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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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2017年春開園 （新）さくらの苑 経過報告

「祈らんかい！」

主の御名を賛美いたします
力

神戸聖隷歴史資料館兼但馬総合事務所の開所式のご案内をいただき感謝いたしま
す。姫路から播但線で２ヶ月に１回は必ず竹田へ行き、恵生園の計画からはじまっ
た竹田の静かな丘陵地でのいくつかの計画を、西神戸教会からの皆さんの熱心さに
押されるように、兵庫県や地元の町長さんたちの協力をいただいて、おどろくほど
に順調に事業がすすめられたことを思い出しつつ、今回の竹田の歴史資料館が聖隷
事業団の他のどこの展示館より立派に計画されていることをたいへんうれしく思う
ものです。お招きいただきましたが、もう私は85歳を過ぎて、遠い外出はキット誰
かに迷惑をかけるだろうと思い控えております。浜松から感謝のお祈りをさせてい
ただきます。
今回の計画については、前の理事長の越智靖さんから聞いておりましたので神戸
でお会いした時に、長谷川保聖隷創業者の自筆の色紙４枚を展示してくださるよう
にお渡しいたしました。聖隷の心が神戸聖隷発祥の地に、一般市民に公開されるこ
とは大変に意義ある企画であると思います。
事業の成功を心からお祈りいたします。

外観完成直前です

「権利擁護を支える仕組みの一つである成年後見制度について」
内装はこれから

成年後見制度活用推進委員会

～歴史資料館の役割～」

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団

常務理事

吉田

和夫

神戸から移住した先輩たちは「とにかく地元の人たちに理解してもらおう」とし、夕闇に頭を下げた相手が郵便ポ
ストだったと回顧しています。長い歴史を誇る城下町が、使命を帯びて現れたクリスチャン福祉集団をどのように受
入れてくださったのか、今の私たちは学び直す必要があると思います。
40年を経て、私たちには、かつて竹田の産業の中核を担った木工団地を特別養護老人ホームの用地に切り替える
という、かつて予想しなかった役割を与えていただくことになりました。私たちにとって竹田が、神様が指し示され
た場所であったと、再び思うのです。
「愛と奉仕の実践」。これが神戸聖隷の変わらない信条（クレド）です。18人で始めた事業が、今では580人にも拡大しましたので、心を一つ
にするためには法人の一人ひとりの職員へのたゆまない働きかけが欠かせません。そして、その働きかけがリアリティーを保つために、創始か
ら現在に至るあゆみを学ぼうと思いました。
同時に、神戸聖隷には確たる本部事務所がなく、既に膨大な量となった重要書類や記録を散逸させないための対策が求められていました。社
会福祉法人改革が進み公正で明確なガバナンス（統治）が問われていますが、この歴史資料館の建物の中に、神戸聖隷の事務を総合的に管理す
る総合事務所を確保できました。２つの機能が歴史を刻み、きちんと発信し、法人の新たな歴史に寄与するものと期待しております。
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靖

「成年後見制度活用の取り組み」 ～神戸聖隷における成年後見制度の活用～
神戸地区研修担当

ワークセンターひょうご相談課長

「ふるきをたずねて新しきを知る

越智

７月27日の起工式から、基礎工事を経て10月から鉄骨の組上げへと、旧竹田木工団地で新しいさくらの苑が日毎に姿を現
しています。地域の皆様のご理解とご協力に心から感謝申し上げます。
40年前に、タンスの町竹田で恵生園が開所しましたが、何をどこで買い物すればよいのか、西も東もわからず、地元地区
のルールも何もわからない我々を快く受け入れていただき、皆様からの多大なご支援とご協力にて、今日の神戸聖隷の福祉
事業活動があります。
ここまでの道のりは、新たな事業を始めようとするたびにヒト・モノ・カネが無くて、どうしたらいいのかわからなくなることの繰り返しで
した。何度自分に向けて「祈らんかい！」と言ったことでしょう。いまは法人を担う施設長になった当時の部下たちへも「祈りが足りない！」
「きっ
とできる」と言い続けて、
「いつも祈れとしか言わない」と恨まれたかもしれませんが、神様は聞き届けてくださいました。
そして、今日まで支えてくださった地域の皆様へ、福祉事業を通じて、多少でも恩返しができるようになってきました。新しいさくらの苑は、
まさにその思いを詰め込んだ地域密着型特別養護老人ホームです。竹田の町の中に施設を建てるのは永年の夢でしたから、福祉相談から入所サー
ビスまで幅広く計画して地域の皆様の生活にご利用していただきたいと切に願っております。どうぞよろしくお願いします。

内装完成にむけて最終段階

名誉顧問（初代理事長） 長谷川

顧問（前理事長）

岩本

康則

これまで「洗足」において多くの方が成年後見制度について語られていますが、あらためて「成年後見制度」という言葉から、
この制度を考えてみたいと思います。
まず「成年」ですが、これは「満20歳以上の人」いわゆる「おとな」を意味すると考えられます。次に「後見」ですが、
「背
後に控えて世話をすること、またその人」を意味します。なお、これは歌舞伎用語でもあり「舞台上で俳優の補助をする役割（黒
衣）
」を表すようです。以上のことから、成年後見制度とは「人生という舞台で既に判断能力が低下している、または将来に判断能力が低下する
恐れがある“おとな”が安心して生活できるように、背後に控えて支援する“手助け役”を活用できる制度」と言えると思います。
成年後見制度は2000年４月にスタートしました。この年は、社会福祉基礎構造改革のもと高齢者福祉において、介護保険制度がスタートしまし
た。その後、障害者福祉でも、支援費制度の導入を皮切りに大きな変化がもたらされたのです。もう少し詳しく述べますと①利用者の自己決定を
尊重する②利用者と事業者との対等な関係により契約を結びサービスの提供を行う③利用者が住み慣れた地域で暮せるよう支援するなどの改革方
針のもと、高齢・障害者福祉の両分野で新たな法制度が導入されました。その上で、重要になってくるのが“権利擁護の視点”です。だからこそ
権利擁護を支える仕組みの一つである“成年後見制度”が、社会福祉基礎構造改革と同時期に開始されたのです。
ところで、私が所属する障害者地域生活支援センターでは、相談支援を通して障害のある方が、住み慣れた地域で暮し続けられるように支援し
ています。相談者の中には、単身生活者で金銭面に課題のある方や、高齢の親と同居中で親なき後の生活に不安を感じている方などがおられます。
その中では、成年後見制度の利用につながることで将来への不安が軽減され、安心して地域生活をしている方もおられます。
今後も支援センターとして利用者や家族の思いを大切にしながら、住み慣れた地域で暮し続けられるように、支援していきたいと思います。
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１日のスケジュールを
絵カードで見える化

自分の居場所で活動中 !!

パーティションで仕切ったひとりひとりの居場所です

自立センター自慢のエアトランポリンでーす。

スヌーズレン(^O^)
光かがやく癒しの
イルミネーション

日帰り旅行で全員集合～！
アミティ舞洲です。
楽しい一日でした。
めんたいパークへ日帰り旅行！（１班）
試食、お土産も買いました！
！
①グループでは、午前中は散歩や手先を使った課題作業を提供し、心身共に「少し、
がんばる時間」を提供しています。また、午後は和室で光ファイバーを使っての
スヌーズレン、抑揚もあるエアトランポリンやカラオケ、卓球、ドライブ、図書
館外出等をし、楽しく「穏やかな時間」が選択できるように取り組んでいます。日々
の利用者の方の活き活きとした表情を大切に、心の変化を感じ、今後も充実した
毎日の支援を追求していきたいと思っています。
（安部静香）

②グループでは、機能維持や、授産作業を通して活動しています。
授産作業は朝日新聞の袋詰めの作業や袋折りに取り組んでいます。機能維持の

自立センターひょうご
①グループ

③グループ

１ヶ月スケジュールの見える化

中部在宅障害者福祉センター４階にある自立センターひょうごは、1996年に開所され、20年を迎えました。通所
更生施設としてスタートし、現在は生活介護事業所として利用者の方々をお迎えしています。
現在は３つのグループに分かれて活動を行っており、それぞれに障害特性を考えたプログラム作り、日課の提供
を行っています。
また、日々の日課とは別のプログラムとして、月に１度のクラブ活動を行っています。それぞれに講師をお迎えし、
卓球、リズム体操、音楽、ボールでピラティス、料理、ソフト整体といった楽しみの提供、また、オプションプログ
ラムとしてミュージックセラピー（音楽療法）やアクションワークショップ（演劇療法）等の多彩なプログラムも提
供しています。
自立センターひょうごを利用し、
「楽しかった」
「明日もがんばろう！」
と言ってもらえる場所であり続けたいとスタッフ一同取り組んでいます。
また、20年が経つ中で将来について、どういう生活を送っていきたいか？未来の生活に向けて地域で生活を続けていく為に、必要なスキ
ルを身につけて頂きたいと感じています。
地域に根差した事業所として、地域と共に歩んで行きたいと思います。
（支援課長 北場恒彦）

面では、散歩、ペダルこぎ、バランスボールでの活動、箸入れ、ボールペンのキャッ
また、１ヶ月に１度、茶話会を行い、その月のお誕生日の方をお祝いしています。

③グループには、自閉症の利用者を中心に19名が在籍されています。お一人おひ
とりの特性に合った個別のスペースを設け、一日の予定が目で見て分かるように
お伝えしています。
音楽や体を動かす活動が好きな方が多く、お一人おひとりの興味関心に沿った
活動を提供し、その人らしい生活を送っていただけるように支援をしています。
（生田穣二）

災害や、もし一人になった時、自宅以外で宿泊する時など、サポートを必要と
する時に知って欲しい情報があります。「サポートブック」はその情報を書き記

茶話会では、みんなでカラオケやビデオ鑑賞、ゲームをした後、ティータイムを
楽しんでいます。

旅行の一場面です。はいチーズ！

「ぎゅっとハートキャンペーン」やってます！

②グループ

プはめ、パズル、創作活動などを行っています。

自立課題は
その人に応じた
様々なバリエーション
があります。

したものです。

（大川加珠子）

「ぎゅっとハート」はサポートブックを所持している目印として多くの皆様に

外出先での楽しい食事風景です。
いつもと違った雰囲気もいいですね～

知って頂きたいという自立センター保護者会と職員の声から生まれた情報発信

ロゴの「ぎゅっとハート」です

ツールです。みなさんもおひとついかがでしょうか？

自立センターひょうごのこれから

めんたいパークへ日帰り旅行！（２班）
旅行先には色んな感覚刺激がいっぱい！
体もしっかり動かしました。

うまくできたでしょ！
ボクが作りました～！
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お箸入れの作業、
ガンバってます！

施設長

村山

盛光

2016年度で21年目を迎えた自立センターひょうごは、2017年度から2020年度の４年間で何を重点的に取り組んでいかなけ
ればならないか第３期中期計画策定会議で検討を重ねているところです。
自立センターひょうごの「強み」「弱み」をできるだけ客観的に把握し、「強み」にはより磨きをかけて、「弱み」には丁寧に
問題解決していく取組が必要と考えています。自立センターひょうごの「強み」は医療ケアの提供が可能であること、重度の
知的障害がある方の対応ができること、送迎サービスを市内全域で実施しており、通所困難利用者にも利用して頂けることが
挙げられると思います。「弱み」は、それぞれ丁寧に支援を展開してきたにも関わらず、その考え方やノウハウが十分伝えきれ
ていないこと、地域との関わりが希薄であることが挙げられるかと思います。
それらを考慮し、以下の事項について取り組んでいきます。
①医療ケアの提供の継続と医療相談の充実
障害特性により必要な医療サービスを受けることができない利用者のニーズに応えていきます。
②支援力向上の為の研修体系の構築
日々の利用者の皆さまの生活を支える根幹である支援力を組織として高めていきます。
③送迎困難者の完全送迎サービスの実施
ご家族の高齢化等によって送迎が困難なになられた方にも安心してセンターを利用して頂けるようにします。
④地域との積極的な交流
自然災害等があってもハンディがある方が安心して緊急事態を乗り越えることができる地域を目指します。
どうか皆様、叱咤激励と共に、温かいご支援のほどよろしくお願い致します。

Vol.14 洗足 5

９月22日開
催!!
ご参加ありが
とうございま
した。

利用者さん・施設・福祉・社会の未来を描く

第３期

中期計画策定会議

進行中

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 常務理事 吉田 和夫
神戸聖隷には非常に大切な基本理念と行動規範があり、この理念に立っ
た私たちの活動が目指さなければならない社会的な大きな役割に向かって
いく方向と、そのことへの全職員の献身が問われます。
計画策定に際して、まず創業50年を迎える神戸聖隷の「2025年の姿」
を考えました。その結果、
「全ての人が支え合い、安心して働き暮らせる
コミュニティの実現」と、
「地域で一番高い評価を受けられる、いのち輝

お雨になった時もあったけど

く夢のカンパニーの実現」という言葉で表現することにします。
この「姿」に、３年計画を３回繰り返して到達することとして、その初めの３年を、
「地域と
連携した支援体制づくりと魅力的な職場環境の実現」という目標を掲げて歩みます。
６月から毎月、全施設長・課長が集まって策定会議を開き、
「理念」
「人材」
「QOL（人生の質）
」
「財務」
「地域貢献」
という５つのチームに分かれて、
現状の強みや弱みなどを冷静に顧みながら、

ん

ろ

方

な

来

に

い

て

い

だ

た

て

大きな姿に向けて必要な取組み方針とその具体的な実施計画を考え続けています。
第２期の中期計画が全職員の共有に至らなかったという反省がありますので、今回は施設全
職員が関わりを持って取り組み、みんなの施設が輝くことができるように、また、その集合と
して、サービスの質と働きやすさが輝く、地域で一番の法人を目指していきます。

神戸明生園施設長 山本 隆志
昨年度より、
法人内の全施設長、
所長、
副施設長、
課長が参画し、第３期中期計画の策定準備を行っ
てきました。
昨年度の私は、課長職という立場で参加させて
いただきました。課長が計画の立案段階から関
わっていくことには、各施設にとって大きなチャ
ンスを与えられていると感じていました。現場職員の意見や、ご利用

愛の場になりました

者、ご家族の思いを法人の中期計画にしっかりと組み込める為、目標
が更に現場現実に沿ったものになるはずです。
但馬、神戸に関わらず、少子高齢化、労働人口の不足は必ずやって
きます。そのような厳しい時代に、地域から必要とされる法人である
べく、地域のニーズにマッチしたサービスの展開も計画しています。
また、各施設の中期計画も現在策定を進めています。自施設の神戸
平生園副施設長 松本 雄二
2016年度末を持って、神戸聖隷福祉事業団第２期中期
計画が終了します。法人として、神戸地区として、但馬地
区として、また各施設として毎月中期計画の進捗状況を検
証していますが、一部の計画を残してほぼ中期計画が達
成可能な状況にあります。

明生園では、副主任・主任を中核メンバーとして、現状分析を行い、
将来のあるべき姿を模索しているところです。施設内での高齢・重度
化への対応と、本来の障害者支援施設としての役割を果たしていくと
いう、大きな枠組みは見えてきていますが、私たちの、羅針盤である
基本理念を再度読み込み、目指すべき方角を見失わないように進めて
いきます。

しかしながら、計画の内容と進捗状況を把握しているの

っぱり一杯やってます

は管理職にとどまり、一般職員までに周知できていなかったとの点で、反省す
べきこともあったことは事実です。そこで、第３期中期計画を策定するに当た
り、ボトムアップでの中期計画にしなければとの考えのもとに、昨年度に兵庫
県立大学経営学部の當間克雄教授を招聘して、まずは管理職全員が社会福祉
法人の経営計画策定について勉強をしました。
そして今年度は當間教授の教えを基に、神戸聖隷福祉事業団独自色を前面に
出すために、吉田常務理事を中心に管理職全員が知恵を絞って、中期計画策定
に日々研鑽しています。強みや弱み、機会、脅威の点で要因分析するSWOTを
活用して法人としての現状を把握し、課題を抽出した上でビジョンを明確に
し、課題を克服するためのバランススコアカード（BSC）の作成に当たってい
ます。法人としての中期計画もいよいよ佳境を迎えており、第３期中期計画の
策定も間もなくです。
各施設も、法人と同じプロセスを経て中期計画策定に努力しています。これ
は第２期中期計画の反省のもとに、管理職だけでの作業ではなく準職員も含む

くすく育ってまた来年
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全スタッフが関わっており、法人内すべてのスタッフが納得できる、素晴らし
い中期計画が策定できるのではと楽しみにしています。
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︵敬称略・順不同︶

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

吉田

卓也

英子

川口

喜久子

澤

森定

哲郎

裕子

井上

紘正

藤井

石原

啓子

英喜

奈良

礼奈

二宮

森山

理香

友紀

福田

利子

林

河嶋

長治郎

敏彦

永島

成己

加輪上

米田

てい

稔

鈴木

充

杉本

水足

敏男

司誠

北條

公枝

井上

難波

恵子

節子

南

大谷

安津子

家庭倫理の会神戸北支部

岡田

和子

洋一郎

小西

康啓

金附

田島

和泉

恵美子

野口

正雄

小島

藤井

多果子

雄二

美濃部

水野

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

７月

８月

９月

月
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『信頼の源泉』
白川台キリスト教会

牧師

小紫

義弘

信仰は聞くことによるのであり、聞くはキリストの言葉から来るのである。
（ローマ 10 章 17 節）
信頼の源泉は万物の創造主なる神の存在を知るところから始まります。聖書は神が人類に与えられた神の御心を示された唯
一の書です。
パウロは愛弟子テモテに
「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。
それに
よって、神の人が、あらゆる良い業に対して十分な準備ができて、完全にととのえられた者になるのである。
（Ⅱテモテ 3：16-17）
」
と勧めています。
イエスは「二人三人が私の名によって集まっていると所に私もともにいるのである（マタイ 18：20）
」と言われました。
人が神と向き合い始めると神
も私たちに向き合ってくださいます。
また「地上において二人の者が心を合わせて祈るならば、天にいます私の父はそれをかなえてくださる（マタイ
18：20）」
勿論、一人で誰にも言えない問題を抱えて祈ることもあります。
私は約 50 年前 21 歳で親や会社の上司の反対を押し切って会社を退社し、塩屋にある関西聖書神学校に入学しました。
そこは英国で奴隷解放を
提唱し、エリザベス女王からサーの称号を受けられた方が祖父である B・F バックストン氏が 1890 年に開設されました。
私が入学した頃は全学年
で 90 余名が在籍していました。当時、主の僕
（教役者）は神の聖霊に満たされた器でなければならないことが強調され、神学生は聖書と祈りを重視し
ていました。そこでは
「エルサレムから離れないで、かねてわたしから聞いていた父の約束を待っているが良い。
すなわち、ヨハネは水でバプテスマ
を授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって、バプテスマを授けられるであろう
（使徒 1：4-5）
」
。
のように全学生が聖霊のバプテスマを求めて
祈っていました。
2 年生で大石教会の奉仕も終わりに近づいた頃

突然

上より祈りの霊が注がれて来たのです。思わず祈祷室に飛び込み床に跪き・・
「注がれ続

ける聖霊の導きの中で、今まで祈り求めきた聖霊のバプテスマをどうして与えて下さらないのですか？」と怒りを主にぶつけました。
聖書を壁に叩き
つけ、スリッパで床を叩いて、泣きながら訴えていました。
「神なんか！いない！お前がどんなに叫んでもダメだ！」
とのサタンの声が囁かれたその瞬間
「お前が神の子と呼ばれるために、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えて見なさい！」
と電光赤火の如く神の叱責のお声が響いたのです。
そのとき、神の光の中に入れられ自らの真相がまざまざと示され、自分の全存在が罪そのものであり
「主よ！無価値です！無価値です！」
と幾度も告白せ
ざるをえませんでした。神は聖書の言葉をもって語られると聞いていましたが主がわたしに語られた言葉は第一ヨハネ３章１節の言葉であることが後
でわかりました。
「ああ

わたしは滅びるばかりだ このわたしが王なる神を見たのだから（イザヤ 6：5）
」とイザヤが叫んだのと同じ経験をさせて

頂いたのです。涙と鼻水でグショグショになりながら…「ああ、神は生きておられる、こんな我儘なわたしをもお見捨てにならないばかりか 神の子と
されている…」
このことを確信付けて下さいました。長い暗黒のトンネルを抜け、神が生きておられる。
神はわたしのすべてを知っておられる。
聖書注
解書を一々開かなくても全てを理解することができるようになったこの経験は、実に不思議でなりません
「洗足」Vol．
14

でした。
信頼の源泉は神の言葉であり、昨日も今日もいつまでも変わることがなく信じる者と共にいてくださ
る主イエスはこうあなたに語っておられます。
恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。
おどろいてはならない。わたしはあなたの神である。
わたしはあなたを強くし、あなたを助け、
わが勝利の右の手をもって、
あなたを支える。・・・あなたの神。
主なるわたしはあなたの右の手をもって
あなたに言う、
「恐れてはならない、わたしはあなたを助ける」。
（イザヤ書 41 章 10-13 節）
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