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ヨハネによる福音書１３章

◆イエス弟子の足を洗う

１３章 ８節 ペトロが、
「わたしの足など、決して洗わないでください」と言うと、
イエスは、
「もしわたしがあなたを洗わないなら 、あなたはわたしと
何のかかわりもないことになる」と答えられた。
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共生社会の再構築へ（拝金主義の功罪）

地域とトモに

日々の食事も満足に出来ない敗戦２年前の混乱期に生まれました。子供の頃は近隣で味噌や醤油を貸し借りし、
僅かな惣菜をお隣りへ配り、隣りのお婆さんが所構わずご飯を炊くとマッチで火をつけるのを周りが用心して見
守り、近所の聴覚障害のおばさんから七夕飾りの複雑な紙切り網船を教わりました。小学校では２歳年上で知的
障害のお姉さんと机を並べ勉強する同級生と共に学び、ポリオの後遺症で四肢麻痺の男子と共に運動会で頑張り、
授業中手を挙げて先生に指され立ち上がると、必ず発作で倒れる女の子には周りの子が手を出して支えました。
２～３分で気が付く間何事も無かった様に授業を続けましたが…物が無くて貧しく生活困難な環境でも、人々は
近隣で互いに助け合い、障害者の方々やお年寄りと共に暮らすことが日常の生活でした。
10代は、戦後の復興期で同年代の友人達が、
「金の卵」と持て囃され夢と希望を抱いて都会へ集団就職しました。
戦後の経済復興の推進者である、この人達が今日高齢化し社会問題になっています。その後の高度経済成長の所得倍増政策で生活は豊か
になり、洗濯機から炊飯器、冷蔵庫、テレビ、自家用車までも一般家庭で持てるようになり金持ちが幸せとの拝金主義時代になりました。
電話もお隣を呼びに行く親切な時代から各家庭に１台へ、ポケットベルから携帯電話、さらにスマートフォンやインターネットでは最新
情報を即時に入手できる便利な時代となりましたが、人的支援が不可欠な障害者や高齢者の介護では求めるサービスを直ぐに受けること
は困難なのが現状です。
激化する高齢化を予測し介護保険制度が導入され国民総ての老後の介護は金銭で解決できて安心して余生が送れる計画でした。しかし
現状は、介護保険の財源不足と受け入れ施設や介護労働者不足で、地域住民の相互に助け支え合う地域福祉の促進へ、国の政策方針が変
更されています。近年は病院で出産し保育所で育児、習い事と教育は塾で、老後は介護施設で余生を過ごして、葬儀は送葬の専門家が家
族葬を行うなど金銭的支援が主流となり近隣住民相互支援の機会がなくなりました。その影響か、1970年代の昭和後期まで健在であった
隣組や老人会・婦人会など、
「地域生活相互支援組織」の活動の原動力であった助け合う精神を弱体化させました。1980年代のバブル経済
でピーク時を迎えた拝金主義社会で崩壊した地域住民相互助け合いを復活しコミュニティ活動力の再生が地域社会で切望されています。
障害者支援も良かれと制度化された特別支援学校での教育義務化も結果的に障害者を地域から隔離をする弊害が生じ、近隣の学校で同
年代の子供達と共に学び地域で生活することが障害者の社会参加を進めると積極的に見直されています。福祉政策の有識者が熟慮し善意
で施行された福祉関連政策であったとしても社会環境の変化で矛盾が生じれば悔い改める勇気ある改革し改善が必要です。
敗戦後の貧しい生活環境の必要に迫られた共生ではなく、物が溢れ豊かな生活の今こそ、記憶に新しい20年前の阪神淡路大震災の被災
地域で実践されて、現在も東日本大震災の津波被災地で行われている見返りを期待しない地域住民同士やボランティア活動で共に助け合
う、新たな真の「共生社会」への転換と創生が急務ではないでしょうか。当法人も40年間地域の皆様からのご支援ご協力で蓄積した福祉
資産を最大限に活用し、当法人の基本理念である聖書が啓示する「隣人愛」の実践として地域に密着した「共生社会」の再生と創造に向
けて地域貢献活動を法人各事業所で推進しますのでご理解を頂きご支援を賜りますようにお願い申し上げます。

挑戦とトモに

「祝・アビリンピック全国大会銀メダル！」

【和生園】

福祉体験学習から生れた小さな芽
真生園

生活支援課

課長

山根

由夫

福祉体験学習に訪問させて頂いた、小学三年生の生徒さんから頂いた感想です。
「車イス、アイマスク、わたしには、はじめての体験でした。それに目の不自由な人はどんな気もちなんだろう。足の不自由な人はど
んな気持ちなんだろう。わたしも、そういう気持ちがわかった気がします。困っている人をたすけたいと思いました。この体験を何かに
いかしたいです。それにわたしが一番心にのこったこと、それは車イス体験で分かったことでした。「降ります」「上がりますよ」声をか
けてもらい安心しました。そこがとってもびっくりでした。…」
2012年、兵庫県身体障害者支援施設協議会を通じて、朝来市立和田山中学校１年生への福祉体験学習の依頼をきっかけに、次代を担
う子供たちに福祉を知ってもらえる方法の模索が始まりました。2013年度、私たちにお伝え出来る福祉体験学習を学校側が選択し易い
ように提供できる６つのメニュー（車いす・リフト体験、点字、視覚障害者の誘導、食事に関して、手話、福祉講座）を作成し、朝来市
内全学校へメニュー表を携えての訪問により、福祉体験学習の種を撒かせて頂きました。
今までは学校側が施設に訪問することが前提に考えられていた福祉体験学習に、学習の必要性を感じながらも、多くの学校が生徒たち
を施設まで送迎する方法に苦慮されていたようであり、従来と正反対に学校へ訪問させて頂くという提案は、学校側のニーズと一致する
ものだったようです。
2014年度は小学校４校、中学校３校から2013年度に撒かせて頂いた福祉体験学習の種が芽生えました。学校側から求められた福祉体
験学習に私たちも真剣に取り組むため、但馬地区の各事業所から福祉体験学習に携わる職員の派遣要請を行い、福祉体験学習での講師を
務めてもらいました。
福祉体験学習では体験メニュー毎に主となる講師、講師のフォ
ロー役として複数の職員が一つのプログラムを担います。体験学習
に出向する職員は担当プログラムが理解しやすいように対象学年に
応じて、
自分たちで工夫を行いながら福祉体験学習に臨んでいます。
福祉体験学習を受ける生徒さんたちへは、楽しく、真面目に車い
す、点字、手話等を知ってもらうことをモットーに、この体験学習
を通じて「何か」を感じてもらえたらと思いながら、2015年度の
福祉体験学習に向かいます。

地域とトモに
【グループホームみなみたもん】

「やったー！
！」

柿本

正子

夢だった全国大会に出場でき、銀メダルを獲得できた喜びは今でも忘れることができません。始まりは久木田施設長さんからの紹介で
した。最初の県大会では緊張のあまり思うようにできず、悔しい結果に終わってしまいました。けれど、
「次こそは！」という目標ができ、
頑張ってくることができました。県大会も全国大会も、私にとってたくさんのことを学ばせてくれた大会でした。後輩たちにバトンタッ
チという形で、これからたくさんの人たちにアビリンピック大会という競技を知って頂き、挑戦することによって自分自身の成長につな
がればと思っています。今は竹田城の麓でレストランサービスをしています。もっと素晴らしいサービスが出来るように頑張っています
ので、ぜひお越しくださいませ！

グループホームみなみたもん開設
神戸光生園：サービス提供課長

加藤

航

2014年５月より兵庫県住宅供給公社の空き住戸情報から県営南多聞第2鉄筋住宅の並びの2軒をお借りし、女性ばかり5名定員の「グルー
プホームみなみたもん」を開設いたしました。スタッフについては地域的にも非常につながりの深い、多聞福音教会の吉川牧師のご尽力
により、４人の世話人が与えられました。皆さん、これまでは知的障害のある方々との関わりはほとんどなく、慣れない仕事に苦労され
ながらですが、入居者の皆さんが安心して暮らせるように接してくれています。

「秘めた可能性」

住民の皆さんには開設前に説明会を開き、知的障害のある方々が暮らすホームを設置したいとお願いし、ご理解を求めました。ところ
和生園

支援課長

稲津

慎也

昨年11月、愛知県で行われたアビリンピック全国大会（全国障害者技能大会）喫茶サービス部門にて、現在グループホームを利用中で
和生園から一般就労された柿本正子さんが、42都道府県の出場選手の中で見事、準優勝銀メダルを受賞されました。
柿本さんは和生園在籍中の2012年、アビリンピック兵庫県大会喫茶サービス部門にて銀メダルを獲得。翌年には、同喫茶・オフィスア
シスタント両部門にて優勝に輝き、今回初出場にもかかわらず臆することなく接客サービスを披露し、銀メダル獲得となりました。
特別支援学校を卒業後に和生園の利用を開始され、支援の一環として取り組んできた施設外就労の接客サービスとアビリンピック出場。
自らしっかりとした目標意識を持ちながら努力を重ねてこられました。
その結果、接客技術の向上はさることながら、「何に対しても挑戦することによって成長ができるのだと思いました」とおっしゃるよう
に、卒業された頃を思うとステップを重ねるごとに大きく
成長されてこられたと感じています。
「利用者の方一人ひとりが秘めておられる様々な可能
性」、「現状が全てではなく変化し成長されていくことへの
可能性」。柿本さんの傍にいた私たちは何よりもそのこと
を実感することが出来ました。今回の経験をしっかりと心
に留めながら日々の支援を実践していきたいと思います。

2 洗足 Vol.10

【恵生園・真生園・平生園】

がそこでは大変厳しいご意見を頂戴しました。私たちも本当にこの地域でホームをやっていけるのだろうかと大変不安になりました。し
かし、実際に暮らしてみると、杞憂に終わりました。住民の皆さんが温かく見守って下さっていることを実感しております。気さくに挨
拶を交わしてくださる方、騒音などでご迷惑をおかけしてないか伺うと、
「お互い様だから、あまり気にしなくてもいいよ。」、とおっしゃっ
て下さる方もおられます。このようにいろいろな方々のご理解とお支えにより、運営ができていることを思わされる日々です。2015年
度からは自治会の役員も担わせていただく事になりました。少しでも地域に溶け込んで行けるように努めていきたいと思います。
入居者の方々の生活に目を向けますと、女性ばかりなので、テレビを観て好きなアイドルの話で盛り上がったり、昼間通っている施設での出来
事を世話人に話したりしています。もちろん共同生活ですから、いさかいも大小様々にあります。しかしそれは家庭で日常的に見られる家族のふ
れあいです。このような光景は「施設」ではなくグループホームだからこそ実現できる事だと思います。入居者の中には身寄りもなく、知的障害
者の最大の課題とも言える「親亡き後」を過ごして
おられる方々もおられます。この点を考えますと社
会的役割としても使命を担っているのだなと感じま
す。まだまだヨチヨチ歩きですが、今後とも地域の
皆様に愛されるホーム運営を行い、入居されている
方々にとって安心して暮らせる「我が家」としてこ
の地で末永く根を下ろしていきたいと思います。

Vol.10 洗足 3

神戸明生園の基本方針

神戸明生園

社会見学も行きますよ

恒例の、屋外バイキング
4 洗足 Vol.10

お花見と、100人のフォークダンス大会

しあわせの村祭りに出店します 育てたお花を来村者へプレゼント

ゆっくりとおやつを楽しんでいます

クリスマスのお祝いは大イベントです

・お父さんが迎えに来たとき
・美味しい物を食べた時
・自分の思いが他者に伝わった時
・好きな音楽を聴けたとき
・家に帰れたとき
・願いがかなって、行きたい所に行けた時
・活動で音楽、踊りをしている時
・作品展を見に行った時
・作業を最後までやり遂げ（支援員の補助を得ながら）、笑えた時
・書が上手く書けて「上手！」と褒められた時、自分でも拍手す
るほど嬉しい（達成感を持てた）
・ルミナリエ点灯の瞬間を、支援員と一緒に見て「きれい！」と、
感動を共有できた時
・自分の作品が作品展に出ているのを見た時
・頑張ってさおりが完成した時
・大きな船で、外食に行った時
・夏に蝉取りに行った時
・欲しいDVDをゲットできた時（支援員が探してきてくれた時）
・自分の作った商品が売れた時
・「色々と思う出す事はあるけど、そんな質問より、もっと一緒に
時間をすごそう」（想像）
・阪神タイガースの応援を甲子園で出来たら！
・好きなものを好きなだけ食べれた時
・温泉に入って、ビールを飲んで、女性にお酌をしてもらったら…
・外出で色んな人と会って、美味しい物を食べて感動を増やして
欲しい
・何気ない日々の穏やかな微笑している際
・イベントがある時
・普段上手く伝わらないことが、上手く伝わった時（支援者も一
緒に）感動します
・声をかけてもらったとき（普段の何もないときに）
・きれいな花を見た時
・タワシが編めた時
・雑誌を読めた時
・思い出の場所に行けた時
・支援員と一緒にプールに行き自由に体が動かせ、笑顔がたくさ
ん出ている時（お互いに）
・寝る前に、ゆっくりと支援員と関わりがもてた時、嬉しくなり
ます
・色んな車に乗れた時
・自分で好きな服を選べた時
・ゆっくりと自分のペースで過ごせた時
・最新の補装具が手に入って生活しやすくなった時
・おすし屋さんに行けた時
・電気毛布が気持ちよかった
・行事でゲームに参加した時

職員

・支援が上手く進み、利用者さんにとって良く作用した時
・利用者さん同士で助け合っている姿を目にした時
・笑顔が見れた時
・思わぬ発見があった時
・言葉の出ない方と意思疎通が出来た時
・利用者さんから気遣いの言葉をかけてもらった時
・ご家族・ご本人から「ありがとう」の言葉をいただけた時
・支援の結果によって、ご本人、ご家族が意欲的に変わられた時
・自分のかかわりで、利用者さんが嬉しくなったり、笑顔になら
れたりした時
・１年以上かけて取り組んだ支援の結果が、利用者さんの嬉しさ
や楽しさに繋がっていたと分かり、続けてきたことで感動を作
り出せたと思えた時
・作業の準備・片づけが少しずつ自分でできる様になられた時
・利用者さんが短期間でも目標を持って活動に楽しく参加されて
いる時（ハンドベルやイベント前後など）
・一緒に買いに行った洋服を着て、嬉しそうに話しをされた時
・職員に「辞めたらよいのに！」と言われた利用者さんに対して、
「何でそんな事言うの」と、他の利用者さんが助けてくれた時
・笑わない方が「ふふっ」と思わず笑ってくれた時
・利用者さんに何ヶ月も挨拶を続け、初めて挨拶が返ってきた時
・企画に参加したイベントで利用者さんご家族さんの笑顔や笑い
声が感じられた時
・ご本人の出来る事を発見し、伸ばす支援を提供できた時、お互
いに感動できると思います
・感情表現の難しい利用者さんの思いが汲み取れ、嬉しそうな表
情をされた時
・利用者さんと同じ流れを過ごしていると感じれた時
・利用者さんのご家族の告別式で、ご本人なりに精一杯頑張った
お別れの表現を支援できた時
・利用者さんの興味のある事を一緒になって知ろうとし、笑顔=感
動を作り出せたと思います
・何気ない笑顔を見れた時
・能力的に無理だと思っていたことが、ふとしたアプローチでで
きる様になったりと、そのような場面を目にした時、感動しま
す。そして、改めて様々な視点を持って関わらなければいけな
いと思いました。
・支援介助を断られていた方から、受けれてもらえた時
・一緒に過ごしている時間の中で、新たな発見や気付きの視点が
あった時
・外出された時の利用者さんの生き生きとした姿に感動を覚えま
す。
・言葉以外の部分で、利用者さんの好みに気付けた時
・体調を気遣っていただき、利用者さんから、手作りのプレゼン
ト（折り紙・絵・落ち葉など）を頂いた時
・利用者さん同士が優しく気遣っておられる様子を見た時（自分
より先に他の方にお茶を飲んでもらえるようにしたり、咳をし
た際に背中をさすったり）
・利用者さんが自分の気持ちを出せた時
・普段の何気ない支援を行っている際に、利用者さんから感謝を
された時

最高の編み物職人さんがおられます

利用者様

完コピと小さなアレンジに気付くかな？

利用者さん・支援員に聞いてみました。
あなたにとって「感動」する時は？

ダイナミックに仕上げていきます

1月

搗き立てのお餅は、最高です！

美しい作品が出来上がります

すごいでしょ！「勉強の世界」

１．一人ひとりが神様に生かされている存在であることを
深く思い、愛の眼差しをもって利用者支援にあたります。
２．利用者の心に寄り添い、「感動」を生み出すサービス
提供に努めます。
３．日常のなかに「新たな発見」を感じる敏感さと一歩先
に踏み出すプロアクティブな気持ちをもって仕事に取り
組みます。
４．「あたりまえの暮らし」と「その人らしい暮らし」の実
現を目指します。

日中活動

一日一日を大切に生きる
有川

洋司

もう30年以上前のことになりますが、当時私が通っていた教会の大学生のグループで知
的障害児の施設へ一週間ほど訪問したときの出会いが私にとってこの仕事を志すきっかけ
となりました。その時出会った男の子は言語を持たず、自分の感情を伝える方法は相手の
腕を「噛む」という行為でした。それは喜んでいるときも怒っている時も同じで、知的に
障害のある人との関わりはほぼ初めてだった私は正直なところ「怖い」という思いを抱い
たのを覚えています。ところが、日が経つにつれ彼が自分にとって離れがたい存在となっていき、最終日には
こみ上げるものを抑えきれないまま彼らと別れました。あの時に感じた胸の奥から突き上げてくるような思い
が「感動」というもので、以来ずっとその思いにこだわってこの仕事を続けてきました。神戸明生園も開園以
来24年目をむかえ、その長い歴史のなかには幾つもの「感動」があったはずです。それは特別なことから生ま
れるのではなく、ありふれた日常のなかでひたむきに一生懸命自分を生きようとしていることのなかにあり、
その姿が周りのひとの心を揺り動かすのだと思います。そして、その揺り動かされた思いが力となってまた別
なひとに「感動」を与えていくのだと思います。人は何かに向かってひたむきに努力する姿に心を打たれます。
それは結果ではなくそこに至るまでの過程に価値を見出しているからではないでしょうか。利用者の人たちに
も職員の人たちにもそれぞれに使命があって、それが何かははっきりと掴めていなくても一日一日をただひた
すらに全力で生きていくこと。そのことが周りのひとに何かを伝え、今日を大切に生きることによって「感動」
が生み出されるのだと思います。
一日一日を大切に過ごしていく、神戸明生園はそういう場所でありたいと思います。
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ご存知ですか？すま障害者地域生活支援センター

地域とトモに

障害者地域生活支援センターとは…

【ケアホームきたすま】
今から自由時間です

「かえったよー」
、
「お帰りなさい！」

閑静な住宅街でくらしてます

■障がいのある方の生活に関する各種相談をお受けします。
■福祉サービスの情報を提供します。利用方法など具体的なお手伝いもします。
■ホームヘルプサービスなど、障がい福祉サービス等の申請の受付、調査を行います。
■発達の気になる子どもを持つ保護者向けのグループピアカウンセリングを開催しています。

その“すま障害者地域生活支援センター”で働く二人の方に ２ つのことをお聞きしました。
Q1：あなたにとってこの仕事のやりがいは何ですか？
Q2：あなたが仕事の中で大切にしていることは？

ケアホームきたすま（グループホーム）
神戸明生園支援課

課長

山本

隆志

「帰ったよー」、「お帰りなさい」の言葉が、平日は毎日聞ける場所です。そんなあたりまえの事が、あたりまえに流れている空間に温
かさを感じます。
“ケアホームきたすま”は、今年で事業開始６年になります。神戸明生園の女性入所利用者様５名が、地域移行という形で移ってこら
れた場所です。５名の方は、日中は神戸明生園、神戸聖生園で活動参加をされています。開設当初は、入居者様も不安があり、神戸明生
園に帰りたいと思われた方もいらっしゃったようですが、現在は「きたすまが良い」と言ってくださるまでになりました。日々、家庭的
な支援に努めていただいているスタッフの方たちの努力が実ってきました。
“ケアホームきたすま”の特徴を一つ紹介しますと、多様な朝食があります。毎朝、トースト、ごはん、おかゆの３種類が作られてい
ます。入居者様の好みや体調への配慮が反映した結果なのですが、忙しい朝に、主食を３種類も準備することが、ここでは「あたりまえ」
になっています。
グループホームは、入居者様が「自分らしいライフスタイル」を保ちながら、地域の中で自然な生活を続けられる場所になりえる存在
です。きたすまも、その様な存在に少しでも近づけるように、今後も小さな「あたりまえ」を増やせるように、スタッフ・バックアップ
施設共に前進していきます。

地域とトモに
【神戸明生園】

コーディネーターのある１日！
！

人気商品

かわいいでざいんの缶バッジがいっぱい！！
神戸明生園の利用者の方の楽しいイラストです！

ベスト3

三木センター長

A1：
「職員間で雰囲気よくコミュニケーションが図れて、時には意見衝突も
ありながらも、センターとして支援のことや価値観を共感できた瞬間に
やりがいを感じます。よく地雷（失敗）も踏みますが。」
A2：
「日々、相談を通じて途切れのない支援をするなか、職員の方々が抱え
込み過ぎないよう、全体とのバランスを見ながら気にかけることを大切
に心がけています」

好きな本 ⇨ ★「置かれた場所で咲きなさい」渡辺 和子
（著）
★「もう一度、投げたかった」山登 義明
（著） 大古 滋久
（著）
A1：人のお話を聞かせていただくのが好きなもので、とにかく聞かせていただいて、何かで
きることをさせていただくというところから始まってます。その上で、その方の生活、
人生を聞かせていただいて、お手伝いできることであったり、情報をお伝えできること
があったりということで生活が豊かになったとかかわった時はやりがいを感じますね。
A2：当初は具体的に何か自分がしてあげないと、という思いが強かったのですが、いろんな
人から教えてもらうにつれ、決めるのはご本人、ご家族だなという気付き、価値観は人
それぞれだし、選択するのはご本人の力ということを私たちは大事にしないといけない
とつくづく考えさせられます。

すま障害者地域生活支援センター

湯阪コーディネーター

★「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」村上 春樹
（著） ★「生きがいについて」神谷 美恵子
（著）⇦ 好きな本
★「孤独のグルメ」久住 昌之
（著） 谷口 ジロー
（著） ★「わたしを離さないで」カズオ・イシグロ
（著）
★「もの食う人びと」辺見 庸
（著）

〒654-0154
神戸市須磨区中落合2-2-8
ワコーレ須磨名谷ステーション
マークス１階
TEL：078-795-1453
FAX：078-795-1454

シリーズ
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「～成年後見制度活用の取組み～」
～神戸聖隷における成年後見制度の活用～
但馬地区担当

③くるま

直径57ミリの缶バッジです。
かばんやリュックにつけて、 アクセントに！

￥100（税込）

注文時の注意点

ひとことメッセージ
神戸明生園は、 しあわせの村の中
にある障害者支援施設です。 利
用者の方の活動の中から生まれた
楽しいイラスト商品を展開中です。
商品を通して、多くの方々とつながっ
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⑤いぬ

⑥ひよこ

裏側

缶バッジ

57mm

ていけることを願っています。

④地図

缶マグネット

②ようせい

裏側

缶バッジ

①ねこ

⑦きりん

⑧かに

缶マグネット
直径57ミリの缶マグネットです。
冷蔵庫などに、 メモがはれます！
57mm

￥100（税込）

取扱商品 缶バッジ ・ 缶マグネット

・ 注 文用紙に、 ご希望の絵柄の番号と個
数をご記入下さい。
・ 絵柄の組み合わせは、 おまかせも可能で
す。
・ 大量注文の場合は、 お日にちを頂く場合
があります。

神戸明生園
神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1【しあわせの村内】
TEL：078-743-8060 FAX：078-743-8061
営業日：月～金（祝除く） ９時～17時

松本

雄二

現在、日本一の出動実績を誇るのは兵庫県北部の中核病院である豊岡病院ドクターヘリですが、日本で最初にドクターヘリ飛ばしたのは、神戸聖隷福祉事業団
と関係の深い浜松の聖隷事福祉業団です。これは制度が制定されてから運用されたわけではなく、聖隷事福祉業団がドクターヘリ出動の実績を積んでから制度化
されたものです。
兵庫県内では成年後見制度を推進している法人はあまり多くありませんが、浜松の聖隷福祉事業団のDNAを引き継ぐ神戸聖隷福祉事業団としては、先駆的な
取り組みとしての成年後見制度を推進させるべく、法人内や地域への啓発活動を行っています。
2012年度からの神戸聖隷福祉事業団第２期中期計画には、「成年後見の仕組みを確立して、安心して福祉サービスを受けていただけるようにします」と謳われ
ています。この計画は、特定の施設や地域を限定したものではなく、法人内すべての施設を対象としたものです。2011年度から2013年度まで、この分野におい
てすぐれた知識と実績をお持ちの方を参与として招聘し、成年後見制度の推進に力を注いでまいりました。
昔は地域の協力体制が強固なものであり、何かあっても隣近所が何とかしてくれたものでした。しかし、核家族化や個人情報重視の制度が進むにつれ、その関
係も希薄になり、孤独死や家族による虐待等が問題化してきましたが、そのような不幸な事故や事件を少しでも減少させることが出来る制度が成年後見制度で
す。この制度は権利擁護を目的に制定されたものですが、成年後見人の主となる業務は、それが必要となった方の財産管理と身上監護です。もう少しわかりやす
い言葉で申し上げますと、財産管理とは預貯金や有価証券、株式、不動産等の所有者が不利益とならないように運用や支払いをすることですし、身上監護とは生
活や看護に関する事務を指しますが、介護そのものの行為ではなく、介護事業所との契約や施設への入所契約等のことです。厳密な言い方をしますと、現在は大
きな問題になっていませんが、成人であるご本人に代わって様々な契約をする場合には、たとえ親であっても契約代理人にはなり得ないのです。つまり、成人の
知的障害者や認知症高齢者に代わって契約を締結できるのは、法律的見地からすれば成年後見人だけということになります。この事実をご利用者様やご家族様、
ひいては地域に伝えていき、知的障害や認知症があるために、不利益を受ける方をなくし、一人でも多くの成年後見制度の利用者を増やすことが当委員会の主目
的となっています。
当法人は、神戸地区と但馬地区に大きく分類することが出来ます。神戸地区は知的、精神、身体障害の方を対象とした施設がほとんどなのに対し、但馬地区は、
知的、精神、身体障害の方に加え、高齢者の方、児童と様々な方を対象とした施設があります。神戸地区は援助を必要とする方の親亡き後の生活設計が急務であ
り、危機感をお持ちのご家族様が多く、比較的成年後見制度活用が進んでいると言えますが、但馬地区では少し状況が違います。高齢者の方の施設においては、
代理人をされている方が成人された息子さんや娘さんであり、特に不都合を感じておられなく、児童の施設では代理人がご両親であり、全く問題がありません。
また、自分の家族のことは他の方に迷惑を掛けられないといったような地域性もあり、成年後見制度の活用があまり進んでいないように感じます。しかし、制度
を必要とされる方が現れた時には即座に対応できる体制を構築する必要があり、具体的には職員やご利用者様を対象とした研修会を開催して知識の蓄積に努めて
います。まだまだ不十分なところもありますが、これからも日々研鑽してまいりますので、いつでもご相談いただければと思います。
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小紫伝道師メッセージ「地の塩として」
日本伝道隊 白川台キリスト教会

伝道師

小紫 真実

「あなたがたは地の塩である。
もし塩のききめがなくなったら何によってその味が取りもどされようか。
もはや、なんの役にも立たず、
ただ外に捨てられて、人々にふみつけられるだけである。」

（マタイ 5：13）

この言葉は、イエス・キリストが語られた言葉で
「山上の垂訓」
と言われる箇所の一節です。
イエス・キリストがこの言葉を語られた時、周りには多くの群衆
（御国の福音を聞
くために来た者やキリストに病をいやされた者たち）
とイエス・キリストの弟子たちがいました。一番近くでこの言葉を聞いたのは、
弟子たちです。
キリストは弟子たちに
〈あなたがたは地の塩である。〉
と言われたのです。彼らはキリストを信じ、キリストに従う者たちです。
弟子とはキリストの言葉を信じ、キリストの言葉に
従う者です。
イエス・キリストは弟子たちに
〈地の塩〉
になりなさいと言われたのではなく、
すでに
〈あなたがたは地の塩である。
〉
と言って下さったのです。
「給料（サラリ−）」
の語源が
「塩
（ソルト）」
であるように、古代では塩は貴重なものです。今のように当たり前に手に入る時代ではありません。
塩がとても貴重なものであると同
じように、キリストはキリストの言葉に従う者たちを尊んでくださいます。
塩が尊ばれたのは、
塩にしかできない働きがあるからです。
塩は食べ物を保存し、腐敗を防ぐことができます。昔から、腐りやすい魚や野菜を塩漬けにする手法は広く用いられています。
キリストを信じる者は、キリストの聖さに与りキ
リストの恵みを知っています。そして、キリストのように神の清さ正しさに立って行こうとします。神の御前に正しく生きる者はめぐみを得るからです。
また、塩は食べ物に味をつけます。
塩は料理の調味料などに使われます。
まったく塩気のない料理は食べても美味しくありません。
また、塩を入れ過ぎても味を損ないます。
塩は料理において主役ではなく、
その料理を引き立たせる縁の下の力持ちのようなものです。
塩は溶けてこそ、
その力を発揮します。
世界の歴史の中で、
さまざまな分野においてクリスチャンは大きな影響を与えてきました。
日本で初めて孤児院を創設した石井十次氏
（1865-1914）
もそのひとりです。彼は近代日本における社会福祉事業の開拓者、先駆者
として生涯を捧げたクリスチャンです。
また、聖隷福祉事業団の創立者である長谷川保氏（1903-1994）もクリスチャンです。
ひとりの
結核患者のために病舎を建てたのが始まりです。病に苦しむ人を助ける精神はまさにキリストの心です。
自分を犠牲にして、人のため
に捧げた生涯はまさに地の塩の働きです。
＜もし塩のききめがなくなったら何によってその味が取りもどされようか。
もはや、なんの役にも立たず、ただ外に捨てられて＞しま
うだけである。キリストを信じるクリスチャンはこの言葉を真剣に受け止める必要があります。
この世の人々と決して同じであってはな
らないのです。
塩がそのききめを失ってしまうなら、腐敗を防ぐことも、味をつけることも出来なくなってしまうからです。キリストを信じる者はキリ
ストから離れてはならないのです。キリストにとどまり、キリストにつながってこそ、地の塩としての働きが出来るのです。
キリストが共
に生きて下さるからこそ、
クリスチャンは地の塩なのです。
あなたもキリストの愛を知りキリストの愛に触れるなら、変わることができます。いえ、キリストがあなたを変えてくださるのです。
そ
して、生かされているこの時代に、それぞれの地（家庭・職場・社会）で、あなたを地の塩として、人の持つ能力や賜物を引き出して、
世の中を良くしたり、人生に彩りを与えることができる者として用いて下さいます。
「あなたがたは地の塩である。
」

︵敬称略・順不同︶

岡田安津子

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

大谷

小島恵美子

節子

金附洋一郎

康啓

美濃部多果子

田島

圭二

和子

水野

立花

小西

三浦富士郎

紘正

理香

石原

稔

福田

杉本

貴美

克彦

上垣

章男

小西

ゆう美

三木

正幸

弘

成己

小林

朱美

米満

米田

充

中

和香

正大

和田たねよ

水足

健一

勝村

映子

石上

小林佐和子

濱田

澤

森定喜久子

山形

清文

伊吹三樹雄

菊池

博

大輔

寧子

難波

藤井

北條

司誠

俊明

渡辺美智子

井上

羽渕

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

月

月

月

重光由美子

正雄

和夫

箱（竹田城・海図）プレーン / 380 円

レギュラー（プレーン）/ 150 円

藤井

吉田

みゆき

ミニ（プレーン）/ 100 円
ミニ（オレンジ・レモン・チョコ）/ 150 円

和泉

太田
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手づくりビスコッティ（第2 和生園）
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10
野口

１月

和田山地の塩伝道所

11

雄二

２月

12

★ ご注文・ご相談はこちらまで ★
TEL 079-666-8886 FAX 079-666-8887
E-mail : dai2waseien@bz3.hi-ho.ne.jp

※宅配便をご希望の場合は送料＋箱代
を頂きます。
（小 100 円・中 140 円・大 210 円）
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