に使わせていた
だきます」
とお礼を述べました。 歳森会長（右）より寄贈を受ける佐藤寮長
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6日 2年生課題研究発表会… ………… カレッジ旭川荘
22日～3月24日 いづみ寮芸術祭… ………………… いづみ寮
		 ☆節分行事 ～各施設

編集後記
今年度より初めて広報委員となりました。イベント
や普段の様子、
ちょっとした職員とのやりとりなど利用
者の方の色々な顔を知っていただけるように紙面作り
に協力できたらと思っています。
私は、前職では別の職種でしたが、福祉の職場に
来てから以前より風邪などで体調を崩すことが少なく
なりました。何が変わったかなと考えると
「手洗いの習
慣」
がついたことでした。今では、外から帰って手を
洗わないと気になって気になって仕方がなくなるほど
です。こんな時期だからこそ小さな習慣ですが大事な
 （広報委員 冨谷敬介）
ことだと気づかされます。

