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私たちは「地域と共に歩み、
地域に生きる施設づくり」を
心がけています。

日本聖書協会発行『アートバイブル』
より

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。

CONTENTS
1 越智理事長：「理事長就任の挨拶」
2 ～神戸聖隷における成年後見制度の活用～
3 研修テーマ「チームワーク・連携」
4「利用者さんのおかげで成長した私」
5 施設特集シリーズ4「和生園」
6 尾堂牧師メッセージ
7 あったかプラザが暖かいです♪
シリーズ

2011年度 総合職員研修

リレーエッセー

社会福祉法人

神戸聖隷福祉事業団
〒654-0142
兵庫県神戸市須磨区友が丘1-1
TEL：078-792-7555
FAX：078-795-4511
和生園

Since

1975年6月

http://www.kobeseirei.or.jp

理事長就任の挨拶

「せいれいやさかだい」
の新しい活動場所

神戸聖隷福祉事業団

越智

理事長

靖

2011年度
クリスマス祝会

12月14日から25日神戸聖隷福祉事業団の
それぞれの施設でクリスマス祝会が行われま
した。
その様子をお送りします。

「友が丘事業所」
が仲間に加わりました♪
やさかだい

２００４年から８年間にわたり精励された土肥隆一さんの
後任として理事長の職に選任されました越智靖でございま
す。私は日本基督教団西神戸教会信徒として、聖隷福祉事
業団長谷川保理事長（当時）に導かれて社会福祉の道に身
を投じ、街頭募金や土地探しを経て恵生園を設立するとい
う黎明の頃から関わってまいりました。そして、その後の法
人の発展により多くの施設の施設長として、身体障害者、
知的障害者、介護を必要とする高齢者の方々とともに歩ん
で参りました。振り返りますと、この法人の前身である「め
ぐみ 福 祉 会 」創 設から４０年にわたる、まさに私 のライフ
ワークであります。
神戸聖隷は創始、中興の先人の働きによりまして、今で
は事業所数５０で１５００人を超える利用者さんを職員数５２０

須磨区 弥栄台 の流通団地の内の２企業のご協力のもと、企業内
事業所として運営している「シミズ事業所」では、
８名が紙器組み立
てに、
「林タオル事業所」では１２名がタオルたたみと封入等の作業
に取り組み、働く事を通じた社会参加を支援しています。また、
２０１
２年１月から「友が丘事業所」を新規開設し、
７名が地域住民の方々
の力強いお支えにより健康活動や生活活動に取り組み「働く事から
暮らすこと」にシフトした支援を行っています。
３事業所を通じて看護師による血圧測定、健康相談なども重要な
支援と位置づけ健康管理に努めています。
また、生活経験を豊かにすることを目標に年３回の一日外出活動
を通じてランチ、レクリエーション、スポーツ、文化活動などにも取
り組んでいます。

みな様、どうぞ、よろしくお願いいたします。

名が支援させていただいております。私は法人の歴史に携
わった人間として、このように成熟期にある神戸聖隷を地
域の福祉資産として、いっそう育て、地域で活用させていた
だくという大役にあたるに際しまして、身の引き締まる思い
でいます。
私は、現在この法人が岐路にかかっていると感じていま
す。長き措置費時代のフロントランナーとして当初はトップ
レベルのサービス水準を誇っていましたが、果たして今は

林タオル事業所

シミズ事業所

どうかという疑問を強く抱いています。もう一度あの創始
の頃の瑞々しい私たちの良き働き、それを織りなす事ので

クリスマス礼拝のロウソクの前で真剣な顔、笑顔が
溢れるみんなで守る“大切な日”
またその日は、家族の方や親戚の方をお招きして歌を
歌ったり、食事を共にし、サンタクロースがプレゼント
を届けてくれたり、施設ごとに様々なイベントがおこ
なわれる“特別な日”
クリスマス祝会の日は、職員は少し正装し何かいつも
と違う気がする“素敵な日”

そのために、私はまずご利用者ならびにご家族の方々と
できるだけ話し合います。また複雑な社会問題の中での福
祉のあり方も考えて参ります。質の良いサービスのために

きをするために職場を再点検し仕事内容を見直していきま
す。また、次世代リーダーの育成に努力します。
瑞々しい感性をもって福祉のニーズを見据えることので
きる神戸聖隷でありたいと念じています。
ご利用者、ご家族、地域の皆様、そして全職員のご協力を
切に念じまして、ご挨拶といたします。
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“○○な日”でしたか？

神戸聖隷福祉事業団 参与

したいと思っています。

ことが重要ですので、役割と権限に基づいた責任のある働

を祝う日ですが、あなたにとってどんな

成年後見人の選任は「待ったなし」～神戸聖隷における成年後見制度の活用～

きるキリスト教に基づいた人間理解と謙虚な精神を取り戻

は、なんと申しましても職員各人が心に余裕をもって働く

クリスマスはイエス・キリストの降誕

友が丘事業所

成年後見人は弁護士とか司法書士といった資格を持った人でなければ、
なれないのではありません。むしろ障害者や高齢者の身近にいて日々の生
活を支えている人が成年後見人を引き受けるのが理に適っているかも知れ
ません。
昔は、
「情けは人のためならず」
「困った時はお互い様」といった言葉に有
るように住民同士がお互いに支え合う気前がありました。
ところが、経済が高度に成長するにつれて、都市に人口が移動し、核家族
を中心とした生活が営まれるようになりました。そして徐々に、人と人との繋
がりは希薄になり、高層住宅に住む人の場合、上の階に住む人や下の階に住
む人は知らないことが当たり前になりました。
お互いに干渉しあわない生活が、大切な人と人との繋がりを見失い、子
育てや障害者・高齢者介護を中心に様々な問題を惹起し、行政がすべてを
支えきれない状況が生まれました。
困ったことには、
これまでの行政任せが習い性となって頼り切ってきた結

田口 博彦

シリーズ

１

果、市民としての責任を分かち合い、地域ぐるみで一緒になって解決してい
く力が削がれ、失われてきたことです。
更に、個人情報の過度の保護は地域に住む人々の情報把握を困難なもの
とし、一人暮らしの障害者や高齢者の実態が掴めない有様です。そのため
見守りすら叶わず、密室での孤立死が相次いでいます。
つい、最近も、札幌市で40代の知的障害のある妹の世話をしていた姉が
先に死んだために妹が餓死するという痛ましい事件が報じられたばかりで
す。支援の手が届かないもどかしさを感じずにはおられません。
こうした悲惨な事件をなくすためにも、まさに成年後見制度の活用は
「待ったなし」の状況にあるといえます。
「利用者の人権を尊重し一人一人の命を守る」を基本理念の一つに掲げ
る神戸聖隷福祉事業団は、成年後見制度の活用を通して利用者に安心とい
う最大のサービスを提供し、充実した生活をして頂けるよう取り組んで参り
ます。
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２０１１年度
社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団 総合職員研修

1

吉川牧師（多聞福音教会牧師）
メッセージ

2

3

越智理事長メッセージ
神戸聖隷創始の頃は福祉の
制度も整っておらず福祉につい
て、利用者支援について学ぶ機
会も少なかった。
とにかく利用者
さんと向き合って利用者さんに寄
り添う支援を
“実践”
してきた。
時代大きくは変わったが支援
を必要とする方々は変わっておら
れず、職員の価値観を押し付け
る支援ではなく、
利用者さん一人
ひとりに向き合い・寄り添う支援を
“実践”
し提供し続けてほしい。

手品のような道具を使って、
“徴税人ザアカイ”
の話し
から聖書に一貫して書かれている
“イエス・キリスト”
その人に出会って欲しい、
と話しをされました。

4

共同ワークショップ

神戸聖隷創始の頃のから
“実践”
してきた支援、
笑いを交えながら話していただきました

目的
今年度の研修テーマ
「人を育てる。
自らも育つ。」
を踏まえ、総合職員研修のテーマを「チーム
ワーク・連携」
とし、
グループワークを行うことで、
研修のテーマを達成するものとする。

「利用者さんと私」

リレーエッセー

「利用者さんのおかげで成長した私」

ワークショップオリエンテーション

ワークセンターわかまつ 支援員

テーマ
『共同作業で
“レクレーション”
を作って下さい。』

飯住 藍子

“限られた時間を最大限・有効に使って最高のパフォーマンスを”

加藤施設長
（神戸聖生
園）、西郷施設長（ワーク
センターわかまつ）、中江
施設長
（北但広域療育セ
ンター）、伊﨑施設長（エ
スポワールこじか）
の４人
の施設長のステレオゲー
ムで始まった。
研修テーマ「チームワーク・連携」
①どんな方を対象に、
どんなものを、
どのようにして、
組み立てるか
②何か参考になるものはないか、皆さんの経験の中にはどうだろう
か、
参考文献は…、
アレンジや工夫でオリジナルを目指す！
③グループメンバーの創意工夫を、経験や思いを結集して、絵や音
を使ったり物を利用するのもOK

６グループに分かれて「チームワーク・連携」
というテーマの元、
グループに与えられたテーマ
（対象者と状況）
に合わせたレクレーションを創作する。
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食事・理事長・副理事長と懇談

“食事を共にする”
これも総合職員研修の醍醐味
です
（肩肘張らず）
。

『創作の様子』

なかっただけに、再びどうしてよいかわからない中、毎日が過ぎていきました。そのよう
な時に、
これまで休まず出勤していた利用者Ａさんが休みがちになったのです。私は
ただ出勤してもらうことだけを考え、
Ａさんと話をしました。
しかし、状況に変化は見られ
私が福祉に興味を持ったのは中学生の頃でした。当時ワークキャンプで神戸光

ず、
むしろ悪くなるような感じでした。
もうどうして良いのか分からず先輩職員に相談し

生園に行った時、利用者さんと支援員さんの仲むつまじい姿や笑顔いっぱいの作業

ました。すると私の代わりに利用者さんと話をしてくれました。そこでは出勤できないこ

風景を見て、将来の仕事として就きたいと強く思ったことを今でも覚えています。

とではなく
「今一番嫌だと思っていることを言ってみて。」と優しく聞いていました。す

それから数年が経ち、本当に神戸光生園で臨時職員として働くことになりました。

を実現することができました。その後、
Ａさんは休まず出勤できるようになっています。

用者さんとの関わりに戸惑い、
うまくいかない日が続きました。私は利用者さんの前

このことは私を変える大きな出来事でした。
これまではＡさんを出勤させようと結果ば

で笑顔どころか涙を流すこともあり、
その都度先輩職員に激励の言葉を頂きました。

かりを気にしていました。そこでＡさんと先輩職員のやり取りをみて、思いに添った支

しかし、
そのような私も徐々に仕事にも慣れ、少しずつ余裕もでき、職員として自信が

援をすることが大事なんだと分かりました。後に上司から「利用者さんに寄り添った

持てるようになりました。そこで、今度は臨時職員でなく正規職員になろうと決心しまし

支援を考えて、
自分にできる支援を色々試したらえぇ。完璧な支援なんてないけど、

た。神戸光生園には残ることはできませんでしたが、
ワークセンターわかまつに新人

最終的に利用者の笑顔が見られた時にこの仕事は楽しいなって思うんよなあ。」と

職員として着任しました。

言われました。その言葉に目の前がパッと開けた気がしました。私自身、
これからも

神戸光生園で２年間働いてきましたが、正規職員になりワークセンターわかまつに
来て８人もの利用者の担当を任されたことには戸惑いました。以前は担当をもってい

第３４回共済軟式野球リーグ

「決勝トーナメント」優勝報告
さぁ！何をつくりますか

6

創造力が試されます。

太鼓を使う？
!

笑い・笑い・笑い！ホントに肩肘張っていません♪

7

発表

『発表内容』 『チーム名』
“レクレーション名”
＜対象と状況＞

投票

結果発表
研修参加者全員で投票がおこなわれ結果発表
も同時に行われた
結果は… ! !
１位は太鼓の
『ドンドコドン』
でした。

8

結果発表
『はりきりやさん』
“カップインリレー”
＜老人対象 卓上でできる＞
コップを楽しんで作るところから始まる。
入れやすい小さいボールから失敗すると大きな
ボールに変わっていく一周したら反対周りになる。
楽しみながら機能訓練、
楽しみながら人間関係作
りができる。

『チーム座礁』
“この人どんな人？”
『踊る雪ん子チーム』
“雪やこんこ♪”
＜幼児対象 卓上で出来るもの＞
＜幼児対象 身体を使うレクレーション＞
複数の人を選出して前に、
グループに対してそれぞ
「雪やこんこ」の歌で手話を交えてリズムに合わせ
「例:長生きし
て身体を動かす、歌が止まると条件（眼鏡をかけ れその選出した人に関する質問をする
というのをグループで選出した人のか
てる人・○月生まれの人など…）
を言う。条件に当 そうな人は？」
ら決める。人は見た目で判断しないという問いを投
てはまると座っていく。
最後に残った人には拍手。
げかけてみる・チームで意見をまとめる。

『南多聞クリエイティブ研究学会』
“神経衰弱”
『ヤング５』
“落とさずできるかな”
『ドンドコドン』
“太鼓ゲーム”
＜知的の方対象 卓上で出来るもの＞
＜身体障害の方対象 卓上でできるもの＞
＜老人対象 身体を使うレクレーション＞
裏を色紙にし
ソフトな音がでるバチを手作りして。太鼓を使って 古今東西ゲーム＋ボールリレー テーマを出しそ トランプではなく絵を用いた神経衰弱。
勝ち負けも楽しめて、
うまくいかない事も楽し
「春よ来い♪早く来い♪」の歌に合わせて太鼓を れに対して関連する事柄を言ってボールを回して てある。
カード自体を工夫してタイプの違う利用者にも
叩く。次に「は」
「る」ののところのみ叩く。音楽レク いく。難易度はボールを風船・紙風船・に変える事 める。
楽しんでもらえる。
創作段階から参加も可能
で変化をつける。
レーション。
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神戸聖生園

岩井 誠一

はじめまして、神戸聖生園の岩井です。突然、軟式野球リーグの「優勝報告」を目
にして驚かれるかと思いますが、
ご報告させていただきます。
２０１１年１１月２７日
（日）三田市にある田園スポーツ公園において、共済軟式野
球リーグ「決勝トーナメント」が行われました。実は、二年前から現チーム「神戸グリー
ンズ」の監督を、前任の山本氏から私が引継ぎました。チーム発足のきっかけは、神
戸市内にある福祉施設の職員交流からスタート。
さまざまな福祉法人に所属している
職員が各自、時間や都合を調整しながら活動を行っています。現在、神戸聖隷福祉
事業団からのメンバーは、写真の４名（左上／岩井・神戸聖生園、右上／木南・ワー

集合写真

５０名以上の職員が一堂に集って写真撮影

Ａさんの気持ちに沿った思い
るとＡさんは気持ちを素直に話されました。その結果、

でも実際に働きはじめると、何も分からない私は仕事を覚えることに必死でした。利

クセンターわかまつ、左下／入江・神戸愛生園、右下／山口・神戸愛生園）が参加し
ています。
これまでの戦歴は、全国軟式野球福祉大会に８回出場し、最高位３位を３
度受賞。
目標はあくまで、全国大会出場と上位入賞ですが、普段は、共済軟式野球リーグに
所属し、試合を行っています。実践を通して勝つ喜び・楽しみが得られるチーム作りを心
がけています。冗談を飛ばしながらも、
全力で取り組む姿は、
充実感に満ちています。
将来、
「神戸聖隷／野球部！」なんてことが実現するとおもしろいですね。今回の報告
を通して、
興味関心を持って頂けた方は、
気軽に声をかけてください。
お待ちしております。

ワークセンターわかまつの支援員として、いつも笑顔を忘れないで、
もっともっと利用
者さんに寄り添った支援をしていきたいと思います。

UNICEF 義援金
東日本大震災 から約1年…
私たちも報道の中で、復興支援が必要な現状を知る次第です。
その中でとりわけ“子どもたちに”
という思いで行動された利用者さんがおられま
す。そして、2011年10月11日東日本大震災義援金をユニセフ（国際連合児童
基金）に渡しに行かれました。
今回の義援金の思いをうかがいました。
1.今回募金をされた「ユニセフ
（国際連合児童基金）」。
どのようなきっかけがあり
「ユニセフ」に募金をしようと思われたのですか？
また、
なぜ「ユニセフ」なのか教えて下さい。
東日本大震災で多くの子ども達が被災し家族を失ったとTVやラジオで聞
き、心配していました。
自分も何か出来ないかと思い、ユニセフへ寄付しました。
2.「ユニセフ」の募金をされて今の気持ちをお話下さい。
東日本大震災で被災した
“子どもたち”の支援に、
自分の義援金が使ってい
ただけると聞き嬉しく思います。
“子どもたち”の支援に利用者さんの思いが届くことを願います。

神戸聖隷福祉事業団職員・野球部員募集しています！
和(但馬地区)・神(神戸地区)交流を深めチームで一つの目標を達成する感動！
！
軟式野球で
“イイネ  ”
しあいませんか？
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和生園

和生園利用者さんインタビュー

（施設特集 シリーズ4）

１９８２年4月1日設立

ランドセルのトップブランドのランドセル肩ベルト
Made in Japan へのこだわり、キャディーバッグ製造で培った技術力とノウハ
ウ、利用者さん・取引先様・地域の皆さん・和生園の職員、思いが一つになりました。
歴代の和生園職員達の工夫と和生園の利用者さんの仕事を、一つの物を作り上
げる為のこの眼差し・情熱、感じて下さい。

ここが和生園・職人達の仕事場です。取材に 職員が作った治具で１０枚を丁 目の前に置いてある“かくに ランドセルの肩部分の型抜き
うかがった日も響く音は、ミシンの音…ハト 寧に数える
ん！”の内容をチェックしなが こんな大きな機械とも長年の
付き合いです
メ打ちの音…
ら

和生園設立の経緯は以下の通りである
和田山町の身体障害者福祉協会を中心に「障害者就労の場」の設置運動が起こ
り、1977年に地域の障害者を対象に町社会福祉協議会の後援で、焼き魚料理に使用
一つひとつが手作業です

2つのパーツを合わせます

しっかり見て自分の仕事をチェッ この眼差しまさに匠です
クします

の「竹串生産」作業が地域の公民館や廃校舎を借りて始まった。
1980年頃には受注も順調に伸び、生産性向上の作業機器導入などで定着した作

「和田山で自立生活をされています。」
和生園利用 約20年

岸本様

仕事について。
（仕事をやり続けていて、やりがいがありますか？）
ゴルフのキャディーバッグの頃から和生園で仕事をしていま
す。キャディーバッグの頃も勿論そうですが、仕事は厳しいし責
任があります。一つひとつ確実に、早くやらないといけない。そ
れがお給料をもらうと言う事です。そういう意味でも取引先さんはしっかりしている。
取引先さんは厳しいがやりがいがある。
厳しいということはやりがいがあるという事です。
一つでも多く仕上げたいです。
生活に関して。
（休みの日はどんなふうに過ごされますか？）
休みの日はこないだ買ったパソコンでインターネットをしたり、買い物に行ったりして
います。
仕事でもらったお金が生活のお金です。
今の収入には満足できていないですが、自分が努力をしないといけないところもある
と思います。
お給料は家賃や生活費で使ってなくなってしまいます。もっと仕事を頑張りたい。
今の和生園に何か言いたいことがあったらどうぞ。
今の状況に対して特に何もないです。
私は仕事が速い方ではないので、自分に与えられた仕事をしっかりとやること、そのこと
しかないです。

業場が必要となり、和田山町に身体障害者団体から施設建設の要請が活発に行われ
た。翌年には障害者の「完全参加と平等」をテーマの国際障害者年も始まり、町が障
害者諸団体の強い要望を受けて、町造成の新興住宅地に身体障害者の自立と社会

職員紹介

参加を目的の身体障害者通所授産施設建設が計画され、同年8月に着工された。

一つひとつを確実に仕上げてい 穴開けの機械のセッティング 仕上げの工程も落ち着いてバ
きます
もバッチリです
シッと
集中…

竣工3ヶ月前…社会福祉法人聖隷福祉事業団（現在の神戸聖隷福祉事業）へ和田
山町より運営委託が急遽決定して「和生園」は公立民営の通所授産施設として1982

“わざ”“くふう”
決まった品番を求められた生産数決められた納期に仕上げる事。そのために、和生園30年の歴史の中で職員達が試行
錯誤を続けています。
その中で光る“わざ”や、利用者さんの特性に合った“くふう”がされています。一部になりますがご覧下さい。

年4月1日に開園したのだった。
「和生園」作業の選定には和田山町の助言もありゴルフのキャディーバッグ製造を
作業に導入した。こうして始めたキャディーバッグ製造は職
員と利用者の協力と努力で、研究と改良を繰り返した結果、
時代の波を掴みピーク時（1990年）には年間約19,000本を
製造するほどになった。

！
！カメラでは追いき 仮縫い一切なしで、バシッと縫っ 決まったところで止まるように
2枚のパーツを1つにします。ズレ 職人“わざ”
れません…
てしまう
“わざ”
“くふう”されています
ないために型にはめます

その頃に造られたキャディーバッグmade in WASEIEN

和生園の基本方針
１．一人ひとりの可能性と無限性
を求めます。
（人間無限力）
２．個々のニーズに応えるべく高い
専門性を持って支援します。
（専門処遇）
３．地域に支えられ、地域の信頼に
応え、地域と共に歩みます。
（地域との共存共栄）

が右の写真。しかし国内のキャディーバッグ市場も、消費税
の導入で消費者心理と共に２極化、国産商品の高級化、海外
輸入品の参入による価格破壊についていくのが困難にな
り、1993年のバブル崩壊後、徐々に途絶えていった…

1つ通せば1カウント！数字が増えて 数字が目で“かくにん”出来る 食事中ですが失礼しました。昼休み、食堂は
賑やかです♪このメリハリも“わざ”です！
いきます
“くふう”です

そして今、和生園ではランドセルの
肩ベルト加工を担っている。

支援の中で利用者さん一人ひとりの
可能性を感じます。その可能性に応え
ていく支援をやっていきたいです。

施設一覧  
本部
社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団：法人本部：078-792-7555
但馬地区施設
恵生園：施設入所支援：079-674-0011
あったかプラザ：介護予防等拠点事業
（地域交流と福祉の店）
：079-674-2606
真生園：施設入所支援：079-674-0131
和生園：障害福祉サービス事業：就労継続支援Ｂ型：079-672-5639
特別養護老人ホーム平生園：介護老人福祉施設：079-674-0174
さくらの苑：高齢者デイサービスセンター：079-674-0264
高齢者グループホームわらしべ：認知症対応型生活介護：079-670-6677
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児童デイサービス
「すまいる」
：児童デイサービス事業：0796-22-8688
重症心身障害児
（者）
通園事業「トゥモロー」
：重症心身障害児
（者）
通園事業：0796-22-8688
相談支援事業「ぴあほくたん」
：相談支援事業：0796-22-8688
ひょうご発障害者支援センタークローバー豊岡ブランチ：発達障害者支援事業：0796-37－8006
豊岡市療育支援事業：療育支援事業：0796-22-8688
風
（ふう）
発達クリニック：小児科・精神科・神経内科診療所
（無床）
：0796-37－8001
エスポワールこじか：児童デイサービス事業：0796-662-6263
神戸地区施設
神戸聖生園：生活介護・就労継続支援B型：078-791-2001
せいれいやさかだい：生活介護・就労継続支援Ｂ型：078-795-5060

神戸愛生園：施設入所支援：078-791-2222
神戸友生園：就労継続支援事業Ｂ型：078-793-2555
神戸光生園：生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援・自立訓練
（生活訓練）
：078-784-8651
神戸明生園：施設入所支援：078-743-8060
神戸市障害者就労推進センター：障害者の就労推進事業：078-672-6484
神戸市立ワークセンターひょうご：障害福祉サービス事業：就労移行支援事業：078-672-6484
中部在宅障害者福祉センター：施設の維持管理業務：078-672-6480
神戸障害者就業・生活支援センター：障害者就労支援事業：078-672-6480
障害者専門職業紹介事業：障害者職業紹介事業：078-672-6480
神戸市立ひょうご高齢者デイサービスセンター：高齢者デイサービス事業：078-672-6491

ひょうごデイサービス介護支援センター：居宅介護支援事業：078-672-6491
神戸市立中部デイサービス施設障がい者デイセンターひょうご：障害福祉サービス事業：多機能型（生活介護・就労継続支援B型）：078-672-6492
ひょうご重症心身障害児(者）
通園事業：重症心身障害児(者）
通園事業：078-672-6488
西尻池シルバーハウジング：高齢者公営世話付住宅LSA派遣事業：078-643-0206
神戸市立自立センターひょうご：障害福祉サービス事業：生活介護事業：078-672-6493
ひょうご障害者地域生活支援センター：地域生活支援事業：相談支援事業：078-686-1731
神戸市発達障害者中部相談窓口：相談支援事業：078-672-6497
ワークセンターわかまつ : 就労継続支援Ｂ型 : 078-646-9880
せきもり分場：就労継続支援B型：078-736-3924
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万事が益となるように共に働くということを、
わたしたちは知っています。
日本基督教団 西神戸教会 尾堂 拓哉牧師

（ローマの信徒への手紙 8章28節）

今、私自らが生かされている現実の中で、神様との出会いが与えられ、神様の愛を源に

さい。」
（ペトロの手紙１ 4章10節）

した様々な新しい価値観が与えられて、今まで囚われてきた偏った考え方や生き方が、変

という聖 書 の 言 葉と重 なり合 いま

えられて歩めることを幸いに思います。神様が私たちに与えてくださる大切な事は、人が

す。賜物とは、一人ひとり違います。

生きるのには、互いに愛し合うことが必要であるということです。そのことさえできれば

皆がそれぞれ、得意な事や、できるこ

世に与えられた命は、必ず輝くのです。例外なく、世を生きる全ての人は、異なり（違い）

とが違う様に、神様から与えられて

を持っています。その異なりは神様の与えて下さった賜物です。違う事・異なる事が出会

いる力が違うのです。より良く働くよ

う世界において、互いが惜しむことなく、各々神様から与えられている知恵と力と財等を

うに、異なりを与えてくださっている

出しあえば、全ての人が支え合い・補い合い・助け合う存在となるのです。一人ひとりが価

のです。神様は「人が独りでいるのは

値ある者として、世に存在している事が分かります。かけがえのない生命の営みがある限

良くない。彼らに合う助ける者を造

り、どんなに小さくて、弱くみえる存在でも、周りを明るく、元気にする力を持っています。

ろう。」
（創世記2章18節）と言って、

必要でない命は、ありません。どの命も、たった一つの大切なモノなのです。神様からこの

他者を創造されました。神様は、人を

世に与えられたもの（者・物）で必要のないものは、何一つないのです。ただ、人が与えら

愛し合う存在として世に生かされて

れた物をどのように用いるかで、その必要性は変わってしまいます。そのことを忘れない

いるのです。神様は、私たちを信じて、与えられたものをより良く使う管理者としてくだ

ようにしたいと思います。

さっています。そのことを信じて、自分にできることを、しっかりと活かして、周りの人と共

聖書は、生きる全ての人が神様の恵みに満たされるように「万事が益となるように共に
働く」のですと語っています。そのことは、
「あなたがたはそれぞれ、賜物を授かっている
のですから、神のさまざまな恵みの善い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えな

に豊かな日々を過ごしていきましょう。それぞれが、今神様に与えられている場所で、良
き出会いをなし、ふさわしいパートナーとなり得ることを祈ります。
最後に星野富広さんの詩を紹介しますので、それぞれの心で受け止めて下さい。

和夫

（敬称略・順不同）

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました。

吉田

種谷 俊一
山形 朋樹
河 幹夫
福田 理香
見田 正一
杉本 稔
秋山 裕貴子

皆様のご支援に感謝申し上げます。

８月

家庭倫理の会
岸田 晴義
加輪上 敏彦
鎌田 晶子
安井 正喜
足立 安雄
岡本 芳寛
米田 成己

「洗足」を読んで頂いて本当にあり
がとうございます。今号の施設特集
では但馬地区にある「和生園」を取
材しました。利用者さんお一人おひ
とりが働く姿と仕事に対する謙虚な
姿勢を見て、自分自身の姿勢を改め
て問い直す機会を与えられました。
どこでもどんなことでも、謙虚に今与
えられた仕事に取り組む事、基本で
すが忘れがちに…本当に気を付けな
ければ!! 編集に関わることができて
感謝です。

冬に咲く花

９月

月

編集後記

夏に咲く花があり

冬に咲く花があり

どちらがしあわせ

などと

誰にも言えない
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鳳根

ブログURL
http://blogs.yahoo.co.jp/atutakapuraza6742606/
MYBLOG/yblog.html

鄭

PCからは

佳伸
茂

一度ご覧下さい！
コメントもいただけるとうれしいです♪

小林 正幸
山内 八津子
中 弘子
鈴木 道雄
山内 忠徳
田村 力男
大谷 節子
岡田 安津子
金附 洋一郎 小島 恵美子
小西 和子
下村 忠生
田島 康啓
谷 紳一
野口 和泉
藤井 正雄
水野 雄二
美濃部 多果子
村田 和美
太田 みゆき
渡海 雅信
岩永 しづゑ
林 友紀
倉益 ミヨ子

津幡
上坂

雑誌取材の様子などとにかく“毎日更新”をモットー
にあったかプラザの最新の情報と“天空の城で一躍有
名になった和田山城跡”の最新の城況をアップしてい
ます！

走る人がいる

10

月

「あったかプラザ情報ブログ」やってます。

自転車の人がいる

車椅子の人がいる

指

造られたもので

目的のないものは

ないという

価値のないものも

ないという

動かない指を見ながら

今日は

そのことを思っていた

12

あったかプラザから暖かいお知らせです。
あったかプラザと茶房やっさを旅雑誌（じゃらん・まっ
ぷる・ジパング倶楽部・ひととき）やCO･OPステー
ションで掲載して頂きました。

尾堂 拓哉牧師 日本基督教団 西神戸教会
〒665－0038 神戸市垂水区星陵台4丁目2
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