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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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理事長就任のご挨拶
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「成年後見制度活用の取り組み」
神戸聖隷福祉事業団

理事長

水野

雄二

神戸聖隷福祉事業団の創設から40年以上の長きにわたり献身され、特に2012年から４年間、理事長として重責を担わ
れた越智靖前理事長の後任として、１月11日に理事長に就任いたしました。私は神戸聖隷福祉事業団を生み出した日本基
督教団西神戸教会の教会員として長い間この法人の歩みを見聞し、また2004年からは理事の一員として法人運営に関わる
ことで応援を続けてきましたが、本職は神戸YMCAという団体で多様な社会教育、社会福祉、国際活動などのマネジメン
トを専らにしてきました。障害者支援を専門にしてきたキャリアではございません。しかし、社会福祉事業の変革期にあっ
て、総合的なマネジメントの必要性からも理事長にお薦めいただいたことだと思います。微力ではありますが、与えられ
ました課題に向かって全力で取り組みたいと思っております。
神戸聖隷福祉事業団は昨年、創立40年を祝う時を持ちました。40年の集大成として作成された記念誌には、創立前史から今日に至るまでの多
くの方々の熱い祈りと行動が記されています。すべては神様が備え、導いてくださったのだとしても、地域の方々やご利用者・ご家族のご支援、
そして職員の不断の努力がなければ歴史は違ったものになっていたでしょう。福祉に関する社会の意識や行政による制度も刻々と変化してきま
した。そのような歴史を踏まえて、当法人はどのような50年を、また第２半世紀を迎えることができるでしょうか。
私はそのためにもう一度、私たちの基本理念に立ち返りたいと思います。「聖書に示された愛と奉仕の実践」をどのように今日的な私たちの働
きに示すことができるでしょうか。まさに「隣人愛」の今日的実践です。そして、それを支える職員集団が生き生きと自らの「いのち」を輝か
せながら、そのサービスの質をより良いものとし、ご利用者の皆さんの「いのち」の輝きへとつなげていくことができるか、私はそのために働
きたいと思っています。
１月の理事長就任以来、私は神戸聖隷福祉事業団に属する各施設・事業所を訪問して、多くのご利用者やご家族、また職員の皆さんにお目に
かかることができました。その中で印象深かったシーンは、ある女性のご利用者の方がポツリとつぶやかれた一言で、
「不安…」という言葉でした。
多くの方々が何やら言い知れぬ「不安」を持っておられるのかと感じました。神戸聖隷は皆様にとって安心安全の場でありたいと願って努力を
続けていますが、にもかかわらず「不安」がぬぐい去れない社会であり、環境であるということでしょう。ここにあって神戸聖隷福祉事業団が「隣
人愛」のミッションに再度立ち返るとはどういうことか問い続けていかなければなりません。
法人の目に見える未来への一歩としては、中部在宅障害者福祉センターにおける短期入所施設「アクシスひょうご」と友が丘における「神戸聖
隷総合相談センター」の開設（2016年４月）
、和田山地区における「新さくらの苑（第２平生園）
」の開設（2017年４月）や「神戸聖隷資料館及
び但馬総合事務所」の開設（2016年11月）
、また神戸地区における友が丘施設のリノベーション（時期未定）などが視野にあります。しかし、そ
れらが単に時代や地域の要請による変化の「形」というだけでなく、一つ一つが目に見えないミッションを実現する業でありたいと願っています。
神戸聖隷福祉事業団も新しい時代を迎えようとしています。ご利用者、ご家族、地域の皆様、そして全職員の更なるご協力、ご支援をお願い
いたしまして、就任の挨拶といたします。

モンゴル留学生（朝来市招聘）が感じた神戸聖隷の福祉
（ゴワー先生のレポート）
今回は2015 年９月28 日に３回目の日本語の研修生としてモンゴル民族の文化のゆりかごと称されている中国内モンゴル呼和浩特民族学院から、二人の学生を連れて『新しい国
際交流の町－朝来市－』に参りました。もう一度朝来市に参るチャンスに恵まれたことは、私にとってより正しい日本語を勉強して、日本をもっと深く理解するまたとないいいチャ
ンスです。私はこの緑いっぱい、おいしい空気いっぱい、和やかな雰囲気いっぱいの朝来市を訪問することができて、とても光栄です。
国際交流と国際理解教育が朝来市全体に広がり、最も盛んに行われています。私と二人の学生は研修の間、和田山中学校をはじめ各小学校を回って授業参観をしました。授業で
は生徒たちの自立能力、社会生活の適応能力などが全面的に育成されています。心豊かで思いやりと勤労奉仕の心、公共の精神を育てるために道徳教育、福祉教育、環境の保護教
育などが日常の教育に徹底されています。
朝来市で福祉事業はめざましく発展を遂げました。研修の間、私と二人の学生は和田山の恵生園、真生園、平生園、和生園、神戸愛生園と友生園などの福祉施設を見学しました。
どの施設にも先進的な設備と一流のサービスが整っています。また、今回は私と二人の学生はホームステイをするほか、恵生園の職員寮に泊まって、三食を食堂で利用者と一緒に
食べました。利用者の施設での生活の本当の様子をこの目で見ました。利用者は施設で安全で安心できる快適な生活ができることが一人ひとりの笑顔から知り得ます。恵生園の法
人基本理念で利用者の人権を尊重し、一人ひとりの生命をかけがえのないものとして守ります、私たちはグローバル（全世界的）な視点に立ち、隣人として地域社会、国際社会の人々
との交流を深め、幸せな福祉社会の実現に努めます。と書いてあるように施設ごとは利用者のニーズに応えたサービスと支援を提供しています。このサービスと支援のねらいは障
害自立に役立てることです。日本の福祉事業の発展は世界のトップを占めています。これは人間性に富んだいちばん偉大な事業です。中国の学ぶべき事業だと思います。
思い出深い１ヶ月間の研修を通じて、日本語の面においてもあるいは学問の面においても本当に進歩がありました。内モンゴルに帰ってから研修生活中、体験したこと、聞いた
こと、見た事をうちの学校の先生と学生に伝えます。自分の将来の生活、勉強、仕事にいかして、がんばっていきます。
最後に、私と二人の学生に研修チャンスを与えてくださった朝来市のみなさま、いろいろお世話になった以前からの友達と新しい友達、そしてホストファミリーの皆様に深くお
礼を申しあげると共に、みなさまの健康と幸福をお祈りします。朝来市の国際交流が更に発展するようにお祈りします。みなさん、ありがとうございました。
研修報告（チョウリンさんのレポート）
日本語の会話能力を伸ばしたいけれども、どうのように練習をしたらいいのか分からない、また、日本語を使ってどの程度話せるのか自分
ではぼんやりとしかわからない、という悩みを持っている私にとって、今回の研修はめったにないチャンスでした。
日常的な話や自分自身のことを話すのはそれほど難しくないけど、話の内容が社会的な問題だったりすると、自分の意見を論理的に相手に
伝えるのはなかなか難しいものです。
日本の福祉事業は中国より何倍も先進です。施設も整っています。越智理事長はこんな立派な仕事をされて、私たちは心から尊敬しています。
平生園、恵生園や和生園などの人たちが毎日一生懸命仕事している姿は、見るだけ感動します。どんなにつらいときでも諦めない、笑って前
に進んでいる精神は尊敬します。
たった１ヶ月でしたが、感謝するより、もっと素敵なことがあるってことに気づきました。それは、皆さんに出会えたことです。私が感銘
を受けた日本語は「一期一会」です。
出会いは一生一度限りという精神で、最高のもてなしをする美しい日本語です。皆さんと出会えたことは、私の一期一会です。ここで勉強
したことを誇りにして、中国に帰ります。お世話になりました。
（チリムグさんのレポート〉
和田山に研修生として来てから一番感動したことの一つは福祉のことです。私は初めて福祉について関心を持ちました。以前はあまり気に
しないでいました。大学校ボランティアとして二度老人ホームに見学に行ったことがありますけど、かわいそうな感じを持っただけです。でも、
今度、初めて恵生園、真生園、和生園などのところに行ってびっくりしました。そこではみんな目、体、足、頭に何らか障害がある人たちが
生活をされていました。でも、あの人たちは私たちより頑張って、自分の出来るだけの力で仕事をされていました。私たちはこの間、恵生国
の寮で泊まりながらホームステイしました。皆は笑顔で私たちに挨拶して、とても親しく感じました。もし、一人がホームステイしていなけ
れば、皆心配して「もう一人はどこ？ どうしていない？帰りましたか？」って色々聞いた後で安心します。これも、皆の心から湧き出した大
きな愛です。もうーつ楽しかったのは、第二和生園に行って、初めての卓球をして、良い思い出になりました。勝ってもいい、負けてもいい、
皆で遊んだのはより幸せです。
日本に来る前、日本に留学したいと思ったことがありますが、何を学ベばいいのかについて、色々迷っていました。今度、研修生としてここに来てから、日本に留学する決意を
固めました。もし、留学することが出来れば、社会福祉について勉強したいと思っています。今、日本だけでなく中国もだんだん高齢化になっています。どの国でも、社会福祉の
ことは重視しなければならないのです。最後に、皆様のご健康と幸福のため、心からお祈り致します。ありがとうございました。
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シリーズ

～神戸聖隷における成年後見制度の活用～

「入所施設における利用者の自立と、成年後見制度の必要性を考える」
成年後見制度活用推進委員

山根

由夫

「○○の面倒はうちでちゃんと見るし、わしがあかんようになっても、子供等が○○の面倒は見るように話しとる…大丈夫や！」
「わしは○○園を信用しとるし、
何でも協力する…家族がして当たり前のことや」…入所施設で「成年後見制度」のお話をさせて頂いた際に、ご家族から非常に心強いお言葉を頂くのですが、そ
の後に続くお言葉があります。
「だから、そんなもん（成年後見制度）の話は必要ないわぁ…今まで通り、わしらがちゃんとするから」と上手にお断りされるのです。
確かにご家族のお気持ちも分からないこともありません。家族の一員であるご利用者を、大切に支えておられます。その様なお気持ちになられるのも当然です。
話は変わりますが、社会全体に浸透してきた「成年後見」という言葉の意味を確認しました。
●成年とは？…人が成長して完全な行為能力（自ら独立して法律行為をなしうる能力）を有するに至る年齢。日本の民法上は満20歳（広辞苑より）
●後見とは？…かげにいて人の世話をし、助けること。またそうする人。（広辞苑より）
成年後見制度とは、20歳以上の人が自分の判断で法律行為を行う時（必要とする時）に、判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。勿論、お助
けする内容は、法律行為（様々な契約の締結等）だけでなく、その人の財産管理も含みます。
マズローという心理学者が説いた「マズローの欲求段階説」というのをご存知でしょうか？「（障害の有無に関係なく）人間は自己実現に向かって絶えず成長
する生き物である」と仮定し、人間には①生理的欲求、②安全の欲求、③社会的欲求/所属と愛の欲求、④承認（尊重）の欲求、⑤自己実現の欲求という５つの
基本的欲求があるというのです。
入所施設は、人が生きていく上で最低限必要とする環境（生理的欲求）が確保され、安心して生活できる環境（安全の欲求）があります。更に施設という社会
の中で他のご利用者や支援者との係わりを通じ、施設に所属しているという感覚（社会的欲求/所属と愛の欲求）を得てお
られます。しかし、「うちの子は、分からないから」「自分で書けないし…」との理由から、大切にされているご利用者に
代わって契約書への署名、捺印、金銭に係る場面ではご自身の存在が尊重（承認（尊重）の欲求）されているのでしょうか。
入所施設を利用されているご利用者の殆どが、成年であり、これは障害の有無は問いません。
「本人がわからないから…」
とご利用者の立場に立ち契約書に署名をされるのですが、法律上認められる行為にはならないのです。今、ご利用者を支
えて頂いているご家族の行為の大半は、法律上は認められない現実があるからこそ、法律上認められた「成年後見人」になっ
ていただきたいのです。勿論、「親亡き後」も考えた上での、ご利用者の安心のための「成年後見人」なのです。
私たちの仕事は、ご利用者一人ひとりの人権を守り、自分らしく生きて頂くことを目標に支援することです。ご利用者
の自己実現の手助けをするツールとして成年後見制度はご利用者に必要とされているのです。

土肥隆一牧師を偲んで
日本キリスト教団

和田山地の塩伝道所牧師

内山

強

『この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。
「死は勝利にのみ込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前のとげはどこにあるのか。」』
コリントの信徒への手紙Ⅰ 15章54～55節
神戸聖霊福祉事業団の法人行事でよく歌われる讃美歌312番（いつくしみ深き）は、土肥隆一牧師（和田山地の塩伝道所協力牧師、法人第３
代理事長）の愛唱讃美歌です。土肥先生が昨年３月22日の伝道所での礼拝、最後の礼拝になりましたが、その時に、説教の中で自分の愛唱讃美
歌の話をされました「312番と461番（主われを愛す）が、神の愛を歌った讃美歌であってとても好きだ」ということ、「405番（神ともにいま
して）と一緒に、葬式には歌ってほしい」と話をされました。まさか、本当にその12日後に倒れられて、そのまま意識が戻らず召されるとは思っ
ていませんでした。土肥先生が伝道所で礼拝を終えて、私が駅までお送りする時に、国道312号線を通りながらも、いつも讃美歌312番の話をさ
れていました。
９か月の闘病生活のうえ、１月22日金曜日午後０時30分ご家族の見守る中で静かに息を引きとられました。享年76歳でした。 24日前夜式、
25日告別式が、神戸教会で兵庫教区議長菅根牧師司式、和田山地の塩伝道所内山牧師祈祷で行われました。ご家族御親族による密葬でしたが、
伝道所を代表して越智役員、神戸聖隷の前法人理事長に参列していただきました。ご家族の御意向により、葬儀が終わってからのご報告となり
ましたことをお詫びいたします。
1976年西神戸教会が和田山の地に障害者福祉施設を建設することになり、その中に和田山地の塩伝道所の前身となる「枝教会」の礼拝が始ま
り、土肥隆一牧師が交代で礼拝を担当されました。
1978年４月、和田山地の塩伝道所が開設し、初代牧師に就任しました。
1990年に国会議員になり、23年間にわたり国政の仕事もこなされました。
2002年に当時の金附洋一理事長等と共に、顧問として現在の神戸聖隷福祉事業団基本理念を制定。
2004年から2012年まで第３代理事長に就任されました。「聖隷＝ホーリー・サーバント・リーダーシップ」を提唱し、キリスト教福祉再構築
に向け尽力されました。土肥牧師は、イエス・キリストが「私があなたにしたとおり、あなた方もするように」と言い、模範を示した洗足の姿
から、「聖なる神の隷（しもべ）として仕える」ことが、キリスト教福祉であると説明し、キリスト教精神に福祉を実践のために聖書の教えに学
ぶことを勧められました。
私は土肥牧師の礼拝説教を、議員を辞められてからの数回しか聞いていませんが、議員を辞められたせいか、国会や政治の話はあまりなく、
「神
の愛」について、そして「死と復活」についてのお話しが多かったことが印象に残っています。そして最後となった礼拝の後、車の中で私に、
「こ
れからはあちこちの教会や施設で神様のお話しをして巡回しようと思う」と、最後まで牧師としてイエス・キリストの教えを伝えて生きる決意
をされていました。そして「人を愛して傍にいることが大切だ」「隣人となるということは、人を愛することである」と話されました。この土肥
牧師の信仰が、今の伝道所にも法人にも受け継がれてきました。これからも、このキリスト教精神を大切に守っていきたいと思います。ご遺族、
ご親族の上に天来の慰みを祈ります。
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ひょうご障害者地域生活支援センター
神戸市障害者基幹相談支援センター
神戸市発達障害者中部相談窓口

神戸市障害者就労推進センター
神戸市立ワークセンターひょうご
神戸障害者就業・生活支援センター
障害者就職拡大推進事業
「一人でも多く、一日でも長く」を目指して

「やさしさと、思いやりのまち、兵庫」で活動して

ワークセンターひょうごでは訓練生の就職が決まるたびに「就職激励会」を開催しています。激励会は二部構成で、第一部は改まった式典形式
で行います。就職が決まった訓練生はスーツ姿で前に座り、とても誇らしげです。第二部は訓練生親睦会が自主的に進行し、お茶での乾杯、訓練

支援課長
大森 陽子

生から激励のメッセージ、家族会からいただいたお菓子でおやつタイム、お祝いの歌、と和やかな雰囲気で進みます。センターからは、第一部の

私たちの役割には大きく２つあります。１つは、区内に住む障害者が安心して在宅生活を送れるように、福祉サービス利用を中心とする相談支

集合写真を入れたフォトフレームを、記念品としてプレゼントします。最後はみんなでアーチを作り、その中を就職した訓練生が通り、拍手で送

援業務です。もう１つは、区自立支援協議会の運営です。特に、協議会活動では、障害当事者のリーダーシップの元に、災害時要援護者支援につ

り出しています。就職した訓練生の笑顔を見ると、これまで頑張ってきたことが思い出されて、胸がいっぱいになります。センターでの訓練の目

いて積極的に取り組んできました。協議会の前身である兵庫区障害者支援ネットワーク時代から、当事者と職員で個別訪問をし、独自に要援護者

標は「就職」なので、とても喜ばしい門出の日です。ただ職業生活はその後もずっと続きます。就職したらセンターは退所することになりますが、

名簿を作成するなど、要援護者支援については、市内のパイオニア的存在として活動してきました。その後、兵庫区及び他区での地道な活動が実

その後も5年間という長期にわたって、職員が計画的に職場訪問し、働き続けるための支援を行っています。基本方針である「一人でも多く、一日

を結び、2013年4月には、「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」が施行されました。

でも長く」（一般就労による社会参加ができるよう支援する）の通り、就職した訓練生が社会の一員として末永く活躍できるよう、お祈りすると同
時に、その実現に向けてサポートしていきます！

9：10

朝礼

今後は、災害時要援護者支援の拡充とともに、区庁舎内でのアンテナショップのオープンなどを通して、地域での障害理解の促進を図り、“ひょ

9：15

ラジオ体操

午前訓練開始

13：00

紙袋作製。折り、のりづけ等、分業します。

12：00

午後訓練開始

昼休み

コーヒーの梱包。

本日の予定の確認。

ミスは許されません。

土曜訓練
ボタンつけくらいなら、

栄養価の高いメニューを。

自分でできます !!

掃除・終礼

きれいに掃除して、一日の締めくくり。

おはようございます。

簡単に作れて、

15：30

昼食後、
おしゃべりやゲームでリラックス。

１、２、３、４…まずは体をほぐします。

コミュニケーション
スキルトレーニング

相談課長
岩本 康則

うご”をよりいっそう住み良いまちにして行きたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願い致します。

「一人でも多く、一日でも長く」
9：00

“兵庫区”と聞いて、どんなイメージを持っておられますか。庶民的、親しみやすい、気さくな雰囲気など、いろんな声が聞こえてきそうです。
そんな人情味のある町で、私たちは「やさしさと、思いやりのまち、兵庫」を合言葉に日々活動をしています。

面接

激励会

洋裁
外出
講師は頌栄短大の副学長、
藤井薫教授です。

給与で旅行やサッカー観戦へ
高校卒業後訓練校に行き就職の経験をしている関さ
ん。就職経験がある訓練生なのでできるだけ早い段階で実
践的な就職活動をしていただきました。
そして、この度バイク関連会社へ就職が決まりました。
ワークセンターひょうごでの訓練は半年程度でしたが、若
い訓練生から兄貴分として慕われ、食事に連れて行ってく
訓練生
関さん

れたりしました。
新たな就職先で働き、給料で旅行に行ったり、サッカー
観戦に行くことを目標に仕事に従事するということでし
た。次の目標は「バルセロナの試合を見に行く事!!」
目標をもって仕事に趣味に頑張ってください。
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将来の余暇活動を豊か

調理

なものにするために。

自分に向いている仕事を
本宮さんは、普段、紙袋作りやコーヒー箱詰め作業など
をされています。農業公園での草むしりやワイン出荷準
備、福祉工場でのシーツ洗濯、老人ホームでの清掃と、３ヵ
所で実習も経験されました。
１年目の後半となり、訓練生の仲間が次々と就職を決め
るのを見て、「自分も」と意欲が高まっていますが、向い
訓練生
ている仕事が何なのか未だに分からないと悩んでおられ
本宮さん
ます。
料理が趣味でオムレツが得意という本宮さん。就職が決まったらアグレッシ
ブな料理をしたいと夢を膨らませておられます。また、一人暮らしがしたい、
さらには一緒に暮らしたい人がいる、と真っすぐな眼差しで将来の希望を語っ
てくださいました。どうかいい就職が決まり、本宮さんの夢が実現されますよ
うお祈りいたします。

定着支援
本番に備え、徹底的に反復練習をします。

20年間続いてきた、晴れの舞台です。

就職はゴールであると同時にスタートです。

中部在宅障害者福祉センターの20年の歩み
阪神大震災の翌年の1996年４月に、神戸市立中部在宅障害者福祉センターが誕生し、今年で“二十歳”になります。
中部在宅障害者福祉センターの中の、神戸市障害者就労推進センターは、相談部と訓練部に分かれていました。ワークセンターひょうごは就労
推進センターの訓練部という位置づけで、相談部は、（財）こうべ市民福祉振興協会が運営しておりました。2003年４月、相談部業務が当法人に
委託され、就労推進センターが一元体制になり、共に当法人が運営することになりました。ワークセンターひょうごは知的障害者通所授産施設と
いう枠組みの中、当初から知的障害者の就労支援に特化した施設としてスタートし、2006年10月に障害者自立支援法に基づき、就労移行支援事
業所に移行し現在に至っています。また、2004年４月、国から「神戸障害者就業・生活支援センター」を受託したことを受け、神戸市内に在住・
在勤の障害のある方の就労相談を担うようになりました。同年６月、県から「障害者専門職業紹介事業」（2012年に廃止され、現在は障害者就職
拡大推進事業に移行）を受託し、一体的に運営をしております。
その後、2013年４月には、相談者の利便性向上を目的に、「ひょうご障害者地域生活支援センター」（2002年７月開設）、「神戸市発達障害者中
部相談窓口」（2009年７月開設）、「神戸市障害者基幹相談支援センター」（2012年５月開設）の３つの相談窓口を、中部在宅障害者福祉センター

中部在宅障害者
福祉センター
所長 谷上 久雄

３階から就労相談窓口がある２階に移し、生活・発達相談、就労を含めた総合相談窓口化を図りました。
これからも、複数事業の一体運営という強みを活かし、就労から生活まで幅広く、障害者の支援を行っていきたいと思っています。
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グループホームたいのはた東開所

神戸光生園30周年を迎えて
神戸光生園

施設長

吉本

ひろみ

2015年10月３日、垂水区勤労市民センターのレバンテホールは、神戸光生園の利用者さん、ご家族、職員の熱気であふれていました。約１
年前から準備委員会を立ち上げ、創立30年の記念行事について色々な意見を出し合い、時には行き詰まり迷路にはまり込んだりしましたが、
たくさんの職員の思いと、何より利用者さんの夢や希望の集大成がそこには詰まっていたのです。
「昔やっていたような盛大なバザーを復活させたら？」「利用者さんやご家族でお食事会をするのはどう？」など、『できれば準備が大変なも
のは避けたい』という職員の正直な気持ちもちらほら…。わかります。通常業務でも精一杯！
！
でもこれまでの神戸光生園の軌跡をたどってみると、本当に様々な試み・チャレンジ精神にあふれていたのです。折しも法人の創立40年の
記念誌編纂の原稿作成の為に神戸光生園創立からの事業計画・機関誌にすべて目を通してみて、これまでの利用者さんや職員の方々の情熱・力
強さをひしひしと感じました。
また、2014年５月に近隣の県営住宅にグループホームを開設したのですが、その際に30年近くもこの地で福祉事業を行っているのに、地域
の方々には我々が思っている程施設が知られておらず、また知的障がいへの誤った理解が非常に多い事を強く感じました。それはひとつには、
私たちが神戸光生園という守られた箱の中でのみ活動するのではなく、もっともっと外へ出ていかなくてはならないという事ではないか、と思っ
たのです。
神戸光生園はかつて「フェローシップコンサート」という行事を行っていました。和太鼓の演奏や、さまざまなゲストによるコンサートを行
い多くの方へのアピールをしていたのです。職員で話し合った結果、利用者さんの活動を見て頂く記念コンサートを行い、また記念製作として
形に残る物を創ることになりました。そして、幸いなことに和太鼓を始めるきっかけとなった「和太鼓 松村組」さんも出演して下さることに
なりました。
当日は、ボランティアさんに大いにご協力頂き、利用者さんが創ったフラワーアレンジメントで来場の方々をお迎えし、全員に記念製作の神
戸光生園ロゴマーク入りのトートバッグ（ひとつひとつ利用者さんが色付けをしました）、キャンドルとポストカードのセットをお渡しし、大
変好評でした。舞台は皆さん緊張の中「トリム体操でのバルーン」「音楽レクリエーションでの歌と手話、楽器演奏」「和太鼓『輝』の演奏」そ
して「松村組」さんの素晴らしい圧巻の演奏で幕を閉じました。舞台での利用者の皆さんの輝く笑顔、誇らしげな表情がとても美しく、忘れら
れないひと時でした。これからも、もっともっと外に向けて発信し、「障がい」という言葉が無くなる世の中になる事を目指したい、と決意を
新たにした記念行事でした。

神戸聖生園

神戸明生園作品展

社会福祉法人

神戸聖隷福祉事業団

理事長

越智

靖

私は1976年に兵庫県朝来郡和田山町竹田（現：朝来市和田山町竹田）に開園した重度身体障障害者収容授産施設（現：
施設入所支援・生活介護事業所）恵生園の作業指導員に採用され、神戸聖隷での第一歩を刻みました。その後1982年４月
に新設された和田山町立身体障害者通所授産施設（現：就労継続支援Ｂ型事業所）和生園の施設長となり、1991年の４月
からは恵生園の施設長、1995年４月より和生園施設長を兼務、1998年８月から神戸市北区しあわせの村の知的障害者入
所施設（現：施設入所支援・生活介護事業所）神戸明生園の施設長に異動、2001年４月から朝来市和田山町の特別養護老
人ホーム・平生園の施設長（併設の高齢者デイサービス事業所・さくらの苑の管理者兼務）を歴任いたしました。さらに
2004年からは副理事長として前理事長：土肥隆一（故人）氏と共に働かせて頂いて法人の基本理念であるキリスト教福祉事業の継続と実践の重
要性を享受頂きました。そして2012年１月から２期４年間理事長として務めさせて頂きました。
振り返れば40年間福祉の仕事に携わり大過なく今日の退任を迎えられましたことは、施設利用者の方々をはじめご家族の皆様のご協力、近隣
地域の住民の皆様のご援助、先輩職員皆様のお働き、教会信徒の祈りと支え、関係諸機関と諸団体のご指導ご支援、等々目に見えない大きな力
に導き支えられて来たものと心より深く感謝いたしております。

岩井

誠一

平成28年２月１日（月）、法人で５番目のグループホームとして開所いたしました。支援母体となる神戸聖生園でグループホームの必要性が話
題となり、構想から設置に向けた一連の動きまでに約３年を要しました。
設置に向けた動きの中で、携わる職員に伝えていた言葉があります。『支援者としての覚悟』・『利用者の覚悟』・『家族の覚悟』この言葉を肝に
銘じながら支援にあたりました。
●支援者の覚悟：誰の為の住家なのか、グループホームに出来ることは何なのかを考え、今後、グループホームを考える方のために体験利用
の部屋を用意しました。言葉だけでなく体験を通して自分の将来をイメージ出来るようにとの思いです。
●利用者の覚悟：ホームの体験利用を経て、
自身の将来・自立した生活をイメージする機会としてもらう。自信の獲得と家族への安心につながる。
●家族の覚悟 ：体験利用での生活の様子、本人の気持ちを踏まえ一緒に将来を考え、自立する本人の応援団（支援者）となる気持ちを持っ
てもらう。
以上の考えを共有しながら、利用者・ご家族の皆さんに働きかけを行ってきました。
次に大切と感じたことは人との繋がりです。今回のグループホーム設置には、地域住民の方々との交流機会を通して思い切って声を掛けさせ
ていただいたことがきっかけとなりました。思いを行動につなげることで、次々と人の輪が広がり、理解と協力が力に変わった様子を目の当た
りにしました。
地域で障害をお持ちの皆さんが暮らすためには、多様な考え方、とらえ方があることも経験させていただきました。『なぜ！？』との悔しい思
いがあったことも事実ですが、地域で理解してもらうために何が必要なのかを学ばせていただく機会にもなりました。
ホームは閑静な一戸建ての住宅街に位置しています。男性利用者２名・女性利用者３名・体験利用１名の男女混合型のホームです。体験利用
は男女の利用が可能です。支援スタッフは４名を配置、交代で夜間を含めた支援を行っています。開所から１ヶ月が経ちましたが、利用者の皆
さんは親元を離れた生活に臆することなく、自信と気力に満ちた生活を送っているように思われます。そうした彼ら・彼女らの地域生活をこれ
からも応援してあげてください。

ジャーン！完成しました！
！

理事長退任のご挨拶

課長

開所式のひとコマ

たくさんの方にお祝いしていただきました

「あ～ら、どうも。」開催！
！

皆さんそろって夕食のひととき

記事担当

久永

尚子

「あ～ら、どうも。元気？」「あ～ら、どうも。またね！」こんなやり取りが施設の中で、繰り広げられていた６年前「市民の皆さん、どうぞお
気軽にお立ち寄り下さい。」という思いを乗せて、神戸明生園作品展「あ～ら、どうも。」は誕生しました。
今年度は、３月４日から８日まで、【南京町ギャラリー蝶屋】で開催しました。
年に１回開催されるこの時期は、利用者の方々がもっともワクワク、ドキドキする時間でもあります。山に
囲まれた静かな環境から飛び出して、神戸市中心部のアートギャラリーへ！
ご来場して頂いた人に「作家さんですか？」と声を掛けられる。「僕が描きました。」と、はにかみながら答
えるその表情からは、自信と喜びが感じ取られます。
この作品展に向けての作品作りでは、個別に一生懸命、チームになって楽しく協力し、笑顔がいっぱいの中
で、日々の活動に取り入れて過ごしています。その中で、日々利用者が作成しているブレスレッド、Tシャツ、
トートバッグ、缶バッチ等の製品も作品展で販売しています。
作品を出品されなかった利用者も、広報活動に奔走。商店街でのプラカードを持っての宣伝活動やビラ配り、
受け取ってもらえなくても何度もチャレンジする姿は、実に頼もしい！
毎年試行錯誤を繰り返し、今では自閉症の障がいをお持ちの、岐阜県出身の人気落語家でもある【正光寺し
なの】さんをご招待し、寄席のイベントも取り入れ、大変盛況を頂いています。
それぞれの利用者の方の個性が活きる神戸明生園作品展「あ～ら、どうも。」これからも、もっと沢山のワ
クワクとドキドキ、そして感動を皆様にお届け致します。
次回のご来場を、心からお待ちしております。

40年前に職員16名でスタートした神戸聖隷は現在約550名の職員を抱える事業集団となりましたが、
「隣人を思いやり、人を大切にする」法人
の基本理念を今後も継続し実践されることをお祈りしております。読者の皆様には今後とも神戸聖隷福祉事業団の事業活動を祈り支えご支援賜
りますように私からもよろしくお願い申し上げる次第です。
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池之上牧師メッセージ『キリストの復活』
日本伝道隊 湊川伝道館

協力牧師

池之上八重子

『兄弟たち、わたしがあなたがたに告げ知らせた福音を、
ここでもう一度知らせます。
これは、
あなたがたが受け入れ、生活のよりどころと
している福音にほかなりません。…
最も大切なこととしてわたしがあなたがたに伝えたのは、
わたしも受けたものです。すなわちキリストが、
聖書に書いてあるとおり私たちの罪の
ために死んだこと、
葬られたこと、
また、
聖書に書いてあるとおり三日目に復活したこと、
ケファに現れ、
その後十二人に現れたことです。次い
で、
五百人以上もの兄弟たちに同時に現れました。…私は神の教会を迫害したのですから、
使徒たちの中でも一番小さな者であり、
使徒
と呼ばれる値打ちの無いものです。神の恵みによって今日の私があるのです。』
（コリントの信徒への手紙１ 15章1〜11節）
年度の変わり目は期待と心配と、そして、それぞれにとても忙しい時期です。私もこの時期なりますと、パソコンに向かって数字を打ち込
む日が続き、時々
「エクセルが応答していません。回復します」
という文字と共に打ち込んだ数字が無くなったり、パソコンが打ち出した合計
が信用できず電卓をたたくような無駄をして、
どちらが頼りになる？こんな自分を笑います。
イエス様の復活は、私にとって新しい出発に立ち返る機会になります。生活のよりどころはどこにあるのか、
と考えさせるからです。
パウロはコリントの教会の人達に、
生活のよりどころとなっているはずの福音をもう一度思い出して欲しいと書いています。
何を頼りに生活をしているのか？と問われる時、かつての自分を振り返りました。何が大切なのか基準を持たなくて、自分の考え思いを押
し通す者なのに、
確かなものはどれでしょうといつも迷っていました。
初めて教会を訪れた時、
「ここに私の求めているものがあるのかもしれない」
と感じ、聖書を手に取るようになりました。
そして、パウロが
最も大切なこととしてあなたがたに伝えた福音・神様の愛に出会いました。
福音は。
①「キリストが私たちの罪のために死んだこと」ヨハネ福音書８章７節には、罪の女が捕まえられて群衆の中に引き出されました。
イエス様
は
「あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」
と言われました。
すると、
「これを聞いた者は、年長者から始
まって一人また一人と、立ち去ってしまい…」罪の無い人はいません。
「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリスト・イエスによる贖いの業を通
して」
（ローマ３：23，24）
イエス様が私たちの罪となって十字架にかかって死んでくださった贖いの業がありました。
②
「葬られたこと」
確かに死んだと証明しました。
③
「三日目
に復活されたこと。
」 パウロは使徒言行録 2：24 で「神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどというこ
とは、ありえなかったからです。
」
と書き記しました。
『復活したお身体は、十字架で受けた傷跡が残されていました。
どんな体で甦るか自由だったはずなのに、イエス様は目で見たり、手で触ったりできる傷跡を残されたのはな
ぜでしょう。
あの傷跡はイエス様が人として生き、この地で苦しまれた事を永遠に記憶させてくれます。あれ程の出来事も過去の記憶になっていきます。
私たちが流した涙、耐
えた苦しみ、家族や友人を失った悲しみ、心の痛み、これらすべてが主の復活によって、イエス様の傷跡のように過去の記憶になります。
傷跡は消えませんが、痛むことはありま
せん。」( フィリップ･ヤンシー「イースターの始まり」
より抜粋 )
イエス様の赦しと回復が私達の生活のよりどころであり、新しい始まりは、恵みによって今の私があるのです。
と感謝と賛美を主にお捧したいものです。

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

節子

︵敬称略・順不同︶

大谷

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

成己

家庭倫理の会神戸市北須磨支部

米田

和子

洋一郎

小西

和泉

金附

恵美子

野口

雄二
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安津子

小島

康啓

水野

サイズは 19cm×10cm 重さ 240g
賞味期限は製造日より 1 週間
価格 600 円

岡田

田島

正雄

英子

藤井

澤

裕貴子

多果子

秋山

哲郎

美濃部

紘正

井上

喜久子

石原

和香

南

剛志

森定

勝村

美千子

伊藤

啓子

義正

渡辺

克彦

奈良

實美

金原

小西

稔

上垣

朋樹

朱実

杉本

裕始

山形

美香

中

北條

幸枝

内田

︵福︶まほろば

平位

弘

恵子

米満

裕始

映子

北條

濱田

光男

充

岡﨑

水足

敏彦

初美

加輪上

松本

和田山地の塩伝道所

「洗足」Vol．
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わかまつのシュトーレン
クリスマスに食べられることの多い
ドイツ生まれのパンですが、一年を
通して食べていただきたいとの思い
をこめて作っています。

９月

10

月

月

11

月

２月

12

ハート型クッキー、スノーボールクッキー、
マドレーヌ、サブレも販売致しております。

★ ご注文・お問い合わせは ★
ワークセンターわかまつ
TEL 078-646-9880
FAX 078-611-8539
までお願いします
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