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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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障がいは個性

37年記念式典

（神様から選ばれた人たち）

リレーエッセー「利用者支援から学んだこと」

6月22日（金）

今年度は真生園のホールを

自立センターひょうご

１．記念礼拝

理事長

越 智

私が神戸聖隷福祉事業団にお世話になっ
てから6年目になります。私が福祉の仕事
を選んだ理由は、以前は主に建築関係の仕
事に就いておりましたが、以前から人との
関わりで人の役に立つ福祉の仕事に興味があったことや家族の勧め
もあり、全く違う職種でとまどいもありましたが、思い切って福祉
の仕事に転職をしました。

靖

30年前の1982年は、4月に和田山町立身体障害者通所授
産施設「和生園」
（定員20名）が兵庫県北部の和田山町に開
所し、続いて今号で紹介する神戸市須磨区友が丘に法人初
の知的障害者通所授産施設「神戸聖生園」
（定員50名）と、
同じ敷地内に重度身体障害者療護施設「神戸愛生園」
（定員

沖田 康孝牧師より「招きの中心に」という題で説教をしていただいた。

50名）が開園した年で、現在の神戸聖隷福祉事業団の組織

お話の後2011年度永眠者追悼式を行った。

基盤を築いた年でした。
当時、障がい者は身体的・精神的にハンデを負う社会的弱

２．永年勤続者表彰

者であって保護や援助が必要であるとの考えが主流でした。
その中にあって、神戸聖生園の初代園長金附洋一郎氏は健常
者にも走ることの苦手な人・数式に弱い人・他人との付き合
いが下手な人・等々色々な人たちがいるのと同様に障がいは
その人その人の個性であって、聖書に示されている「神様か
ら選ばれた特別な能力を持つ人たち」であると信じて、利用
者のご家族や周囲の関係者の心配を推して地域のイベントや

【勤続10年】 青山さん

足立さん

梶本さん

中島さん

田村さん

能瀬さん

黒川さん

小紫さん

音楽会への参加、東京ディズニーランドやハワイ旅行と積極

臨時職員として神戸市立ワークセンターひょうごで勤務をさせて
いただくことになりました。ワークセンターひょうごでは、就労を
目標に日々訓練をする訓練生を支援させていただいており、私は主
に紙袋作成を担当させていただいておりました。その中でも各訓練
生の特性に応じて工程を見極め、作業を進めて行く難しさや、四苦
八苦しながらも商品化していく達成感を日々感じておりました。あ
る日、一人の訓練生から紙袋作成について話がしたいと申し出があ
りました。その内容は、初めの工程（配置・作業の割り振り等）か
ら自分たちで作成したいとのことでした。初めから訓練生に作成し
てもらうことに不安を感じながらも、最後まで訓練生達でやり遂げ
ることが出来ました。訓練生同士が話し合い進めて行く姿を見て、
訓練生の可能性を見極め見守ることも支援であることの大切さを学
びました。また、担当していた訓練生の就職が決まった時は家族同
様、とてもうれしかった事を覚えています。それから二年程が経ち、
正規職員になろうと決心しました。ワークセンターひょうごには残
ることはできませんでしたが、神戸愛生園に着任することになりま
した。
神戸愛生園は、入所施設でありワークセンターひょうごとは、ま
た違った利用者さんへの支援が求められました。生活を直接支援す
る中で、介助にとても時間がかかったり、コミュニケーションが上

支援員

平井

正彦

手く取れず、支援の難しさに直面し悩み落ち込むこともありました。
そんな中、交代勤務ではありましたが、職員同士のコミュニケーショ
ンをとることで支援のコツをアドバイスしていただいたり、上司、
同僚が利用者さんと接する姿を見て、利用者さんを思いやりながら
話を聞いていくことから始めなければならないと思い、自分でも積
極的に利用者さんと関わって行こうと思いました。ある日、利用者A
さんが冬の寒い中、駐車場に書かれたラインに沿って、電動車椅子
の練習している姿を見ました。かじかむ手で必死にレバーを操作し、
失敗しても何度も何度も繰り返し練習している姿がありました、私
は思い切って声を掛けてみました。
「寒い中、頑張っていますね。ど
こかに行かれるのですか？」と尋ねたところ、Aさんは手を止めてこ
う答えてくれました、
「電動車椅子で外出がしたいねん、そのための
試験があるから頑張ってるねん！あんたも頑張りや！私も頑張るか
ら！夜勤お疲れ様。
」と明るい最高の笑顔で伝えてくれ、また電動車
椅子の練習に戻って行かれました。日々の中で、何気ない利用者さ
んと支援者の会話ですが、私にとってはその時のAさんの言葉・姿・
笑顔が何よりも、有難かった事を今でもハッキリと覚えています。
支援について悩んでいる時は孤独を感じていましたが、職員同士
のフォローがあったからこそ利用者さんとのコミュニケーションが
図れるようになりました。利用者さんを1人で支援しているのでは
なく、利用者さんの生活の場を少しでも「快適」・「安全」・「楽しく」
を目標にチームで支援していくことの大切さを学びました。神戸愛
生園では1年間という短い間でしたが、支援者として多くのものを
学ばせていただきました。
現在、自立センターひょうごで勤務しておりますが、今まで学ん
だ事を今後の支援に活かして行きたいと思います。私自身まだまだ
成長段階ですが職員間の協力・利用者さんの信頼を築きながら支援
者として自分の出来ることを精一杯努めて行きたいと思います。

的に社会参加支援を実践されました。
施設での作業も、障がいが製品に直接影響する内職的手

ご利用者の権利を擁護するために

仕事ではなく、工具や機器を用いて障がいをカバーする考え
方で車椅子の組立や自動の箱折機械を導入して作業工賃の
向上を図るなど、一般の地域社会で通用する作業を通じて社
会参加を推進されました。
また、当時毎年特別支援学校の卒業生（約150名）を少し
でも多く受け入れるために、就労や社会参加が困難な利用者
に対しては小規模作業所を次々に開所してご家族の要望に応
じて、支援の継続を図りながら新たな卒業生の受け入れも行
われました。また、カナダからの宣教師ニノミヤ・アキイエ
師の指導をうけながら、当時全国的に問題となりはじめた自
閉的傾向の強い方々への対応も全職員で勉強して積極的な
対応をおこないました。

【勤続20年】石田さん

石原さん

井上さん

岩井さん

大橋さん

川井田さん

河邊さん

木村さん

下村さん

田治米さん

田路さん

濱さん

松本さん

宮垣さん

山本さん

勤続20年平生園松本課長
「20年前に他業種から福祉の仕事を選びました。最初の配属
先の恵生園では先輩方に本当に色んな事を教えていただきま
した。今自分が大切にしていることは聖書にある“隣人を愛
せよ”という言葉です。今までお世話になった人や地域の方
に滅私奉公の思いで仕えていきたいです」
３．理事長挨拶

この様に30年前から障がい者に対して保護や援助を行う
「上からの目線」ではなく障がい者を一人の個性ある人格と
して支援し、社会参加支援と地域社会への復帰を実践した神
戸聖生園の支援活動実践が今日の就労支援やグループホー
ム推進のモデルとなり、現在の福祉施策の主流である障がい
者自立支援に引き継がれている神戸聖隷福祉事業団の歴史
を私は誇りとして胸を張って理事長としての役務に励みま
す。
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永年勤続表彰者に激励の言葉を述べられた

わん

はし

かべ

古川柳に「椀と箸 もってくりゃれと 壁たたき」という句があ
ります。
恐らく、隣に住む一人者が腹をすかしているのを見越して、声を
掛けたのでしょう。
すき ま かぜ
想像の域をでませんが、風が吹けば、隙間風が入り、雨が降れば、
やす ぶ しん
雨漏りがするような安普請の裏長屋の光景が見えるようです。夫婦
おたけび
ふ
しわぶ
喧嘩の雄叫びや、子供の騒ぐ声、病気で臥せっている人の咳きなど
が筒抜けになる裏長屋で生活する庶民の匂いと一緒に、貧しくても
お互いを思いやる庶民の優しさ、ぬくもり、思いやりが、この古川
柳から、じわじわと伝わってきます。
それに引き換え、現代の長屋（高層マンション）からは、この
古川柳に見られるような優しさ、ぬくもりが伝わっては来ません。
そう おん
生活音は迷惑な騒音として聞こえないように頑丈に建てられている
からです。
所帯を持ったばかりの若い世代にとって、マンションはプライバ
シーが守られ便利で快適かも知れません。しかし、子供が生まれた
り、親と同居したりしますと状況が一変します。子育てや介護で、
病気や事故などで悩まされることが多くなります。
プライバシーが守られている分だけ、外部とのつながりが薄くな
るという矛盾を抱えています。一歩間違えば取り返しのつかない事
件になることも少なくありません。
また、一人暮らしの高齢者も増え、認知症の方や障害者を支えて

～神戸聖隷における成年後見制度の活用～
神戸聖隷福祉事業団

参与

田口 博彦

シリーズ
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こられたご家族も高齢化しつつあります。
こうした方々にとって、壁を叩こうにも壁は厚く、助けを求める
声は、ご近所には届きません。更に、憂慮すべきことは、市民のプ
ライバシーを守るために出来た個人情報保護法が、逆に、心ある方
の善意ある行動を制約するという皮肉な事態を生じさせていること
です。
学校や地域で、これまで培われてきた人間関係が寸断され、情報
の把握が困難となっています。最も支えを必要とする方たちを“見
守ること”すら、できない状況が生じ、現場からは、悲痛な声が上がっ
ています。何とも理不尽な話です。
大切なのは、手助けを必要としている方たちに、“椀と箸”（奉仕
活動）をもって駆けつけられる人情味のある地域社会へ、古川柳に
見られる心優しい地域社会へとつくり変えていくことではないで
しょうか。そうした地域社会に変えていく切り口のひとつが成年後
見制度なのです。
“ご利用者の権利擁護”を理念に掲げる神戸聖隷福祉事業団は、身
寄りのないご利用者や高齢化しつつあるご家族に代わって成年後見
人の選任を積極的に進めています。
成年後見人は、ご利用者及びご家族と一緒
になって、お互いに知恵を出し合いながら心
豊かな人間関係をもとに安心を届けます。
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開 園 30 年 記 念 特 集
『開園30年を迎えて』
障害者支援施設

神戸愛生園

施設長 村山

盛光

開園30年を迎え、利用者さん、職員に
神戸愛生園への思いを語っていただきました
Q1．神戸愛生園で今後も大切にしたいこと
★ 笑顔 思いやり 謙虚
★ 利用者さんの目線に立ち味方でありたい
★ 人に対する思いやり
★ おいでやすカーニバルや地域の方との関わりを大切にし地域の輪を一層広げていきたい
★ 初心を忘れない（思い出して）利用者の方に接していければと思っています。
★ 常に利用者さんの立場になって考えること、車椅子からの目線で見たり考えたりすること
★ 生活の場であるので少しでも有意義に過ごしてもらえるように手助けが出来ればと思っています。楽しい時間を提供できればと思います。
★ 1週間に1回の短い時間での作業活動を通して少しでも楽しみ、生き甲斐とまではいかなくても喜びを感じていただけるようにした
いと思っています
★ ♡個性を大切に♡ 利用者さんも職員も個性的な人たちばかり。それぞれの“自分らしさ”
“大事にしてるもの”を認め合い、暮ら
しやすい働きやすい愛生園でいたいです。
★ 友達を大切にしたい。 親を大切にしたい。
★ 愛と奉仕の実践を通して、成長していく。
★ ・思いやりの心 ・愛生園に来られる方、利用される方を拒まない所、受け入れようと努力する所 ・地域交流 ・小さな幸せを
重ねる気持ち
★ 雰囲気が良いので、今後も明るくユーモアがあってそして温かい空気を大切にしたい。利用者さんと職員の関係 職員と職員の関係
いずれも、元は人と人との関係であることを大切にして仕事として愛生園の人間としての空気を大切にしたい。
★ チームワークかな
チームが悪ければ必ず利用者さんにかえってくると思うので
★ 職員や利用者さんとのコミュニケーションを大切にしていきたい。
★ 今のままで良いです
★ 良い意味でアットホームな暖かい雰囲気。職員がみんな仲良い所。地域（ボランティア）の方が立ち寄ってくれる雰囲気
★ 人の温もり
★ 利用者さんの気持ちを考え、利用者さんに配慮した声かけや対応を心がけることです。
★ ・利用者さん、職員 ・地域との交流の場（おいでやすカーニバル等の交流があるイヴェント行事）
★ 愛生園では、職場として職員間、職員と利用者さんとの間にある雰囲気がしたしみのある、明るい、といった印象のもののように
感じています。皆それぞれ別の人間なので、互いに合う合わない等あるかもしれませんが、私にとっては居心地がよく働きやすい
雰囲気と感じています。利用者さんにとってもそのことが居心地の良い生活しやすいものに繋がっていたら良いなと思います。今
後もそう感じられる場所雰囲が気続くように自分なりに努めていきたいと思います。
★ 「愛」を基にした総合力とそれらを基にした心地良い雰囲気
★ 笑顔 総合力
★ 今年のような30年記念行事など、行事を行うことで利用者と職員がコミュニケーションをより多く図ることができていたと思いま
した。これからも大切にしていけたらなと思います。
★ 職員の方々、利用者の皆さんとの人間関係がとても良いので大事にしていきたい
★ 利用者さん、職員、ボランティアの方々地域の方々との出会いつながり
★“
「伝統」を知る心”
「愛生園を知る」ということになりますが、まだまだ愛生園にかかわられる方々を時に感じます。先人の支援
者の方々、利用者さん、ご家族様、様々な方々に会い、今存在する愛生園を知ることが出来たらと思います。
★ 利用者の方との接し方、気持ちを大切にしていきたい。
★ ・私が愛生園で大切にしたいことは、もっと利用者さんや職員さんに大切に会話することかな、これからも交流を大切にしていき
たいと思っています。もっと愛生園の今後も大きく大切にもっと話ししていきたいです。これからもよろしくお願いします。
★ わたしにできることであれば、頼まれたことを全部する事を心がけています。
★ もう少し気持ちに余裕をもって利用者さんと話をする機会を増やし利用者さんの思いを少しでも受け止められたらと思う
★ 輪 和 総合力
★ ・明るい雰囲気 ・職員のチームワーク ・ピンチの時も乗り切る力
★ お互いを思いやること
★ ・愛生園独特の空気感－あたたかく誰かが困った時に皆で支え合えるチームを大切にしたい。普段はバラバラな個性を持った職員
たちですがいざ動かねば！という時は一瞬で団結します。利用者支援に対してもそれぞれの持ち前を生かした支援をしています。
そんな空気感を大切にしたいです。
★ 職員間でのチームワーク。助け合い精神。何でもオープン。話しやすくて。聞きやすい。特に女性が元気。働いていて楽しいと思える。
★ 元気、明るい、暖かい雰囲気 ・一歩づつ積み上げてきた地域とのつながり ・手作りで暖かい（ハートフルな）食事の提供
★ 相手を思う気持ちになって接したい！ 笑顔を忘れないようにしたい。
★ ・毎日礼拝でお祈りしている ・給食を前より食べるようにしている
★ ・このままで良い
★ ・ともだちと仲良くしたい。 ・ゆる～いかんじ（良い意味で）
★ みんな仲良く暮らすこと
★ 自分の礼儀や言葉使いを大切にしたい
★ 明るく やさしい気持ち
★ しんらい

神 戸

今年神戸愛生園は無事開園
30年を迎えることができまし
た。1982年5月10日 よ り1日
も休むことなく、利用者の皆
様と共に歩むことができまし
たこと感謝申し上げます。
30年の歩みの中で、制度は『措置』から『契約』
と大きく変わり、それに伴い我々の関わりも『処
遇』から『援助』、そして『支援』へと変わって
参りました。当初「身体障害者療護施設」とし
てスタートしましたが、現在は「障害者支援施設」
として身体のみならず、様々なハンディを持た
れる方にご利用して頂けることになりました。
そのような変化の中においても、変わらず利用
者の皆様の笑顔に接することができますこと、
なによりの喜びです。
30年の節目にあたり、今後の大きな取組3つ
をご報告させて頂きます。
1つ目は、老朽化した建物への対応でありま
す。少し先の話でありますが、10年後の開園40

Q2．神戸愛生園で今後もあなたがやりたいこと・取り組みたいこと

年目を目標に建替えを行いたく思っておりま

★ 優先順位はあるけれど時間内でできるだけ必要とされていることをクリアしていきたい
★ 介護技術の向上
★ クリスマスやイベントを積極的に取り組みたいです。
★ 今日も愛生園に行って楽しかった良かったと思っていただくように利用者さんの個人ニードに出来るだけ対応していく
★ 障害が重度でも楽しめる作業を提供できるようにしていきたいと思います。
★ 利用者さんのニーズに答えられるような作業種目を考えていきたいと思います。
★ 地域の方との関わりをもっと…食事、入浴などの他に高齢者の見守り支援や介護教室、災害時の受け入れ体制作りなど、地域に必
要とされる施設になりたい。
★ 自分の態度、行動、言動がどのような影響を与えるかよく考えて行動していく。
★ ・地域で生活されている方が何かあった時、相談や一時受け入れ「愛生園があるから安心して地域に生活できる」といっていただ
ける所になりたい
★ 職員としてもっと深く味のある職員となりたい。園としては少し余裕を持って利用者さんと接したい。
★ 安全で快適な食事の提供をしていきたい
★ 支援員との会話、外出、食事等のゆとり自分の余暇を楽しめたら幸せです。
★ もっと利用者目線で支援を考えていきたい
★ 職員、利用者共に笑顔を作ること
★ 利用者さんとの会話や時間を大切にし、積極的に関わっていきたいとおもいます。
★ ・行事に進んで取り組みたい
★ 利用者さん、職員さんが（自分も含めて）気持ちよく過ごせる環境を維持し、できることなら更に気持ちよくできるように自分の
態度に気をつけてお仕事していくようにしたいです。
★ ・通過 ・訓練機能としてのグループホーム ・須磨区 神戸市における総合介護支援センター機能をもつ施設（リハビリテーショ
ン、ショートステイ、ヘルパー） ・ハンディを持たれる方に特化した病院 ・建て替えはやらねば
★ （色々な意味で）最後に「よかった」と思っていただけるようなお手伝いができたら…と思います。
★ 担当利用者さんに関わる時間をもう少し増やしていきたいです。
★ このままずっと明るく、笑顔で皆さんに接していける職場であればと思う
★ 身体や心が落ち着ける環境づくり
★ Q1の内容を現代の手法で表現できればと思います。今年は30周年であり記念式典でのフォトムービーは、その一つだと思いました。
（愛生園職員の作成のフォトムービー♪）これからも利用者も職員も楽しんで心を一つにしていきたいと思います。
★ レクリエーションをもっと充実させたい。
★ ・私は、レクリエーションで「ピアノ演奏会」をやってみたいです。愛を込めた曲をやってみたいと私は、思っています。よろし
くおねがいします。私、
「バレー・モダンダンス」もやっています。よかったら「えんぎ」もやってあげたいです。 ・取り組みた
いことはもっと職員さんといっしょに洗濯の仕事を教えてあげたいと思っています。私と話をしながら楽しく仕事したいです。よ
ろしくおねがいします。
★ 生きていて良かったと少しでも思える人生であって欲しいので笑顔を大切にしています。
★ 神戸愛生園に入所してよかった、また外部の方からは神戸愛生園は感じのよい所と言っていただけるよう「接遇」に心がけたい
★ ・地域の中の愛生園 ⇒ 行事の参加 交流 施設の開放 ・中期では新築建て替え
★ ・身体障害以外の分野も勉強（知的、高齢等）・利用者自身が考え、生活を送れるようなサポート ・意思疎通が難しい人も、その
人の思うような生活が出来るようサポートしていきたい。
★ 個別のニードに応えられるような体制づくり
★ ・利用者さんと一緒に楽しいことをたくさんしていきたい。愛生園での出会いを大切にし、皆で愛生園で出会えてよかったと、愛
生園で働けてよかった、愛生園で暮らせて良かったと思えるような取り組みを考えていきたいです。
★ 法律、サービス、後見人の勉強。外出支援。ホスピスケアの対応の勉強。一人ひとりにあった余暇の取り組み。楽しい朝礼づくり。
痛みを共有する会議づくり。
★ 利用者さん、介護者にとって、安心、安全、心地良い、介護技術、接遇技術のレベルアップ ・利用者さん一人ひとりのその人ら
しい「夢」を一つ叶える取り組み
★ OT活動で貼り絵をしたい
★ できる限り“あけぼの”を続けたいと思う。できることは自分でやってみたい（みる）
★ ・泣かないようにしたい ・運動をしっかりやりたい
★・
 編み物、手芸がしたい。皆で出かけたい。 ・ゆっくりのんびりしたい。美味しいものたべたい。 ・おでかけしたい パティオへ。
★・
 作業に行きたい ・箕面温泉（スパガーデン）に行きたい ・水族園に行きたい ・ベッドの捉がめげてきたのでなおしてほしい。
★ クリスマスなどのかざりを作っていきたい。
★ よくしていただいていますのでこのままで充分です。
★ 目標 がんばって ひとりで万代へ買物にいきたい！！
★ 今は歩行器を使って歩く練習をしているがいずれは車椅子を押して歩けるようになりたいのでその練習をしたい。現在も頑張って
います。

す。利用者の方にとって住みやすく、地域で生
活される要支援者の拠点となり、そして職員に
とって働きやすい建物に致したく思っておりま
す。現在、利用者様、職員で夢を語っている所
です。
2つ目は、サービスの質向上のシステムを構
築することです。いくら建物が新しくなっても、
一番大切なサービスの質が悪ければ話になりま
せん。自己満足な取組でなく、第三者の視点を
入れた評価、PDCAサイクルの確立（ISO導入等）
に取組んで行きたいと思います。
3つ目は、特集のテーマである『愛』にこだ
わるというものです。法人理念に流れる『隣人愛』
そして、神戸愛生園の名前の一部の『愛』であ
ります。見えるものでなく、感じるものである
「感性」「魂」を磨いていくことを大切にする姿
勢を持ち続けたいと思います。一番難しいこと
かと思いますが、一番大切な土台となるべきも
のであると考えております。
歩みは険しいかもしれませんが、『愛を生み、
生かす園』として丁寧に進んで参りたいと思い
ます。
今後ともどうか、神戸愛生園を愛し、励まし、
お支え下さるよう切にお願い申し上げます。
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※みんなの「笑顔」で「愛」に思いを込めました。

生 園
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開園30年記念特集
神戸聖生園

施設長

加藤

成久

神戸聖生園の夢

「みなさんの“ゆめ”を文字にしてもらいました。」
神戸聖生園・ケアホームながみね・ケアホームしんりょうだい・ケアホームしおや
いつも、神戸聖生園をご利用くださりありがとうございます。また、多くのご支
援をいただき大変うれしく感じます。
この度『洗足』での当施設掲載という事で、普段はなかなか伝えきれない活動の様子をこの場をお借りして、できる限り説明さ
せて頂きます。
まず、この記事の周りを飾ってもらいました利用者さんお一人お一人の写真についてです。1982年4月に開園した神戸聖生園は、
2012年の今年30年目を迎えています。この歴史を振り返りますと先輩の利用者さん・御家族や職員が取り組まれたことで、もう
今ではできなくなったり取り組まなくなったり、中止せざるを得なくなったりしたことがあります。残念であったり、口惜しかっ
たりするのですが、でも放置したままで進むのでなく神戸聖生園で培われた財産を現在に活かしたり、工夫を凝らし現在に合わせ
て使わせて頂いたりすることで、前向きに取り組みを繋げていこうとしています。それを表すテーマの一つが“ゆめ”であります。
利用者さん一人ひとりに“ゆめ”を書いてもらいました。紙面を囲むように飾らせて頂きました写真がそれです。これは個人
個人の目標になったり、比較的近い将来を考えるヒントになると感じます。私達職員はそれらを実現するためにどうす
ればよいのか、どう支援を考えるのか、その“ゆめ”に少しでも近づく為にはどうすればよいのか。職員全員で取
り組んでいます。
神戸聖生園では「就労継続支援B型」と「生活介護」の2つの支援サービスを多機能型事業所として提供し
ています。ただ、30年の歴史の中では「通所授産施設」として作業支援中心のサービスを提供してきており、
「作業に取り組む」ことを入れてプログラムを組立てています。日々のプログラムは、主に4班に分かれて
取り組んでいます。それぞれの作業班でも、“ゆめ”を文字にしてもらいました。

「工賃貯めてディズニーリゾートへ」

「仕事を頑張って家族に旅行をプレゼント」
▲

自主製品作成グループ



段ボールバリ取り
加工グループ

▲

▲

いずれのホームも個性豊かで特徴を持った「ホーム」です。神戸聖隷（神戸地区）ではケアホーム需要の
声は高く、ご家族の皆さんは入所施設に代わる将来（親亡き後）の住家として期待を持っておられます。こ
うした声に応えるべく、神戸聖生園では法人の第2期中期計画に合わせてケアホームのセンター化を目指した
取組みをスタートしました。より多くの利用者の皆さんが住み慣れた地域で、安心しながら楽しく生活できる
その日を目指し、より一層努力します。神戸聖生園の取組みに、応援よろしくお願いします。

ケアホーム

「仕事を頑張って海外旅行に」

（岩井）

ながみね

神戸市灘区篠原北町…閑静な住宅街に位置し、六甲山系を背に六甲アイランドを眺望できる高台に“ケアホームながみね”
はあります。昼間の眺めはもとより、夜は六甲アイランドから大阪にかけての夜景（100万ドルの夜景）を一望でき少
しリッチな気分に浸れます。ただホームへの坂道がとても急なので歩くだけで足腰のトレーニングになります。
現在、男性利用者3名・女性利用者2名がご利用されています。世話人さん・支援員さんとの関係は、開所以
来のお付き合いということもあり、皆さん信頼を寄せ気心知れた関係の中、安心して過ごされています。

紙器加工グループ

タオル加工グループ

▲

地域の“いえ”としての「ケアホーム」

ケアホーム

しんりょうだい

神戸市垂水区神陵台…閑静な住宅街の一角に位置しています。日中活動先もホームから二軒隣
りと近く遅刻の心配はないようです。現在、女性利用者4名がご利用になっています。世話人さん・
支援員さんも女性なので、女の花園といったところでしょうか。そんな花園に今年から聖生園より
週1回（夕食）支援に入る
ようになりました。現在、
サービス管理責任者（男性）が
固定して入っていますが、ホーム
の実態をよりよく知ってもらうため沢
山の職員との交流や関わりを持ち、利用者の
生活に安心をプラス出来ればと思います。

「明るく、元気に、楽しい事いっぱいしたい」

これらのプログラムは、世の移り変わりの中で変化の必要な時が必ず来ると考えます。特に作業種やその内容はどんどん変化す
るものであり、それに対応する準備やそれらを受け止める柔軟さが必要です。30年を経て次の5年を、10年を歩んでいく中で、変
化を皆様に見える形で実現していきます。そしてこの変化は上記しました“ゆめ”の実現ともシンクロし、クロ
スしていくのだと考えています。
最後になりましたが、右ページに掲載しているケアホームを紹介します。いずれも神戸聖生園がバックアップ
施設です。ケアホームは夜間を過ごす“いえ”で、いずれの利用者も日中は福祉サービス事業所や一般企業へ通っ
ておられます。ここにも“ゆめ”のひとつが存在しています。将来、利用者の皆さんが地域の中で一人で暮らす
ことを実現する場所のひとつになります。私達はこのケアホームを支える仕組みをセンター
化することで作り上げていこうと計画しています。

ケアホーム

しおや

神戸市垂水区塩屋…海に近いJR塩屋駅、山陽電鉄塩屋駅から徒歩5分の住宅街の奥に位置してい
ます。ここは街そのものが古く、人情味のある土地柄。世話人さんもこの地域にお住まいというこ
ともあって、ホームに対する地域の方の理解が深く、利用者に対しても温かく見守ってくださって
います。そんな地域に支えられながら生活しているのは、男性利用者が4名。それを支えるのは、
頼もしい世話人さんと陽気な支援員さんたち、プラス神戸聖生園から週末支援の応援が加わり、に
ぎやかな構成となっています。

神戸聖生園の日々の作業活動の様子、ケアホームについての紹介を“ゆめ”を描きながら
報告させて頂きました。これからの私たちの働きが、みなさんの“ゆめ”の実現に向けてほ
とも
んの小さな光でも燈すことになれば…と考えて支援を展開します。
みな様、これからも神戸聖生園をどうぞよろしくお願いいたします。
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小紫牧師メッセージ

あなたがたも互いに足を洗いあうべきである

日本伝道隊 白川台キリスト教会

小紫 義弘

神戸聖隷事業団の機関紙「洗足」の原稿を依頼され、
「さて何を」
と思い巡らすうちに示

主の聖餐は主イエスの十字架の贖い

されたのがやはりヨハネ福音書 13 章の主イエス御自身の最後の晩餐の場面です。

がわたしの為であったことが聖霊に

聖書には次のように記されている。

よって心底解らせていただく時、これ

イエスは、父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、
また、自分は神から出てきて、

は主イエスが誰でも新しく生まれな

神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取っ

ければ神の国を見ることが出来な

て腰に巻き、
それから水をとってたらいに入れて、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐい

い。
また、新しく生まれなければ神の

でふき始められた。
（中略）

国に入ることができない。（ヨハネ

こうして彼らの足を洗ってから、上着をつけ、ふたたび席にもどって、彼等に言われた、
「わた

3：3.5）の言葉に大きなヒントがあり

しがあなたがたにしたことがわかるか。
あなたがたはわたしを教師、また主と呼んでいる。
そう

ます。

いうのは正しい。
わたしはそのとおりである。
しかし、主であり、
また教師であるわたしが、
あな
たがたの足を洗ったからには、あなたがたもまた、互いに足を合うべきである。
わたしがあ

人はキリスﾄの救いに預からなくし

なたがたにしたとおりに、あなたがたもするように、わたしは手本をしめしたのだ。
（ヨハネ
」

て新生の恵み無くして謙遜になるこ

福音書 13 章 3‑15 節）

とはできません。謙遜らしく見せる事

ヨハネ福音書 13 章 1 節の出足は下記の言葉で始まる。

白川台キリスト教会

は出来ても生れ変わらないでは神の

過越しの祭りの前に、
イエスは、
この世を去って父のみもとに行くべき自分の時が来た

国を見ることも入ることもできないのですから。

ことを知り、
世にいる自分の者たちを愛して、
彼らを最後まで愛し通された。
（13：1）

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 14：17）

主イエスがこの世に来られた目的は公生涯の初め、律法学者ニコデモの会話の中にも
語られている。

神戸聖隷福祉事業団は今日 20 以上もの施設を有するようになったことは幸いなこと

主が最後の晩餐の席上で弟子たちの足を洗われたのはこの出来事の数時間後に起る

である。
しかし、誰もがどんな時も創立者長谷川保師の精神を忘れてはならない。そのス

こと、すなわち人類の罪を身代わりに負い十字架の上において自らの命をささげるため

タートは主イエスの心を心としてすべての人に仕えてこられた長谷川保師の中に燃えて

でありました。

いた聖霊の神の愛が何よりも大切です。

主イエスはあるとき、こうも言われました。父はわたしが命を捨てるから私を愛して下
さるのですと。主イエスは父なる神の御思いを知っておられました。モーセに率いられイ

聖書 ピリピ 2 章 1 節以下

スラエルの民がエジプトから贖い出されるために傷も沁みのない小羊の命がささげられ

そこで、あなたがたに、キリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛とあわれみとが、

ました。
エジプトに死の使いがきた時、エジプトの長子は死に、イスラエルには鴨居に塗ら

いくらかでもあるなら、
どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになっ

れた子羊の血のゆえに死は過越したのです。

て、わたしの喜びを満たしてほしい。
何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を
もって互に人を自分よりすぐれた者としなさい。
おのおの、自分のことばかりでなく、他人のこと

主イエスが最後の晩餐の席でまず、彼らの足を洗われたこととその後、パンとぶどう酒

も考えなさい。
キリスト・イエスにあっていだいているのと同じ思いを、あなたがたの間でも互

をもって最後の食事をされたこととは重要な意味があるのです。

に生かしなさい。
ピリピ人への手紙 ／ 2 章１節〜 5 節

謙遜でありたいと願いつつも、また誰に対しても心よく仕えたいと思いつつも、出来な

職場だけの生き方ではなく、あなたの人生の生き方であるように、家庭においても、近

いのは無理も無いことです。

隣の人々との交わりにおいても、すべての人を自分より優れたものと思うことができます

この聖書の教え、心から神を愛することとすべての人を自分より優れた者と思うことが

ように、
お祈り致します。

出来るために主イエスは来られたのです。

︵敬称略・順不同︶

和夫

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

家庭倫理の会

吉田

靖

徳子

日本ボーイスカウト神戸垂水地区

忠徳

越智

川口

貴子

修三

山内

義雄

松浦

植戸

裕貴子

仁

濱田

手島

秀和

秋山

誠

せきもり家族会

関西福祉科学大学

真司

安津子

喜久子

井上

正喜

書川

和子

森定

植田

芳寛

岡田

玉手山学園

安井

裕子

小西

剛志

岡本

節子

伊藤

藤井

洋一郎

敏彦

大谷

加輪上

金附

和泉

康啓

雄二

田島

野口

忠生

水野

下村

正雄

紳一

鎌田

福江

谷

中

藤井

和美

西村

晶子

礼奈

多果子

村田

清明

美濃部

森山
朱実

重光

山形 朋樹

映子

金附 洋一郎

濱田

竹中 美代子

紘正

茂苗

石原

節子

汎美

利明

三坂

洋一郎

出口 博之

久子

大谷

和子

森兼

吉田

辰也

金附

和泉

恵美子

杉岡

正一

家庭倫理の会

藤本

靖

小西

雄二

みゆき

三坂

安津子

野口

出口

越智

恵美子

水野

太田

岡田

康啓

吉田 和夫

小島

正雄

難波 博

田島

多果子

藤井

美濃部

皆様のご支援に感謝申し上げます︒
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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！

発

行

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。

