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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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（新）さくらの苑の開設に向けて
平生園副施設長

苑

松本

雄二

本誌前号でもお伝えしましたが（新）さくらの苑の建設工事も計画通りに進捗しており、今春には
竣工式と開所式を無事に迎えることができそうです。
ところで今から遡ること40数年前に、西神戸教会員有志の皆様が特別養護老人ホーム開設を夢見て、
この和田山町竹田の地に移住して来られました。但馬には既に特別養護老人ホーム建設計画が存在し
たことで、障害者施設開設に舵を切って事業を進めることとなりましたが、その教会員の皆様が施設
建設と同時に始められたことは地域住民の方との交流でした。当時は「キリストさん」とか「アーメンさん」等と声をかけて
いただきながら親交を深めていろいろな行事やイベントに共に参加されたと聞いています。しかしながら神戸聖隷福祉事業団
竹田地区の施設は市街から少し離れた山腹に位置しており、地域から遠いこともあって40数年の時間を経る間に地域住民の皆
様とは少し距離が遠くなったような気がします。
（新）さくらの苑は竹田地区の入所施設として初めて地域の中に開設することとなりました。平生園と（新）さくらの苑の第
３期中期計画におけるビジョンは「地域包括ケアシステムにおける特別養護老人ホームの役割に中で、地域の拠点として在宅
介護サービスに積極的に取り組みます」と謳っています。このビジョンを達成するためには、先人の皆様が大切にされていた
地域住民の方々とどれだけ深くお付き合いができるかが大切になってくると思います。高齢者施設だけでなく竹田地区神戸聖
隷福祉事業団全施設がひとつとなって地域住民の皆様とお付き合いをしていく上で、
（新）さくらの苑をその拠点として活用し
たいと考えております。どうぞ皆様、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りくださいますようにお願い申し上げます。

いのち一番輝くカンパニーを目指して
「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」に挑む
―第３期中期計画（2017～2019年）の概要―

①社会福祉法人の使命を果たすため、固く理念に立ちます

キリストの「洗足」の姿から聖なる神の奴隷となって仕えることが、
「聖隷」理念の由来なのです。
【重点実施項目】
①理念の浸透 ②人権擁護の徹底 ③法人の使命を果たすために管理職としての役割を遂行
④全職員で中期計画ビジョンを共有し、計画を達成

②福祉人材の確保と育成に努め、やりがいのある職場を作ります

清廉な社風と業務の革新への取り組みで、次代を担う人を集め、育て、一人ひとりの活躍に応えるのが、私
たちの人づくりです。
【重点実施項目】
①人事管理制度の確立と推進 ②研修部の創設 ③ITの積極的な活用

③ひとリ一人のQOL（クオリティ ・オブ・ライフ＝生活の質）を生涯にわたって支えます

人権を守り抜き、信頼される福祉サービスで利用者のより良い人生に寄り添い続けること、家族の不安を軽
減し安心して利用し続けていただけることが、私たちの使命です。
【重点実施項目】
①専門性の向上 ②接遇指針の整備 ③マニュアルの整備とチェック体制の確立 ④在宅サービスの創設
⑤暮らしの場の確保

④社会的使命を果たすために安定的で規律のある経営を続けます

竹田城から

国の財政改革が進められる中でも、知恵と工夫で神戸聖隷の働きを持続させるとともに、財務規律をさらに
強化するのが、私たちの姿勢です。
【重点実施項目】
①事業収入の拡大 ②事業支出の効率化 ③安定的な経営の持続

⑤安心して暮らせる地域の実現に尽くします

家族・地域が、支える余裕をなくしつつある現代社会で、信頼される社会福祉法人として、地域の人々と一
緒になって地域の課題を解決するために働き続けていくのが、私たち神戸聖隷です。
【重点実施項目】
①情報発信力の強化 ②ボランティア人材の受入と育成 ③総合的な相談支援サービスの提供
④地域の援助ニーズの把握と公益的な取り組み ⑤地域住民の中核となる施設の実現
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ここに示させていただいたのは第３期中期計画（2017～2019年度）で目指す神戸聖隷の姿です。ここには、事業戦略としての５つの価値を明らかにし
ています。それは、固く「理念」に立った「人材」を確保育成して、私たちが提供するサービスの質を高めてご利用者の「QOL」を向上するとともに、しっ
かりとした法人経営を行って健全な「財務」体質を維持し、その強みを以て、
「地域」社会の多様な福祉的課題の解決を目指すという、神戸聖隷の事業の存
在価値を高める道筋を示すものです。
前号でお伝えしたように、2016年６月から始めた法人版事業計画策定作業には全施設長・課長で取り組みました。そこでは「法人の2025年の姿」→「３
年後ビジョン」→「SWOT分析」→「中期事業目標」→「戦略マップ」→「重点実施項目」→「実施計画」→「実施計画別BSCシー
ト」と進めたのですが、11月からは、施設長と課長が中心になって、同じ手法で、各施設の中期計画の策定に取り組みました。
このことで第３期中期計画策定は、職員全員が関わるオール神戸聖隷の活動になっていきました。
中長期のテーマとなる言葉を紡ぎ出し、自分たちの仕事ぶりをSWOT分析にかけて、よりよい施設サービスでご利用者の期待
に応えながら強い経営を行い、それぞれの施設が担うべき地域貢献を目指すこと、同時にここで働くことが誇りに感じられるよ
うな施設にすることを、みんなが目指してくれたと感じました。ご覧いただいている法人第３期中期計画の上には、たくさんの
施設版の中期計画の世界が広がっています。今後ご紹介できればと思っています。
さて、これからが本番です。2017年度、法人の執行体制改革を敢行して、上の５つの価値の実現を専任理事がそれぞれに担い、
各施設の計画実現を先導し、また支援します。職員のだれもが納得して働き、ご利用者とともに輝き、地域社会に認めてもらえ
るカンパニーとして事業を行ってまいりたいと存じます。ご指導、ご声援をお願いします。
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シミズ事業所

友が丘事業所

せいれいやさかだいの中でもっとも歴史ある事業所です。
紙加工会社である株式会社シミズの中にありますので、毎日紙箱を折る作業に取り組んでいます。
建物自体が倉庫兼工場であり、夏は暑く、冬は寒いですが、負けずに頑張っています。
毎月、徒歩で10分ほどの神の谷地域福祉センターにお邪魔し、お茶を飲みながら地域の方々とふ
れ合う時間も作っています。

2013年４月に、友が丘９丁目において生活介護事業所をスタートしました。友が丘事業所が力を注いでいるのは「健康づくり」
「生活力アッ
プ」そして「地域との交流」です。

お菓子の箱が中心です。

シミズ事業所の外観
一日のスケジュールのみえる化

「健康づくり」 年齢とともに衰える足腰を
鍛えるために日々のウォーキングが大切だ
と思っています。新しいウォーキングコース
の開拓や体操メニューの工夫にも取り組ん
でいます。

「生活力アップ」 調理やごみ分別、掃
除、洗濯など生活力をつけるために色々
なことに取り組んできました。

「地域との交流」 お隣の西内自治会長夫妻
をはじめ、地域の方々には普段から多大なる
バックアップをいただいております。私たち
からも地域の行事等に積極的に参加するよう
にしています。

せいれいやさかだいについて
神戸市須磨区弥栄台に、倉庫や配送センターが立ち並ぶ「神戸流通センター」という広大なエリアがあり
ます。このエリアにある紙加工会社、株式会社シミズの一角をお借りして、小規模作業所「自立の家やさか
だい」が開設されたのは1991年のことでした。
企業内事業所として、実地の経済活動に参加できるよろこびを糧に、一貫して作業中心（箱折り）のプロ
グラムに取り組んできました。
2005年からは、同エリアの林タオル株式会社内に２つめの事業所を開設、仲間が増え、作業は「箱折り」
と「タオルたたみ」の二本立てとなります。
そして、当初からのメンバーが徐々に高齢化してくる中で、事業内容の拡張が迫られ、2013年、友が丘９
丁目の一戸建て住宅をお借りして生活介護事業所を開設、以来せいれいやさかだいは３つの事業所を統合するかたちで現在にいたっ
ております。
毎月、「さくら喫茶」におじゃましています

支援主任 三原 洋平

活動のタイミングを視覚化でわかりやすく

林タオル事業所
林タオル株式会社の一角をお借りして、毎日タオルの加工作業にがんばっていま
す。タオルの種類は有名キャラクター商品をはじめ、大判のバスタオルから小さな
ハンドタオルまで、実に多彩です。
利用者の方々も多彩です。年齢は10代から60代まで、すべての世代が揃っておら
れ、出身母体も様々ですが、皆で一丸となって作業に取り組んでいます。

せいれいやさかだいの目指すもの

スケジュールは自分で書きこみます！

色々なタオルを扱っています
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施設長

髙瀬

菜穂

せいれいやさかだいでは、利用者の７割が自閉症スペクトラム障害を有することから、５年前から継続的に研
修会を開催し、障害特性の理解・「見える化支援」について地域の事業者の方々と共に学びを続けてきました。
「ご
本人の『わかった』につながる情報提供」と「特性に応じた合理的配慮の提供」をモットーに日々の生活支援に
あたっています。
友が丘事業所では、サロン活動や地域活動など地域の高齢者との日常的な交流を通じて、利用者の豊かな個性
が発揮され、地域住民の方々との自然な関係性を育めていることに感謝の日々です。
弥栄台流通センター内作業所では、その環境特性を活かして生活困窮者の受け入れを積極的に行い、つながり
を自ら作ることに難しい方々に社会参加の場を提供しています。
法人全体の取り組みでもある第３期中期計画の立案に向け、今までの取り組みの中で継承すべきこと、改善すべきことを明確化し、以下の
事柄に取り組みます。
①安心で安全な活動場所の確保
利用者個々のニーズに基づくサービス提供を目指し、新たな活動場所の確保に取り組みます。
②利用者を中心とした地域貢献活動
利用者の方々の豊かな個性を活かし、地域社会とのつながりを紡ぐ活動を展開します。
③支援の専門性の向上
個々の特性に応じた情報提供・意思表出支援、行動問題への専門的支援力を高めるための取り組みを継続します。
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神戸聖隷福祉事業団

総合職員研修

ワークセンターひょうご

各施設が研究テーマ「利用者主体の支援」について発表をおこないました。（2017年２月18日）
各施設テーマ
① 神戸明生園
「利用者主体の支援」ーつなげるー
② ひょうご障害者地域生活支援センター
障がいのある方が考える『災害への備え』(中道地区ふれあいワークショップ)
③ ひょうごデイサービスセンター
安全で安心できる食事支援のために(摂食嚥下障害評価票の作成 その妥当性と有用性の検証)
④ 自立センターひょうご
「歩きたい気持ちを大切に」～安全な移動支援を目指して～
⑤ ワークセンターわかまつ
「利用者自治会の取り組みについて」～2年目をむかえて～
⑥ さくらの苑 「行き(生き)がいのある場所」
⑦ わらしべ 「本人が望む暮らしを支える」～わらしべでの看取り～
⑧ 北但広域療育センター
「楽しみ発見力」が大事！～寝たきりでしたが歩けるようになりました～
⑨ エスポワールこじか
笑顔につながる支援～保育園との連携を通して～
⑩ 神戸聖生園
「成人期をむかえたダウン症の方への支援」～豊かな生活を送る為に～
⑪ せいれいやさかだい
つながりを紡ぐ～生活困窮者自立支援制度の展開～
⑫ 神戸愛生園
主体性を取り戻す支援について
⑬ 神戸友生園
総務としての利用者主体の支援～私に何ができるのだろう～
⑭ 神戸光生園
創作活動からつながるもの～カレンダーづくりを通して～
⑮ 恵生園 「弟のために」～わたしができること～
私はコレが食べたい～口腔機能を向上し、もっと食事を楽しみたい～
⑯ 真生園
⑰ 和生園 「自己実現へのアプローチ」～一般就労に向けて～
⑱ 平生園 「なぁなぁ、これ切ってえなぁ」～拘束解除に向けた取り組み～

内山牧師（和田山地の塩
伝道所）による開会礼拝
研究し練習した成果がここに

審査員も真剣です

今年の受賞者

開所20年の同窓交流会

ワークセンターひょうごは就労移行支援事業所です。毎年約20名の訓練生が一般企業に就職しておられます。同窓交流会は、就職された訓練
生が年に１回懐かしい仲間と出会い、就職後の悩みや日々の嬉しいこと、楽しいことなどを分かち合う場となっています。

①秋の恒例行事、同窓交流会を９月24日に開
催。120名のOBが集まりました！

②今年はワークセンターひょうごが開所して
20年になります。それを祝して、参加者に
はオリジナルサブレをプレゼント。

③イベントでは、神戸光生園の松村さん（芸
名ハイ・コさん）に歌とギター演奏をして
頂きました。

卒業生も職員も、皆さん年に一度の交流を楽しんでいました！

審査員特別賞
神戸友生園

総務としての利用者主体の支援
～私に何ができるのだろう～

銅賞
エスポワールこじか

笑顔につながる支援
～保育園との連携を通して～

銀賞
せいれいやさかだい

つながりを紡ぐ
～生活困窮者自立支援制度の展開～

金賞
平生園

「なぁなぁ、これ切ってえなぁ」
～拘束解除に向けた取り組み～

内定式

名古屋から来

私の抱負は多

ました池口裕太と

くのご利用者様

申します。

に喜んでいただ
ける存在になる

今回のを初めて
池口裕太さん

総合職員研修内で内山牧師の司式に
より内定式をおこないました。

小谷真実さん

12名の内定者一人ひとりに水野理事
長から内定証書の授与

見た感想は、自分
にとって興味深い

岡本あすみさん

ことです。
本 日 の「 研 究

ものが数多くあり、いつか自分もこ

発表」会での先輩方のようにご利

の発表に携わりたいと思いました。

用者様の笑顔をつくる一員になれ

ここでの仕事だけでなく、赴任し

るよう日々励む所存ですので、ご

た地域の文化もどんどん吸収しして

指導の程よろしくお願いいたしま

いこうと思います。

す。

こ の 度、 職 員

各施設の諸先輩方の

研究発表会に

４月からお世

研修及び内定式

発表は、それぞれの施

出席し発表を聞

話になる山科美

に参加させてい

設の特徴が出ており、

く中で、各事業

咲と申します。

ただけたことは

興味深く、どの発表も

所がどのような

利用者主体とい

自分の中で大き
かったです。

小林朝子さん

素晴らしいものでし
た。また、
「利用者主体」

中井香那さん

取り組みを行
なっているのか

山科美咲さん

うことを念頭に
置き、寄りそう

職員の方々が利用者の目線に

という一つのテーマでも、いろいろな支援の方

ということを知ることができまし

ということを大切にしていきたい

立った発想や工夫をされたよう

法があるということを学ぶことができました。

た。4月から勤務するにあたり、

と思います。一生懸命頑張ります

に、自分も日々試行錯誤し、成長

４月から勤務させていただくにあたり、新人

学ぶことが多くありました。利用

ので、よろしくお願いいたします。

なりのパワフルさを持って、笑顔で精一杯頑張

者主体の支援を行えるよう、努め

ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ていきたいと思います。

していきたいと思います。
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恵生園の取り組み～任意後見制度の活用
～神戸聖隷における成年後見制度の活用～
成年後見制度活用推進委員

2017年職員採用試験内定者

シリーズ

恵生園

田路

松代

高齢社会の進展を背景に、高齢層や壮年層に対して「老後の資金不安」や「還付金詐欺」など言葉巧みに不安を煽り、お金を詐取する犯罪が
後を絶ちません。私の住む但馬でもそのようなことが増えているのか、金融機関の窓口での被害抑止活動が功を奏したという記事を目にします。
この紙面でお伝えしているように、神戸聖隷福祉事業団は「成年後見制度活用推進委員会」を発足させ、ご利用者が成年後見制度を活用され
るように進めてまいりました。いまでは関心も高まり、制度を利用される方が年々増えてきています。
ただ、法定後見人ができる行為は契約などの法律行為と身上監護に限られ、食事準備やおむつ交換など身の回りの世話は基本的に行われませ
ん。また、家族に代わって手術や延命治療など医療行為への同意もできません。2016年10月の民法改正で死亡時の火葬や埋葬契約の権限や、家
庭裁判所の許可を得て本人宛の郵便物を成年後見人へ転送し郵便物の開封ができる権限が付与されましたが、まだまだ課題があります。
ご利用者の多くは親も高齢になり、兄弟にはそれぞれ家族があり、その兄弟に世話になることを気遣い心苦しく感じて、親族以外の第三者で
成年後見人になってほしいと考えている方も多いです。その結果、法人が活用推進活動を開始した頃の後見人の大半は親族後見人でしたが、昨
今は弁護士や司法書士など専門職後見人の割合が半数を超えてきました。
ところが先日、成年後見利用を希望される方の支援で裁判所の審判に同席しました時に、裁判員が施設職員に対して「第三者ではあるが、複
数の利用者に同一の後見人が選任されており、施設との利害関係はないですか」と尋ねられることがありました。恵生園では年間数人の方が手
続きをされますが、後見人の選択肢が少なくほとんど同じ専門職の方に依頼をしているため、こういった確認が行われたのだと思います。最寄
りの専門職後見人に担っていただくことで、ご本人にとっても私たち施設にとっても事務処理を速やかにでき望ましいのですが、弁護士や司法
書士の数も少なく第三者の専門職後見人の確保も大きな課題となっています。
そんな中で恵生園の任意後見制度の活用についてご紹介します。恵生園では５年前から現在までで19名のご利用者が成年後見制度を利用され、
その中でも数名のご利用者が、法定後見ではなく任意後見制度を利用されています。これは、今は判断能力がある方が、将来自己判断能力が低
下した場合に備え、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を、公証人の作成す
る公正証書で結んでおくものです。
また、あるご利用者は、任意後見契約が始まるまでの間本人を支援して、任意後見の開始に備えるための任意代理契約もされています。任意
代理契約とは、財産管理等契約ともいい、本人が判断能力のあるうちに、代理人に対し財産管理と身上監護の事務を継続的に依頼する民法上の
委任契約です。
ご利用者の状況も変化しますから早いうちの準備が大切と思います。最近、任意後見契約をされていたご利用者が軽度の認知症と診断を受け
ました。この方については今後、任意後見人がご本人と面談をされ、診断書を添え家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人を選任してもら
い任意後見契約が発効していくことになります。また、自分の選んだ後見人に治療方法や葬儀や埋葬についての希望も伝えられるなど、死後事
務手続きをされている方や遺言書を書かれている方もおられます。
このような終末期のライフプランもご本人様の意思として、私たちはご利用者ができる限り本人の自己決定を尊重し自分らしく生きられるよ
うお手伝いしていきたいと思います。
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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︒

洲河 祥三郎
小西 克彦
千葉 望
安福 英則
山本 正之
太田 則之
山本 信一
松本 日登志
北須磨団地自治会
戸田 幸男
瀬尾 昇
岡﨑 充男
久保 桂子
大谷 節子
美濃部 多果子
恵生園しあわせ会
真生園家族会
平生園家族会
神戸光生園おおまち家族会
神戸光生園家族会
木村 安子
吉田 千里
小林 育子
岡田 暁子
越中 敦子
金附 洋一郎
藤本 辰也
佐古田 修
奥 みきゑ
森定 喜久子
二宮 英喜
松井 一恵
立花 圭二
林 友紀
石上 正大
奈良 啓子
石原 紘正
藤井 裕子
福田 理香
河合 真佐夫
安井 正喜
藤田 洋子
北條 敏男
森山 礼奈
加輪上 敏彦
杉本 稔
植戸 貴子
濱田 映子
勝村 和香
清水 京子
社会福祉法人 まほろば
小夢路 りいた
井上 哲朗
南 恵子
岡田 安津子
藤井 敏和
家庭倫理の会神戸市北須磨支部
水足 充
渡辺 美千子
米田 成己
頌栄短期大学宗教部
難波 博
吉田 和夫
安達 悦雄
御影教会

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

１月
月

２

「平和を築く道」
（宗教改革500年）
白川台キリスト教会

牧師

小紫

義弘

平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。
（マタイ 5 章 9 節）
神の国は飲食ではなく、義と、平和と、聖霊における喜びとである。（ローマ 14 章 17 節）
この度、上記のテーマを見た時心に思い浮かんだ聖句がこのみ言葉です。
今でこそなんのためらいもなくお応えすることができますが、キリストに出会うまではそうではありませんでした。家族 ( 弟・父）
の死、
そして病気、
希望に溢れるはずの青春は暗黒の只中にありました。
しかし、神の言葉・聖書に出会い、キリストとの出会いと交わりを通して、神の愛に触れ、喜びと平安に満たされ、聖霊の御声と導きをその都
度経験させて頂くうちに、人の求める全てはキリストの内にあることを教えられています。また、もう一つ思い出された聖句があります。
神の国はあそこにある、ここにあるというのではなく、あなたがたの只中にある。（ルカ 17 章 21 節）
この言葉は弟子がイエスに「神の国はいつ来るのですか」と尋ねた時の答えです。
⑴平和を築くのは平和を頂いている人によってのみなされる。
イエス・キリストに出会い、その御声を聞き、交わりをしている人は神の義が与えられるだけでなく、喜びと深い平安が与えられるのです。
キリストの十字架は私の罪の身代わりの死であり、キリストの復活は私の新しい人生のスタートとなったからです。主を信じる者には聖霊の実、
すなわち、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制（ガラテヤ 5 章 22-23 節）が与えられます。
毎日の神との交わりの生活はあなたの人生を豊かにします。そしてそれはあなたの周りの人にも喜びと希望と平和を与えます。
⑵平和を築く人は神の子と呼ばれます。
これは神との交わりを通し、神の御旨を示され、従う者に対する神からの報いです。神は、時には、直接

神の声を聞かせて下さいます。

聖霊による天の喜びに溢れさせて下さいます。それは、神の国がその人の内に宿るからです。そして、神はその人を神の子と呼んで下さいます。
彼（キリスト）を受け入れた者、すなわち、その名を信じた人々には彼は神の子となる力を与えたのである。

( ヨハネ 1 章 12 節）

⑶今日 あなたも平和を築く人になって下さい。
平和を築く人になるには特別に神学校に行き、聖書を学び、伝道の訓練を受ける必要はありません。大切なことは 2 つのことをするだけで良い
のです。
①先ず、万物を創造された真の神に（自分一人になって）目を閉じてこう祈ってみて下さい。 天の神様 ! 今日、私ははじめて、あなたにお祈り
致します。祈り方はわかりませんが、あなたがおられ、わたしを今日まで導いて下さったことをありがとうございます。あなたがわたしに対し
て平安と希望と喜びを与え、祝福に満ちた人生を歩ませたいと願っておられることを信じます。 もし、祈りの途中で誰かを悪く思っている事が
思い出された時は、自分からありのままを申し上げ許しを求めて下さい。また、自分が一番言いたくない罪を 1 つ告白してみて下さい。
聖書に赦しなさい。そうすれば赦されます。とあります。そして、全ての人を自分より優れた者と
思いなさいと主は述べておられます。祈りの最後に次のように言って下さい。「この祈りを主イエ
スの御名によってお祈り致します。アーメン」
②神はあなたを愛しておられます。神はその独り子（キリスト）をあなたの罪の赦しのために身代わ
りに十字架に付けて下さいました。
聖書にこのように祈るあなたに主はこう言われています。
子よ、あなたの罪は赦された！（マルコ 2 章 5 節）
神よ、わたしを平和の器として 用いて下さい！
今日からあなたは一人ではありません。主イエス様からの助け主

聖霊があなたと共にいてください

ます。朝でも夜でも仕事中でも主に語りかけてみて下さい。
見よ、わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいます。と主イエスは言われています。
本当です。（アーメン）
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