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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。
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神戸聖隷の次代を担う課長
①趣味は何ですか？
②尊敬する人は（偉人）？
③あなたの好きな言葉は？
④自己研鑚の為に続けている事、始めた事を教えてください。
⑤あなたは働き甲

ワークセンターひょうご
井上課長 3年目

①ビーズ
②父、母
③「為せば成る為さねばならぬ何事も」
④続 けている事はありませんが、簿記の勉強
をしてみようかと思っています。
⑤一 般就労した訓練生の仕事ぶりを見ること
が出来た時。
⑥働 きたいと思っている障害のある方を支援
する施設です。

神戸愛生園
猪原課長 9年目

①岩 盤浴 カフェでお茶をしながら本を読む
こと
②JuliusCaesar
③いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。
全てのことについて感謝しなさい。
④自己研鑚？朝のストレッチ。
⑤充実感 達成感 一体感
⑥「愛」

①一年通して草野球やってます・冬場はスキー
に行ってます。キャンプも好きで家族で出か
けてます。自称アウトドア派かな。
②法 人では、長谷川 保氏と言いたいところ
ですが、身近に感じている金附洋一郎氏で
す。
偉人では、
誰でしょう…思いつきません。
③七 転び八起きかな？転んでもタダでは起き
ない…ちょっと違いますか失敗を重ねて
神戸聖生園
も、その中から何か得て次に活かす意のポ
岩井課長 5年目
ジティブなところが好きです。
④これといったものはありませんが、利用者
支援に対して必要なことには意欲的になっています。例えば、成
年後見制度・ケアホームなど…
⑤楽 しくなければ仕事じゃない。自分の働きが利用者・家族・職
員の喜びに繋がるのであれば、この上ない喜びに感じます。こ
の法人は、利用者の笑顔を喜びと安心に変えて、夢を花咲かせ
る場所であってほしいと願っています。そのためにがんばること
ではないでしょうか。
⑥知的にハンディを持った方が主に通う事業所です。日中は、企業
から請け負った軽作業に取組み、仕事を楽しんでいます。また、
重度の方は創作やレクを通して
“自分らしさ”
を見せてくれます。
悩むことも多いですが、利用者の笑顔がはじける場所です。

①料 理に合わせていろいろなお酒を味わうこ
と！食後にお酒を楽しむこと！
！
寝る前にゆっくりお酒を飲むこと！
！
！
②新 人の頃にお世話になった元総務課長。残
念ながら一年で定年を迎えられ異動されま
したが、神戸聖隷での総務の仕事の基本を
教えて頂きました。
③一期一会
中部在宅障害者福祉センター
明日のことまで思い悩むな
大嶋課長 1年目
④…現在は育児（2歳＆10ヵ月）に奮闘中です！
⑤やればやるだけ結果に表れる（総務）
⑥中部在宅障害者福祉センターには2階から4階までに約14の事業
所（就労移行支援、生活介護、就労継続支援Ｂ型、高齢デイサー
ビス、居宅介護、地域生活支援センター、就労に関する相談・
支援事業、他）があります。それぞれ専門のスタッフがご利用
者様のニーズに合わせて真心を持ってご支援させて頂いてお
り、多岐にわたる障害福祉サービスを一体的に行っている福祉
センターです。
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①山スキー
②加藤文太郎
③匠
④ランニング（体調管理）
⑤利用者・職員の笑顔 達成感
⑥恵 生園は、法人の第一号施設で開所37年目
恵生園
を迎えました。当初は障害者の働く場（授産）
大橋課長 4年目
を提供する施設でしたが、現在は、障害者
の生活を支援する施設に事業を変更しました。生活の施設になっ
ても、プライドを持った利用者の皆さんは現在も作業を頑張って
います。
また、
地域に出る活動やリハビリなども充実した施設です。

①テニス
②両親
③初心忘るべからず
④自 分自身の体調管理と趣味のために、空い
た時間にスポーツクラブに通うようにして
います。
神戸明生園
⑤
仕事を通じて、自分自身が成長すると共に、
奥藤課長 5年目
社会に少しでも貢献できていること
⑥街の近くにありながら豊かな自然に囲まれたのどかな施設です。

①山歩き、旅行、キャンプ
②父
③花に嵐のたとえもあるぞ さよならだけが人
生だ
④1年半ほど前から、登山（ハイキング）を始
めました。山歩きをしながら頭の中を整理
神戸光生園
し、リフッレッシュしています。
加藤課長 2年目
⑤行 事等で利用者さんが喜ばれている様子を
みるととてもうれしいですし、また何かして差し上げようという
気持ちになります。それが私の仕事への大きな動機付けとなって
います。
⑥登録約100名の大施設、毎日にぎやかです。
創立28年の歴史がありますが、未来に大きな伸びしろを秘めた
施設です。

①ここ数年は家族、友人とアウトドアに出か
けるのが楽しみとなっています。
②高杉晋作 です。
③面 白き こともなき世に 面白く すみな
すものは 心なりけり
④規則正しい生活と、月2回体を動かして、病
自立センターひょうご
気に負けない体力づくりをしています。
北場課長 1年目
⑤仕 事に対して同じ想いを持つ、信頼できる
人と仕事が出来ること。
⑥喜怒哀楽、色々なことを一緒に分かち合える大家族の様なもの

を紹介！聞いてみました‼
斐をどう表現しますか。

⑥あなたの施設をあなたの“コトバ”で紹介してください。

①スポーツ観戦、釣り
②両親、稲盛和夫さん
③希望
④労務に関する資格取得に向けた学習
⑤お金で買うことの出来ない満足感
⑥
「本部」の現在のスタッフを一言でいうなら
法人本部
ば“異業種経験者集団”。
小紫課長 1年目
信用金庫・証券会社・市役所・ソフトウェ
ア会社での勤務経験を持ち、それぞれの経験・特色を生かして日々
の業務に勤めています。

①私と9歳と6歳の兄弟3人で男旅？と野球観戦！
②高杉晋作さん
③おもしろき こともなき世を おもしろく
④メンバーさんへお話しする時は、ポイント
を判りやすく押さえて。多くても３つまで。
詰め込み過ぎないように。
ひょうごデイサー
⑤自 分の中の理想とする仕事…その半分も実
ビスセンター
行に移せないのが現実⁉一生懸命やってい
濱田課長 6年目
ても、結局は私のエゴだったり…。『あなた
はどんな仕事がしたいですか？』メンバー
さんと意思疎通を行い、やらされる仕事ではなくて、自らがやる仕
事へ。私自身がメンバーさんにどう育ててもらうのか？愉しみです。
⑥「家庭を仕事に持ち込むな」ではなく、やはり『ワークライフ
バランス』…仕事と家庭を切り離さず、仕事にはやりがいがあ
り、家族は大切にする。職員一人ひとりがその両方の喜び、幸
せを求めて行ける職場を目指します。

①趣 味と言えるほどではないですが、料理を
していると幸せを感じます。
退職後本格的に趣味を見つけます
②中村文昭
③頼まれごとは、試されごと
④多くの人と関わりを持ち、コミュニケーショ
真生園
ン能力を高めること
田路課長 2年目
⑤答えがひとつでないところ
⑥
「利用者が楽しく、快適に過ごせる施設を作
る」目指し2013年度大きく変革をいたします。医療的行為の必要
な利用者様が多く、寮の再編成と生活プログラムの見直し等を行
い、利用者の満足度をアップさせます。そして職員が笑顔になれ
る施設を目指します。斯うご期待下さい。

ワークセンターわかまつ
冨士谷課長 14年目

①趣 味程度でとどまっているものがあまりあ
りません。
②いません。
③Fightingwithoutfighting.
④それは言えませんわ。
⑤真実の瞬間。そしてその出会い。
⑥クッキーのご用命は078-646-9880まで！
進物・贈答用承ります。

①釣り（鱚専門）
②坂本竜馬
③折れない心を持て
④あきらめない事。努力を重ね、機会を待て
ばいつか想いは叶うと考えています。
⑤努 力に見合う結果が出たときの達成感を感
平生園
じること。
松本課長 5年目
⑥設 立22年目を迎えた古い施設ですが、施設
内の風通しもよく、新しい物大好きな素晴らしいスタッフが、高
齢者の方のお世話を精一杯させていただいています。

神戸市障害者就労
推進センター
三木課長 2年目

①水泳(ひたすら前へ‼)
②両親(偉大です！)
③思いやり(まだまだ…ですが。)
④マラソン(記録：1時間45分(ハーフ) 次は
フルマラソン目指します)
⑤働きを通じて“成長”を実感すること
⑥誰 もが住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう様々な相談をお受けしています。皆さ
ん“相談支援”いかがですか？

①魚 釣り 西国33箇所巡りに時間があれば、
再び巡礼したいなぁ
②鈴木敏夫氏・高橋ヒロシ・尾田栄一郎
③般若心経
④こだわりを捨て、人生をのびのびと楽しむ
こと
真生園
⑤自分存在意義を知る為の一つの糧
山根課長 3年目
⑥
「利用者が楽しく、快適に過ごせる施設をつ
くる」ことを次年度のテーマとして、「利用者の笑顔を引き出すこ
との出来る施設です」と言えることを目標にしています。

①釣りです（いつか、ゆっくりと車を触りたい）
②本田宗一郎 と イチロー
③外柔内剛
④福祉の雑誌を読み続けること
マネジメントの勉強を始めました
⑤お 互いに信頼関係が持て、連帯感が有る中
神戸明生園
で、
「誰か」が「何か」を成し遂げたときに、
山本課長 1年目
“いま、ここで仕事が出来て良かった！”と
感じます。
⑥“ミックスジュース”の様な施設。
色々な利用者さんの、個性が混ざって成立しています。混ざり
具合で味は毎日変わりますが、どの味も、誰かにとっては最高
な味。日々、さじ加減、隠し味と、利用者さん・職員が、スプー
ン片手に奮闘中！一度、お試しください。
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輝くものを

神戸光生園

吉本ひろみ施設長

今朝、神戸光生園に出勤したとき隣接する敷地の茂みからウグイス
の鳴き声が聞こえて「春だなぁ…」と気持ちも暖かくなりました。今
回「洗足」の特集記事として取り上げて頂くことになり、利用者の皆
さんに「光生園のここが好き！」というテーマでアンケートをお願い
しました。そして、自分はどうかな？と考えてみると…
1．利用者さんが元気でユニークで楽しい 2．自然がいっぱい（夏は虫も多いけど）
3．音楽や和太鼓の音でいつも賑やか 4．花壇がいつも美しい（ボランティアさんのお
かげです） 5．家から近い（車で7分・これは私に限ります） 6．ミニバザーで野菜が
安く買える（有難い！）などなどたくさん出てきました。さて、利用者さんは神戸光生
園の事をどんなふうに思ってくださっているのでしょうか？毎日笑顔で過ごしていただ
くことを目指していますが、たくさんの人の中で過ごす日々には嫌なことや、辛いこと
も経験されるでしょう。それも含めて社会経験だと思っているのですが、その辛さや苦
しさを伝えること・表現することが苦手な方達であることを私たちは常に意識しなけれ
ばなりません。限られた条件の中ではありますが、出来る限り多くの出来事を経験し、
人生の楽しさ・素晴らしさを感じて頂きたい。そのためにどんなお手伝いができるのか
日々模索しています。神戸光生園での生活の中で何かひとつでも輝くものを得て欲しい・
自分自身が輝く瞬間を過ごして欲しいのです。それは自分の作品のように形のあるもの
だったり、働く喜び（工賃も含めて）だったり、人との関わりだったり、おひとりお一
人違ったものだと思いますが、その「何か」を大切にし一緒に歓びを分かち合える場所
でありたい…と願っています。

和太鼓

神戸光生園

音楽レクレーション

創作活動

みんなで歌を歌ったり
、
楽器を鳴らして楽しん
でいま～す。

1985年4月1日、知的障害者通所授産施設として開園。2007年10月1日、障害者
自立支援法の体制に事業移行。就労移行支援（定員6名）、就労継続支援B型（同
33名）、自立訓練（生活訓練）（同6名）、生活介護（同45名）の4事業を行って
います。

輝

和太鼓「輝」です。楽しくもみっちり練
習しています。
市内のイベントなどで演奏しています。

緩衝材袋詰め

さをり織り

作家たちの創作タイム

箱加工

園芸

たよ～！

す。

らう花を育てていま

こんなにでき
さをり織り。
一
本
緩衝材の作
の糸から
業です。個性豊かな作品
が紡がれます
。

置いても
地域の学校やお店に

畑

ミニバザー

！
！急げ急げ！

さあ、出荷だ

おおまち

昼休み
する～？

1990年4月、小規模作業所「自立の家おおまち」としてスタート。1994年4月、分場の
制度化により「神戸光生園おおまち分場」へ移行。2007年10月1日神戸光生園の生活介
護事業として10名程の小さいグループで和気あいあいと活動しています。

今日は何

礼拝
週に 一度 利用 者さ んと 職員 が
一つの場所に集い礼拝します。
4 洗足 Vol.6

て譛美歌を
牧師先生と手拍子を合わせ
だきます。
歌い、先生にお話をしていた

ザー。
した伊川谷の畑です。
月に1度のミニバ
2012年夏に引っ越し
。
す
ま
で販売し
喜ばれています。
収穫物はミニバザー等
近隣の皆さまにも

降園
今日も一日お疲れ様～

！

ラジオ体操、イッチニィサンシィ。

旧知の仲です。休憩時間も
皆さん楽しんですごされます。

本園、おおまちあわせて総勢約100名の大所帯です。毎日にぎやかで色んなことがこ
とが起こりますが、利用者さんお一人おひとりが充実した光りかがやく時を送れるよ
うにと願っています。
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日本キリスト教社会事業同盟障害者福祉研修（タイ）報告「解放の実践」
○序章（プロローグ）
１月23日から27日の５日間、日本キリスト教社会事業同盟障害者福祉研修を受講するた
め、亜熱帯に位置するタイ国を訪問した。歓迎会ではアジア太平洋障害者センター（APCD）
の二ノ宮アキイエ所長とモンテイアン上院議員の出迎えを受け、夕食会では高瀬施設長の英
語による自己紹介が大歓迎を受けた。

アジア太平洋障害者センター
（APCD）

左：モンテイアン上院議員
右：二ノ宮アキイエ所長

○開会礼拝：（横谷牧師：タイ聖書福音協会）
「テレビには電気、車にはガソリンが必要なように、私たちの行為に愛
がなくては意味がない。人間は欲望のために愛をなくしてしまう。聖書
は常に愛があるかを問いかけている。講師の方たちは参加者のために愛
を持って話されるように」と語られた。

横谷牧師：タイ
聖書福音協会

・研修内容
APCDでは地域組織の協力と地域扶助のもとで、障害者が主体と
なり、障害者が障害者を支える（＝エンパワーメント）住みやすい
町づくりを行っている。援助を受けると、援助がなくなったら、潰
れてしまうので受けないと二ノ宮アキイエ所長は話された。

○基調講演：社会福祉の神学：

○研修⑤「国際レベルの解放」の実践について
APCDの理念は個人の機能より、地域・社会との関わりを重
視し個人からの解放、組織からの解放、地域からの解放、社会
への解放であり、パートナは国際機関、障害関係、政府、経済
界である。
APCDの役割において、政策はトップダウンで行い、国際研
修・人材育成、知識創造の場をつくるミドルマネジメントで障
害者の自助団体はボトムダウンである。地域において暗黙知の
佐野竜平氏：
アイデア（＝障害者が持っている経験やコツ）を生かした障害
（APCDアクテイングGM）
者のニーズを開発し、地域に根差したリハビリ（人間回復）を
目指し障害者ビジネスを開発する国際支援を行っている。
○研修⑥「地域レベルの解放」の実践について
視力障害者だが、点字本や手引で助けられることが嫌だった。
国際活動に興味をもちタイに来てバンコク・チエンマイ・チ
エップランで活動をしている。障害者も一緒に学ぼうという気
持ちで接している。
タイ語では本は勉強を意味し嫌われている。調査では年に３
行しか本を読まないという結果もある。サービスする側もサー
堀内佳美氏：
ビス受ける側もどちらも心にバリアがある。バリアを取り除い （アークどこでも本読み隊）
た仲間・集団を作りたい。
本の楽しさを伝えるため読書の機会を作り心のバリアを取り除くようにしている。タイで
も障害者のための特別教育はなされているが重度障害者、特に農村部ではまだ、その必要性
を知らない人が多い。
○研修⑦「国連ESCAPの障碍者の10年」

障害者主体の町づくりに
ついて語る、二ノ宮所長

障害者解放の実践と題されて二ノ宮アキイエAPCD所長が
基調講演で解放のレベルについて話をされた。
①

個人レベルからの解放：人はパンによって生きるのではなく、神の口から出る言葉で生
きる（マタイによる福音書４-２-４）
② 組織レベルからの解放：網を捨てて従う（マタイ４-８-21）12人の弟子への権威の授
け（マタイによる福音書10-１）
72人を二人ずつ分けて遣わす（ルカによる福音書10-１）
③ 地域レベルからの解放：病と苦しみに悩むものは癒される。他の苦しむ者をイエスのも
とに連れてきた。苦しみ、悩み、悲しみを一番知っている最重度の障害者が一番いいピ
アカウセリング（マタイによる福音書４-23～５・10））
④ 世界レベルからの解放：＝APCDの活動（マルコによる福音書16-15）
「世界に出て行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えよ」
○研修①「個からの解放」の実践について
スパットラボーン・タナキトン氏：バヤタイ自立生活センターはご自分の体験談を語られ
た。
「大学卒業して就職したが人間関係に疲れていたとき聖書と出会った。トラックとの衝突
事故で脊髄損傷し余命三年と言われ、絶望し神への祈りをささげた。
ジャイカ吉田氏と出逢い一人ぐらしを始めた。2003年：最重度の障害者にとって自立生
活とは何かを伝える「首から上」を出版した。
※タイ国では頭の上に神がいると信じることから、頭は神とは同義語
○研修②「DET障害者平等研修」
「脳性麻痺で障害があるが両親は障害があることを知られたくないと思っていた。身体問
題や法律問題など色々あるが一番厭なのは周囲の態度だ。教育はマイナスからのスタート
だったが、バリアの突破がDETを学ぶきっかけとなる。

国連経済社会コミッションESCAP

村田氏（国連アジア太平洋
経済社会委員会事務局長）

帰国中は、日本で特養に入所されている外国の方の通訳ボランテイアをされる。
日本は女性問題の取り組みが極めて弱く、また障害・就職問題なども世界に比べると低
い。日本は外圧に弱いので、外から圧力をかけて改善させたい。国連の仕事は雲の上の仕事
ではない。
○国連経済社会コミッションESCAP
日本で、バス停が分からずバスの運転手に、ひたすら謝ってい
る障害者をみたことや障害者施設で虐待経験の通訳をしたときに
感じた怒りと悲しみ、ピアカウセリングで自分の気持ちを素直に
語る脳性麻痺の人との出会いなどを語られる。2002年障害者中西
ゆきこさんの紹介でESCAPにきて社会開発部で社会問題（女性、
障害者、移民、高齢者）を調査し、データ・情報・プランを加盟
秋山愛子氏（国連アジ
国へ提言している。色々な社会問題での差別意識を加盟国の代表
ア太平洋経済社会委員
に伝え、トップダウンでその国の人の意識改革や平等意識を広げ
会社会問題担当官）
るようにしている。
○研修⑧ノンタブリ県障害者自立生活センター訪問
ジャイカの支援で３か所から初めて、現在は15か所になった。ISO取得で国からの活動
援助が得られる団体として認められる。業務内容としては情報提供・ピアカウセリング・自
立トレーニング・介助派遣・アドボカシーである。
アドボカシーは社会的レベルでは、スロープ改修・トイレ改修を公共施設の設計段階に加
えるようになった。個人レベルでは、友達を作る支援を行っている。

ノンタブリ県障害者自立生活センターと同センター内

感想（エピローグ）
ワタルチャポル・チエングチャロエン氏
（APCDネットワーク事務局）

星には星しか入らない。入口
を変えると全てが入る。

星には星しか入らない。入口を変えると全てが入る。ニーズと制度だけでは物事は進まな
い。常に何が必要かを単純に求め続けることが大切だ。国連の障害の定義は、身体＋環境バ
リア＝障害。バリアをなくすれば障害ではなくなる。障害者が多数を占める社会では健常者
が排除されることになる。
○研修③「組織レベルの解放」の実践について
チャダ・ウイリヤシリウエシ氏：チョンブリ県自立生活センター
「３県から統括する委員会をつくり協会設立へ」慈悲、チャリテイ、援助から人権へと運
動を変え、障害があっても自分の生活を計画する。自分で出来ることは自分でする。一人暮
らしの自立から家族の中の自立まで支援している。職員の51％は障害者で最高責任者は障
害者である。サービスの提供と権利のアドボカシーなど支援計画を自治体に提出し認められ
れば補助がでるのと同じ事。
○研修④「知的障害者の解放」の実践について
パチャリン・スジャリトワタナサク氏：（LPID）
「友達を増やす目的で当事者グループを作り、アート・スポーツ・社会活動など運営を自
分たちで行い会議の持ち方も自分たちで決めている。グループを作ったのは仲間でアドボカ
シーの実践できる場所が欲しいと思ったから。今のメンバーには、自分の意思が伝えられな
い人はいない。サポーターはAPCDや支援協会。
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講師が語られる内容は、特別なことをしているとか、凄いことをしているというようなも
のではなく、日本の福祉でもしているようなことでした。
しかし、小さな問題をグローバルにとらえ、全ての障害を視野に入れて考え、生き生きと
遣り甲斐を持って取り組まれている姿勢を見て羨ましく思いました。
全てにおいて、障害者が自分たちのことを自分たちで考え、とにかく、やろうとする熱意
が感じられ楽しそうでした。
しかし、それはできる障害者が中心で、最重度の知的障害者及び発達障害者が参加されて
いないのが少し残念でした。
今回、このような熱意をもっておられる方々との交流の機会を与えてくださったことを感
謝いたします。これからの神戸聖隷を考
えると広い視野と感覚を肌で感じられる
このような研修の機会を熱意のある若い
人達に与えるべきではないかと思いまし
た。
また、講演で話されたピアカウンセリ
ングについても神戸聖隷は出来ていない
と思います。ピアカウンセリングの研修
を行って本当のニーズを考えていける若
い人たちを育てて行く必要があると強く
感じました。

契約難民を誰が支えるのか？

シリーズ

3

～神戸聖隷における成年後見制度の活用～

2013年、地域における共生社会を実現するために、障害者の社会
参加の機会の確保と地域における社会的障壁を除去することを理念
とした障害者総合支援法が施行されます。
国連で障害者権利条約が採択（平成18年）されてから７年目にし
て障害者に対する支援のグランドデザインが示されたものの、知的
障害者及び認知症高齢者の意思決定支援の有力な担い手となる成年
後見制度の活用は検討事項とされています。
推定600万人ともいわれる契約難民（判断能力が不十分で契約す
ることが難しい方々）に対し、２階から目薬程度の成年後見人（推
定30万人）しか選任されていない状況を見れば、検討事項で済む話
ではありません。
障害福祉サービスが、どんなに拡充されても、契約難民にとって
は絵に描いた餅でしかありません。言い換えれば、障害福祉サービ
スを受ける権利が阻害されることになります。
そもそも、平成12年、介護保険制度が始まった時に自分の意思で
契約ができない認知症高齢者をめぐって成年後見制度の活用を必須
の条件としたはずです。
13年も経過しながら、成年後見制度の活
用が進まないのは何故なのか。その原因は
どこにあるのか。それらが検証されないま
ま、今頃になって「検討します」はないで
しょうと言いたくなります。
成年後見人の選任が進まない理由のひと

神戸聖隷福祉事業団

参与

田口 博彦

つに家庭裁判所の対応があります。家族制度を守るための禁治産制
度からノーマライゼーションの理念に基づく成年後見制度に変わっ
たにも関わらず旧態依然として財産管理のみを重視し、選任にあたっ
ては専門家（弁護士や司法書士）に軸足を置いていることが挙げら
れます。
しかし、財産管理を主眼とした成年後見人を必要とするのはごく
一部の資産家であり、圧倒的に多いのは身上監護（日常生活での見
守り）を必要とする人達なのです。
当然、法律の専門家だけでは膨大な契約難民に手を差し伸べるこ
とが出来ない相談ですから人生経験が豊かで倫理観に富んだ市民や
NPO法人が後見人の役割を担えるように成年後見制度を抜本的に見
直す時期にきていると考えます。
知的障害者及び認知症高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮ら
し、人生を全うできるようにするためには日常生活のあらゆる場面
で成年後見人の支援が必要です。
特に知的障害者の場合は、保護者に万一のことがあったら、たち
まち契約難民となり、身動きが取れなくなってしまいます。
ご本人の自立を支援するために、成年後見制
度の活用を是非お考え下さい。
ご本人及びご家族が抱える不安を取り除く
ことが最大のサービスであるとの観点から
神戸聖隷福祉事業団は成年後見制度の活用
を、最優先課題として取り組んでいます。

エッセーテーマ「神戸聖隷福祉事業団との出会い。
」
リレーエッセー「この４年を振り返って」
恵生園
神戸聖隷福祉事業団にお世話になっては
や4年が経ちました。22歳の頃に一度、知

支援員

井上

道広

も取得することが出来、歩幅は小さいですが確実にステップアップ
出来たのではないかと思います。

人から老人ホームで働かないかという誘い

そして恵生園に勤め始め、4年が経ちました。恵生園での仕事は

がありましたが、その時は興味も無かった

日中活動の作業から利用者一人ひとり個々の生活面の支援や買物支

のでお断りさせて頂き、別の仕事に就きました。それから5年ほど

援などがあります。今年度は行事委員のリーダーもさせて頂き、自

し、また別の知人から恵生園で職員募集の誘いがあり、今回は「な

分にとっては大忙しの年となり、大変なことも沢山ありましたが、

んとなくやってみよう。」と何の考えも無く、面接を受けました。福

その分達成感、喜びも多く感じられました。そして仕事をする上で

祉関係の職歴も無く落ちるだろうと思っていたましたが、採用をさ

の職員間の相談や協力の大切さも大いに感じさせられました。その

れて自分自身一番驚きました。実際、右も左も分からない素人に福

分反省も多く、今更ですが支援というものは思った以上にとても難

祉の仕事が出来るのか、経験も無く、業務内容も見当がつかず、不

しく、支援と介助の境界線が分からず、つい自分でしてしまった方

安に感じたことを思い出しました。

が早いので利用者の意思を尊重することなく、勝手にしてしまう時

一年目は何も分からずにただ、がむしゃらに前に進んでおり、支

もありました。つい最近も利用者Aさんが湯茶器でお茶を汲もうと

援なんて全然出来ていなかったと思います。まず苦労したのが利用

されておられたので、何も思わず「こっちのお茶をいれますね。」と

者さんの名前。恵生園では60名近くの方が入所されており、名前と

やかんに入っているお茶をペットボトルに入れて渡し、「やかんのお

顔が全く一致せず、なかなか覚えることが出来ませんでしたが、な

茶を入れたらいいですよ。」と話をすると「やかんやと手が震えて自

るべく作業の時間や入浴の時間などを使って関わりを持ちながら覚

分で入れにくいけど、湯茶器やったら自分で入れれるから。」と言わ

えていきました。10名の担当も持たせて頂きましたがケア記録を入

れ、「しまった。」と思いました。大した事でないと思われる方もお

力するのも一苦労、他の業務もあり、どうしたら良いのか分からな

られるでしょうが、自分にはその時とてもショックで、Aさんは自

い事ばかりでしたが先輩職員の助言もあり、なんとか働くことが出

分で出来るように考えてしていることを、こちらは汲み取ることが

来ました。先輩方の話を聞いたり、自分が何ヶ月か働いてみて、福

出来ず簡単にしてしまい反省とともに、改めて「支援」のあり方を

祉の仕事を頑張って続けたいと思い、正規職員登用試験を受け、

考えさせられました。

2010年正規職員になることが出来ました。そして正規職員となっ

私自身、知識も、経験も全然足りません。まだ恵生園でしか働い

て2年目。やっと利用者一人ひとりの名前や性格、関わり方も分か

たことが無く、福祉のふの字も語れませんが、これからも日々、先

り、自分なりでしたが対応することが出来始め、臨時職員の時とは

輩の仕事から学び、自分自身に活かし、成長し、利用者さんに寄り

また違った責任を感じました。3年目は少しですが自分の考えや意

添える支援員となれるように一生懸命歩みたいと思います。

見も言える様になり、また、たくさんの研修や社会福祉主事の資格
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吉川牧師メッセージ
多聞福音教会

「人の目、神の目」

牧師

吉川 潤
その数人の方々は、きっと自分が

「あなたがたは、世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。」
マタイによる福音書５章１４節

イエスの愛に触れ、その大きさに感

ある時、イエスは弟子たちを呼んでこう言われました。当時、弟子たちは、漁師や人々か

動し、それをエネルギーとして人に
接したいと願われたのでしょう。

ら嫌われていた取税人、反社会的な思想をもっていると思われるような人など貧しい
人々の集まりでした。学歴も特別な地位もなく、毎日の生活のために必死で生きているよ

よく、言われるように
「自分へ向け

うな人たちで、多くの人から見れば、とても価値を見出すことが出来ないような存在だっ

られた神の愛の、他者への実践」で

たと思われます。
しかし、イエスは違って、彼らに対して
「世界の光」
という称号を付けられ

す。
確かに理念は文言化され、掲げら

ました。

れなければなりませんが、その本質

「わたしにとっては、あなたがたは世界を照らす光りだ。」
と言われるのです。

は初めの愛に立ち返ることです。

価値とは共通しているように思いますが、価値ほど人によって差があるものはないで

神がどれほどに人を愛し、どのよう

しょう。ある人にとっては価値あるものでも、他の人から見れば意味さえも持たないこと

多聞福音教会
神戸市垂水区南多聞台 2 9 18

に、それを具現化してくださったか

もあるのです。

を、イエスの生き方から体験していくのです。キリスト教福祉とは、神の愛を体験してその

神が選ばれた者は、人の目にはどんなに小さくあっても神の目には尊く、大切な存在な

ように生きたいと決断し、悩み、葛藤しながら人に接することです。

のです。

それは、教会の拡大でも聖書の知識の拡大でもありません。

昨年は、神戸聖隷福祉事業団の研修会などでお話しする機会が与えられ、
これまでの各
施設での礼拝以上に多くのことを見させていただきました。その中で、神戸聖隷がキリス

私のような者のお話しを聞いてくださる方々と時を過ごしながら、大きな期待と感謝を

ト教精神を理念としてさらに継続して歩もうとされている姿を見て、嬉しくまた誇りに感

持っていました。神が、助けを必要とする人々のために選んでくださった「世界の光」であ

じてきました。
もちろん全職員の方とお会いしたわけではありませんが、新任者、施設長、

り、他人が、社会がどのように評価しようと、ともに生きようとする愛の実践者がこの施設

主任、副主任、課長、そして本部の方々と接し、みなさんが、福祉のために、利用者のため

にはおられる。
このことは職員の方々で感じられる方は少ないかもしれませんが…大きな

に心を込めて働かれている事、本来ならキリスト教会がしなければならない「社会に仕え、

祝福なのです。
これが神の事実です。ある記者がマザーテレサに声をかけました。「あなたは偉大な方

人に仕える。」
ことを代わってしておられることに感謝しています。

です。
これだけの大きな働きをされた方はありません。」

ですから、神戸聖隷と教会は結びついて、相互理解と相互支援の中でともに社会の光と

マザーは答えました。
「私がしてきたことは、大河の一滴にしかすぎません。
しかし、これ

して歩む必要があります。神の子たちが一致し、協力して歩むとき、大きな力となるだけで

をしなければその一滴すら失われてしまうのです。」
と。

はなく、神の祝福をもたらすことが出来るのです。

その一滴の価値を認め、喜ばれるのは神です。人への愛は、人間から出るのではありま

昨年の研修の中で、一貫してお話しさせていただいたことは、
「神戸聖隷の理念とはイ

せん。初めから人にはそのようなものはありません。
ただ、イエスの、人への愛を知る、自

エスの人への思いを知って、人に接する。」
ということでした。

分への愛を体験することから始まる愛への悩みであり迷いです。私は、聖隷の方々の中に

キリスト教という宗教が神戸聖隷の基盤ではなく、聖書の中にある道徳的な教えが基

この姿を感じています。

盤でもなく、聖書の中に書き記された、イエスという神の子の生き方、人への思いや愛が

迷いがあり戦いがあり、葛藤があるからこそ、そこに希望があります。
この理念に立って

基盤であるということです。

歩もうとする人は
「世界の光」であることを忘れないでください。

いくら、美しく文言化された理念でも、その本質を失ってはならないのです。
理念は、最初にこの施設を立ち上げられた人々の心の中に見えるものです。

真司
小林
正幸

︵敬称略・順不同︶
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皆様のご支援に感謝申し上げます︒
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２月
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発行人
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。

「あったかプラザ情報ブログ」やってます。
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竹田城跡 の最新の城況をアップ
しています！
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越智靖
社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
〒654-0142 神戸市須磨区友が丘1-1
TEL．
078-792-7555（法人本部）
郵便振替口座 00920-9-163818

編

集

社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
広報委員会

寄

付

利用者（障害者・高齢者）の一層

一度ご覧下さい！ コメントもいただけるとうれしいです♪

のサービス向上に資するため、法

PCからは

上げております。

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

人は皆様のご寄付をお願い申し
同封の振替用紙をご利用下さい。

