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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
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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。

私たちの法人

神戸聖隷福祉事業団 研修アラカルト

２０１０ 年度テーマ ｢人を育てる、
自らも育つ｣

ホーリー・サーバント・リーダーシップ
地域、関係機関との間に立って、質の高いサービスが提供される

地域、関係機関との間に立って、質の高いサービスが提供される

よう調整する事です。

よう調整する事です。

理事長

土肥 隆一
法人機関紙「洗足」をお送りします。
神戸聖隷福祉事業団は昨年創立３５年の記念行事を実施いた
しました。利用者の皆様も１０００人を超え、職員は５００名を数

講義内容「法人の基本理念について」

グループ討議

発表…必死です！

まとめ

えます。日ごろの広報活動は各施設が行いますが、法人全体
を皆様に知っていただくことも大切と考えて、この「洗足」を
発行しております。
今年度の法人全体の研修では、理事長自らに「法人の理念」
を語ることを要請されました。施設長研修から主任研修まで一
巡しました。
「神戸聖隷」は強い、特別な理念を掲げる法人であることを
申し上げたいと思います。
“ 聖隷 ”とは英語では
「ホーリー・サー
バント」つまり「聖なる奴隷」となって、その思いで働く組織
であるという意味です。キリスト教では、聖なるお方は神様の
外にありません。その神様に奴隷となって仕えていく。同時に
人々にも奴隷の気持ちで仕えるのです。「仕える」もまた特殊
な言葉です。奴隷が働くときその仕事は「仕える」に尽きます。
ビジネスの世界で「サーバント・リーダーシップ」という組
織論、ビジネスモデルがあります。このビジネス理論は逆ピラ
ミッド的組織に立ちます。社長が最も低い位置におり、顧客が

課長研修

施設長研修

２日間かけての研修。
１日目－①「法人の基本理念について」
－②「中間管理職のあり方を考える」
－③「組織管理の課題」
２日目－①「中間管理職自身と職員のメンタルケア」講師：大森和広顧問
－②「セルフコントロール」 担当：中江副施設長



最上部に位置するのです。社長、経営者が最も低い奴隷の位
置につくのです。それが企業の一番栄える道、方法に繋がる
というのです。

施設長・副施設長が一堂に会した

こうして各施設の施設長が意見を交わらせる場

聖隷はサーバント･リーダーシップを一歩進めて、ホーリー
つまり聖なる奴隷となる世界に踏み込む組織、団体になろうと

他にもこんな研修を実施しました！

キリスト教福祉講座（神戸地区）
新規採用職員研修

いうことです。しかしそうだから立派な、理想的な組織になる
だろう、とは考えない。むしろホーリー・サーバントを標榜す

キリスト教福祉講座（但馬地区）

るとき、自分は“ ホーリー ”（聖なる場所）から転げ落ちるの

新規採職員フォローアップ研修

です。しかしその“ 転げ落ちる ”ことを“ 知る ”ことが大事な
のです。転げ落ちることを“ 知る ”ことと、“ 知らない ”こと

リスクマネージメント研修

とは雲泥の差があります。これが人間理解、人間関係、障害
者理解に深く関わることに繋がります。ここから本当の福祉

 

神戸聖隷福祉事業団

サービス管理責任者の役割は、利用者、従業者、管理者、法人、



サービス管理責任者の役割は、利用者、従業者、管理者、法人、

主任・副主任研修

 

サービス管理責任者研修

 

メンタルヘルス講義と事例発表

法人基本理念について理解を深める

サービスが生まれると考えております。
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第10回

福祉村サミット

主題：障害者の自立を考える

本サミットは高齢者、身体障害者、知的障害者などの福祉部門の施設を持ち活動をしている民間社会福祉法人に呼びかけ、それぞれの
設立目的、運営方針並びに今後進むべき道などについてお互いに自由に話し合い今後の活動の糧にする事を目的としているものです。

２０１０年１１月１８日
（木）
～１１月１９日
（金）
会場：シーサイドホテル舞子ビラ神戸

１日目

開会・講演・親睦

福祉村サミット

全国15法人の皆様が参加してくださり
ました。

歓迎

「和太鼓輝」
（神戸光生園）

講演Ⅰ

「障害者自立支援法の行方」

全国の大規模・中堅社会福祉法人の集まりとして、見直されることになった障害者への支援のあり方を、その時代的な意味を含めて学び、
障害者の自立と就労について話し合う。

２日目
開会挨拶

２０１０年１１月、神戸の地で１０周年を迎えた福祉村サミット。

実践報告1

シンポジウム

テーマ「目ざす自立と就労の意味―障害者の自立支援の現状と課題―」

神戸聖隷福祉事業団 神戸市立ワークセンターひょうご 課長 井上待子氏
地域の人々の理解と連携と助け合いが就労へのポイントで、就労後もフォローアッ
プ（見守りと後押し）が重要と語った。

神戸聖隷福祉事業団
土肥 隆一理事長

コーディネーター

講演Ⅱ

「日本型福祉の展望と課題」

兵庫県社会福祉事業団
兵庫県立総合リハビリテー
ションセンター施設長
古川直樹氏

司会者と3名のシンポジスト

実践報告2

厚生労働省 障害保健福祉部 障害福祉課長 土生氏
土生氏の講演では、共に生きる為の政策に一生懸命取り組
んでくださっている事をお聞きした。

神奈川県立保健福祉大学教授 河 幹夫氏
共に生きる社会の仕組み、在り方、相互扶助の必要性につい
て話して下さった。
「う～ん、考えさせられた。」

語らい／分かち合い／確かめ合い

旭川荘 岡山障害者就業・生活支援センター 主幹 大月政和氏
働くことと、地域で生活していくことを一体的に支えていく
ことが大切。
「障害者と家族の重荷を市民がみんなの重荷と
して分け合う社会を目指したい。」

実践報告3

天竜厚生会 福祉サービス事業部給食センター 課長 山本修二氏
雇用する立場としての課題、
「障がい者及び障がい者の理解
と受容」
「業務の確保」
「継続のための教育訓練や相談相手
の確保」
「各機関との連携」の大切さを語って下さった。

第１１回（２０１１年）開催法人ご挨拶

こうして食事の席で全国各地の法人の
方々が福祉を語る。これもサミットの
醍醐味です。
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聖隷福祉事業団と神戸聖隷福祉事業
団の合同で少し早めのクリスマスソン
グを合唱させていただきました。

障がいを持つ人の自立においては仕事に就く事は大事なこと。それぞれの取
り組みを聞かせていただき感謝である。加えて障がい者施設だけでなく福祉
施設はその種別を越えて障がい者の方々の就労支援に積極的に取り組む必要
がある。そのためこのサミットが今後大きな役割を果たしてくださる事を願
い、信じたいと思います。と締めくくられた。

サミットの後、有志の方々が賀川
記念館を見学しました。

神戸聖隷福祉事業団の職員達です。明
日も本番です！
天竜厚生会 山本たつ子理事長

まずは説明を聞いて…

資料見学へ
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恵生園
「しあわせ」

恵生園

施設長

瀬尾

昇

私たちは誰でも「幸せ」になりたいと思っています。人それぞれに「幸せ」の基準
は違っていても、周りの人も「幸せ」になると嬉しいものです。恵生園も開設して35
年を迎えますが、お一人お一人の「幸せ」を願って、共に生きてきました。入所施設
でのプライバシー等については4人部屋で建物の構造や設備に関して限界を感じ
ています。自立を目指して生活している利用者の方々も重度の障がいのため自立
したくても資金面や支援体制のネットワークが充実していない但馬では難しいもの
があります。開設当初は国の方針で大きな入所施設がたくさんできましたが、人間
らしく生活するためには小さいほどいいと、地域への移行を重点に国は方向転換を
しました。恵生園でも脱施設をうたい文句に自宅へ帰れる人、福祉ホームへ移る人
等、自己選択により進めていますが何が本人にとって幸せなのか模索しています。
恵生園の歴史を辿ると西神戸教会の信徒の皆さんが、社会に何か役立ちたいと
の願いで街頭募金活動から始まり、老人ホームを建設する予定でしたが開設時兵庫
県の指導により重度身体障害者授産施設として障害のある方を受け入れる入所型
の施設として、この和田山の地に当法人第一号として始まりました。当初は50名定
員で利用される半数は目の不自由な方でした。その後も県下から目の不自由な方
が利用するようになり、施設内での自立と授産内容に苦慮しました。2008年自立支
援法により新事業に移行しましたが、日中活動として現在は朝来市の指定ゴミ袋を
受注でき、地域に貢献している自信と誇りを持って作業に参加しています。
利用者の平均年齢も54歳と上がってきました。通過施設としての役割が十分発揮
できないまま流れてきた感がありますが、恵生園を利用されている皆さんが施設を
必要とする限り、自立を目指し社会に参加できるようにお一人お一人の幸せに向
かって共に歩んでいきたいと思います。

恵生園の作業の様子

（施設特集 シリーズ2）
1976年6月開園

恵生園の様子

あったかプラザは皆様の作品展示スペースとしてご利用いただけます。
書道作品や写真、俳句、短歌、絵画、工芸作品等の発表の場にしてみませんか？

法人第一号施設「恵生園」
！ 障害者支援35年！
電話・FAX ０７９－６７４－２６０６

職員・利用者全員で記念撮影です。

竹田駅から徒歩１分！ぜひ電車でもお立ち寄りください。

設立当初の恵生園

施設内「手話教室」。皆さん手話以外にも点字やクッキン
グ。いろんな趣味をお持ちです。趣味に仕事に大忙しです。

恵生園の職員の紹介

いつも笑顔を絶やさず頑張っています。
「茶房
やっさ」にご来店ください♪。お待ちしてます。

お昼の看板メニューのうどんセットです。
どうぞごゆっくりお召し上がりください。

ご連絡お待ちしています！
「あったかプラザ」は、
天空の山城と評される竹
田城跡で有名な和田山町
竹田にあります。
ＪＲ竹田
駅から左手徒歩すぐのと
ころです。
あったかプラザ一押しの「ぜんざ
屋外は散策後の憩い い」。身も心もあったかく…。
の場、屋内はゆったりとした開放感あふれる喫茶店
「茶房やっさ」があります。
障害者の雇用の場ということで、恵生園が管理する
こととなりました。現在は、和生園の利用者が「茶房
やっさ」で、施設外就労の場として接客等を担当して
います。茶房やっさの従業員はお客様に満足していた
だけるメニュー作りに心がけ創意工夫し頑張っていま
す。メニューの中ではケーキセットやうどんセットが評
判ですが、特にお勧めで人気№1が「ぜんざい」です。
ぜひ一度ご賞味ください。
また、地域住民の作品展示や地域作業所の作品を
展示、販売も行っています。

「あったかプラザ」概要
◎住所：兵庫県朝来市和田山町竹田208-3
（竹田駅から徒歩1分）
◎電話・FAX：079-674-2606
◎種別：介護予防等拠点整備事業
◎休館日

月曜日・木曜日
（年末年始）

◎開館時間

9：00～17：00

◎事業内容
地域交流の拠点として、近隣の高齢者をはじめ
住民へ憩いの場を提供
授産施設、作業所の作品販売
地域住民の作品展示
喫茶コーナー
『茶房やっさ』
◎他施設事業受入れ
和生園
施設外就労事業
（利用者3名、指導員1名）
◎休館日の活動
精神障害デイケア
（第1、第3

木曜日）

豊岡ブランチ相談事業
（第2、第4

木曜日）

秋葉台福祉ホーム
「金魚ちぎり」の作業です。お寿司や幕の内弁当に
入ってる醤油のアレです。
こうして一つ一つ手作業で 朝来市指定ゴミ袋の仕事です。皆様に安心して使っ
切り離されて製品になるんです。
て頂ける製品であり、作業する指先に力が入ります。

瀬 尾 施 設 長 、伊 崎 副 施 設 憩いの場医務室の看護師。 生活支援員 只今食事の準備中。身辺の
長、総務スタッフ。お客様を 利用者の皆様の健康のため お手伝いから悩みの相談まで、利用者さんの
心豊かな生活を支援します。
笑顔でお出迎えします。
に全力を尽くしています。

「秋葉台福祉ホーム」概要
手作りクッキーです。一つ一つ手間をかけて焼いた
ガス器具組立て作業は、精密機器を取り扱っていま クッキーはなかなかの評判ですよ♪「あったかプラザ」
す。ベテランの方も一つ一つ丁寧に…。
でご賞味いただけます。

作業係は利用者の皆さんに作業を提供しています。真面目な顔で写っていますが、
実は…。チームワーク良く頑張っています！
！

◎種別：地域生活支援事業
◎事業名：福祉ホーム事業
◎対象者：身体障害者

◎管理人：1名
◎定員：7名
◎居室：全室個室

秋葉台福祉ホームは、
７名の利用者が管理人の支援を受けな
がら自立した生活をする場所です。和生園近くの閑静な住宅街
の中にあります。
恵生園では、障害者自立支援法の施行にともない１０名を入
所施設から地域へと取り組みました。その結果、地域での生活を
望む恵生園利用者７名の方々の願いを、秋葉台福祉ホームとい
う形で、
まず実現できました。
利用者の方々は現在、日中は和生園で就労継続支援Ｂ型事業を利用し、夜間は福祉ホームで生活され
ています。女性4名、男性3名の計７名で協力しあいながら生活しています。恵生園がバックアップ施設で、
非常時には恵生園が対応し、安心安全を確保しています。
当初は、利用者から恵生園に戻りたいという声も聞かれましたが、今は一人ひとりのプライベートな部
屋、自分の自由気ままな生活を楽しんでおられます。
管理人は、利用者一人ひとりの個性に応じて支援しています。管理人の仕事は、非常に多岐にわたりま
す。利用者の事業所への送迎、病院への受診及び通院付き添い、役所など関係機関とのやり取り、日常の
環境整備、個別の相談等などです。
地域では、自治会活動にも参加して、その存在も認知されています。
今後は、恵生園から和生園の日中・夜間一括管理へ移行する方向で検討中です。



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

6 洗足 Vol.2

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
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：知的障害者通所授産施設：078-646-9880
せきもり分場：知的障害者通所授産施設：078-736-3924
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「本物の思い」
コリントの信徒への手紙Ⅰ 9章19節―23節
日本基督教団 神戸愛生伝道所

リレーエッセー

「利用者さんと私」

竹内 富久恵

「ベスト･カップル」

新聞を読んでいて「？」

第一回

と、この写真に目が留まっ

藤田 真奈実

た。プラスチックケースの
蓋を小脇に抱えた親パン
ダ、パンダにしては姿勢が
良い。よくよく眺めてみる
と、子パンダを持ち上げて
いる手の部分には、人間の
指のようなものがチラリ。
記事を読み、腑に落ちた。
生後4ヶ月の子パンダをつまみあげ、山に放とうとしている親パンダは着ぐる
みを着たパンダ研究員なんだそう。記事にはこうあった。
「ジャイアントパン
ダは自然界に約1600頭しか生存しない絶滅危惧種。パンダの約半分は双子
を出産するものの、生命力が強い方の一頭だけを育てる。そこで四川省のパ
ンダ研究施設では母親に気付かれないよう、見捨てられた方を強いパンダと
交換。二頭とも生き長らえるようになった」(2010.12.07,毎日新聞)
勿論、自然のありように逆らったやり方ではあるし、背景に絶滅が危惧され
るという状況があっての事だとも思う。が、このユーモア溢れる研究員の姿か
らは、この子パンダに生きて欲しい、生き抜いて欲しいという思いが伝わって
くるように私には思えた。だからなのだろうか、新聞の見出しにはこうあっ
た。
『偽物の親子―思いは本物』
と。

「わたしは誰に対しても自由な者ですが、すべての人の奴隷になりました。
できるだけ多くの人を得るためです。」
「すべての人に対してすべてのものにな
りました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら、わたしはどんな
ことでもします。それは、わたしが福音に共にあずかる者となる為です。」これ
らは上記した聖書箇所にあるパウロの言葉。
「すべての人に対してすべ
てのものになる」なんて事は本当にあり得ない事で、いくらなろうとしてもそ
れは「偽物」でしかないだろう。しかし、パウロの思いは｢本物｣だったのだ、と
思う。与えられている命を本当に生きる、生き抜く事を共にしたいと本気で
願った、それがこの言葉には滲んでいるように感じる。同時に、では私はどう
なのか、との問いかけにも晒される。そんな「本物の思い」でもって、人の中
に生きているのか、と。この問いかけのうちに、人を共に生かす神様の働きか
けがある事を覚えていきたいと思う。
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編集後記

秋山
鎌田
清水
柴田
中西
中島
大森
森山
小林

米田
岸田
伊藤

由記子
久子
徳子

裕貴子
晶子
和彦
一江
昭二
鈴子
和広
礼奈
佐和子

成己
晴義
勝敏

田村 力男
出口 博之
秋山 稔

奥村 豊太郎
河 幹夫
小林 正幸
杉本 稔
七瀬 勇
長 真知子
山本 亜佐子
臼井 ふじゑ
石原 桂子

土井
山内
濱田

舟戸
桑田
三原

伊賀 咲子
河合 真佐夫
齊藤 登志子
植田 愛
林 友紀
内田 美香
井上 満寿美
岡本 芳寛
三井 芳子

加輪上 敏彦
山形 健一
藤井 直美

正昭
忠徳
義雄

小池
井上
川口

月

10

月

11

月

12

難波 博

９月

皆様のご支援に感謝申し上げます。

佳伸

作蔵
宏樹
淳一

創刊から半年近くが経ち、ようやく
お手元にお届けすることができます。
この号では当法人1号施設「恵生園」
のことを載せております。取材中には
法人の先人達が大変な思いをしなが
ら、福祉を始めた事を聞かされその熱
い想いに触れさせられました。感謝で
す。
また、この号から「利用者と私」と
い う神 戸 聖 隷 職 員 参 加 型 のリレ ー
エッセーを始めました。日頃職員が何
を考え何を思っているのか、多忙の中
書いてもらいました。リレーなのでど
んどん続きます。お楽しみに！
！
（職員
の皆さんもおたのしみに♪）

神戸聖隷へご寄付を下さった方々（敬称略・順不同）

津幡
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神戸明生園で働き始めて４年半が過ぎました。今では大の仲良しになった
女性利用者Ｓさんとの４年半の体験を書かせていただきたいと思います。
Ｓさんは、次の行動に移るのにとても時間がかかる方でした。新人の私が必
死に声かけしても一向に動いてもらえず、おしゃべりすら満足にできませんでし
た。はっきり言って関係と呼べるようなものすらない状態でした。
２年目の春、そんな私がＳさん担当支援員になりました。なんとか関係を作ろ
うと、二人でお出かけの提案をしてみました。最初の二人での外出は、
とても緊
張しました。Ｓさんはお出かけを楽しんではおられたのですが、私とは少し距離を
とって歩いておられました。それでも、帰園すると「また行きたいな。」と言ってもら
えました。疲れた反面、ほっとするやら嬉しいやらの経験でした。
「やって良かっ
た。」と、私なりの小さな自信がつきました。
それから私は、
「彼女が、私とでも次ぎに動いてもらえるように！」と関係づくり
に取り組みました。日々私は、活動の声かけに何度も彼女のところへ行きました。
しかし、なかなか動いてもらえません。やはり、道のりは長いなと思いましたが、何
度も繰り返すうちに、色々話ができるようになりました。そのうち私は、活動に参
加してもらうことよりＳさん自身のことを知っていくことが楽しく感じられるようになり
ました。
半年程たって、
２回目のお出かけをしました。Ｓさんは、一緒に鼻歌を歌いなが
ら、私に腕組みしてくれました。さらに、彼女は大好きな焼きそばを私におすそ分け
してくれました。お互いの距離がぐっと縮まり、なんかカップルのような二人でし
た。何度も居室に通っておしゃべりしたことも、決して無駄ではなかったのです。
私は、いつの間にか彼女から「ぶたこ」
（！
？）
と呼ばれるようになり、何かあれ
ば「ぶたこ呼んで」
「ぶたこに言っといて」とご指名いただくようになりました。別
にトレードマークがあったわけでもないのですが、彼女のおかげで「ぶた」が私
のトレードマークになりました。顔を見れば、熱い投げキッスを送ってくれて、なん
かラブラブのカップルみたいです。担当になった当時のよそよそしさは、今では
まったく嘘のようです。
今思うと新人のころの私には、
「彼女に活動参加してもらえるか、
もらえない
か」しかなかったと思います。現実的な結果を求めていました。私たちの関係
は、関わりが回数を重ねるうちに深まり、ベスト
・カップルになりました。
私は、彼女から一番大切なことは信頼関係を作ることだと気付かせてもらい
ました。つまり、信頼関係がうまくできれば、自然と結果がついてくるものであると
いうことです。
また、ベスト
・カップルを目指して、他の人とも新しい信頼関係を築いていきた
いと思っています。

１月
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