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「Dreams come true！」
～聖火ランナーへの挑戦を終えて～
福井
「聖火ランナーをやろうと思ったきっかけは？」
中学生の時、先生に教えて貰った陸上競技の「スラ
ローム」との出会いです。車椅子に乗った僕が選手とし
てパラリンピックに出てみたいなと憧れを抱いたのが

響 氏（びわこ学園障害者支援センターえがお利用者）

ださる、周りの人たちに感謝の気持ちでいっぱいになり
ました。
色んな方に「感動した」と言ってもらえてとても嬉し
かったです。とてもいい経験ができました。

きっかけでした。
その後、東京オリンピックが決まり、「何か目標を持
ちたい、挑戦してみたい」と思っていた時に、リハビリ
の先生に「一緒に聖火リレーを走ってみない？」と声を
かけていただき、新しい生活の第一歩として聖火リレー
に応募しました。

「聖火リレー当日までの道のりは？」

大役を果たされた響さんとご家族、スタッフ

2020年3月に支援学校を卒業後、5月に行われる予
定だった聖火リレーが、新型コロナの影響で1年延期と

「みんなに伝えたいことは？」

なり、僕にとっては体調面、精神面共に1年をかけての

どんなに体が不自由であっても、「こんなことがした

準備期間が与えられて安心しました。聖火リレーまでの

い」、「あんな所に行きたい」という強い意志があった

道のりは長かったです。でも僕を支援していただいてい

ら、「大きな挑戦でも諦めずにチャレンジすること」へ

る方々の協力やサポート、家族の支えのおかげで聖火リ

と気持ちが伝わればいいなと思います。
僕の姿を見て少しでも勇気や希望になってもらえたら

レーを無事に迎えることができました。

嬉しいです。

「聖火ランナー（リレー）をやってみてどうだったか？」

最後にたくさんの方からの温かい励ましのメッセージ

「きっと願えば叶うんだ」と。強い意志と願望を持ち

や応援のお言葉やお手紙をいただきありがとうございま

ながら前向きに日々の生活を送るようにしました。そ
して、その強い想いは届きました。聖火ランナーとして
チャレンジできたことは、僕の一生の思い出となり、こ
れからの人生でいろんな壁にあたり、つまずくこともあ
ると思いますが、聖火リレーの参加のおかげで少し自信
が持てるようになりました。僕をいつも温かく支えてく

した。
「東京2020オリンピック聖火リレー
ライブストリーミング」サイトの「5
月28日（金）滋賀」では最終ラン
ナーを務められた福井響さんの志望動
機と動画が掲載されています。

法人事務局
びわこ学園医療福祉センター草津
びわこ学園医療福祉センター野洲
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職員紹介 ～令和３年度着任職員～
びわこ学園医療福祉センター草津
中村

瞳吾

①理学療法士
②関わり始めは自分も利用者さんも緊張し
ていましたが、お互いに共有する時間が
増えていくことで新たな一面が見られる
ことや、自分の言葉掛けや行動によって
ご本人が笑ってくれた時は非常に嬉し
かったです。また、しっかりと耳を傾け
て下さる親切な先輩方ばかりで温かい職
場だと感じています。
③少しでも利用者さんの笑顔につながるようにスタッフの皆様と考
え、関わっていきたいと思っています。また、常にご本人がどう
思われているのか考え、利用者さんの笑顔を励みにこれからも一
人一人真摯に向き合い、頑張っていきたいと思います。

井手

北村
宇佐見

祥啓

①看護師
②利用者本人との関わりや先輩方からのア
ドバイス、利用者の方についての記録を
読むなどして、少しずつ理解を深めてい
き、関わる中で、笑ってくれたり、緊張
がほぐれたりする様子を見て、嬉しく感
じています。
③まだまだ利用者の方のことで深められて
いないことが多くあります。対人関係なので完全理解は出来ない
かもしれませんが、今日よりも明日、少しでも深めるという思い
で、努力していこうと思います。

夕奈

①看護師
②はじめは拒否が強かった利用者さんと何
度も関わらせていただいたことで、少し
ずつ介助ができるようになったことが嬉
しかったです。
③利用者さんのことをしっかりと理解でき
ていなかったり、他にも拒否が見られる
利用者さんもおられるので、関わりを通
して理解を深めていき安心してもらえる介助ができるようにして
いきたいと思います。

大森

万葉

①看護師
②利用者さんとの関わりを日々積み重ねる
ことで、最初は拒否が見られていた介助
も受け入れてもらえるようになったこと
です。
③毎日一つずつでもできる事が増えるよう
に頑張っていきたいと思います。目の前
の業務だけにとらわれず、利用者さんと
しっかり関わっていきたいです。

東野

賢

①生活支援員
②日々の介助の中で、利用者さんに対して
少しずつではありますが理解を深めてい
る段階です。昨日上手くいかなかったこ
とが今日はできた所が嬉しく思います。
③上手くいかない事、時間を要してしまい
利用者さんや先輩職員に迷惑おかけして
いますが、日々精進を心がけていきます。
よろしくお願い致します。

めい

①看護師
②利用者さんとの関わりの中で、スムーズ
に利用者さんとコミュニケーションをと
ることができ、笑顔を返してくださった
ことがとても嬉しかったです。会話だけ
がコミュニケーションではないのだと感
じることができました。
③利用者さんのことで分かっていないこと、
技術的に不十分なことがまだまだ沢山あるので、利用者さんとの
時間を大切にしながら日々努力していきたいと思います。

内貴
清水

浩気

①理学療法士
②外来の利用者さんに提案した運動が積極
的に取り組まれるようになったこと。病
棟の利用者さんの腹臥位を注意してでき
るようになってきたこと。しかしまだま
だわからないことばかりなので勉強して
いきます。
③利用者さんが安全に安心して楽しく生活
が送れるようお手伝いをしたい。そのために利用者さんのこと、
経験、知識を積んでいきたい。利用者さんやスタッフの皆さんと
一緒に楽しく仕事ができるようになりたい。

いきます。

航太

①看護師
②最初はうまく介助に入れなかった利用者
様にも、時間が経つにつれて介助を受け
入れてもらえるようになったことを嬉し
く感じました。
③利用者様の小さな変化にも気付けるよう
に、日々の状態把握に取り組み、安全安
心した生活を送って頂けるように努めて

向井

裕介

①生活支援員
②ご利用者様との関わりが日々増えていく
中で、少しずつですが関係が築けたり、
理解が出来るようになってきました。今
後もより多くのコミュニケーションを図
り、より良い関係性を持てればと思って
います。
③スタッフの皆様に助けて頂かなければ出
来ない事が多々ありますが、コツコツと1日1日を大切にして努
力を積み重ねて行きますので、何卒宜しくお願い致します。
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令和３年度もはや後半。今年度着任した皆さんは定期的に研修を受け
ながら、配属部署で先輩職員たちと共に利用者支援に精進しています。
就職してこれまでの日々の中で感じていることやこれからについて
綴っていただきました。

谷口

和也

①生活支援員
②日々の活動の中、まだまだ理解が出来て
おらず上手く何を求めているか読み取
れない、その中でうまくいったときに、
笑ってもらえたり穏やかな表情で過ごし
てもらえた時にとても嬉しく思っていま
す。
③これからも利用者の理解を深めていき、
どんなことを大切にしているか考えて、その日その日がより良い
１日になるように関わっていくことができるように頑張っていき
たいと思います。

【自己紹介について】
①職種
②（ 就職してから）印象に残って
いること・うれしかったこと
③これからの抱負

坂本

咲恵

①心理判定員
②利用者さんの様々な形の意思表示を、
じっくりと待ち受け止める職員さんの姿
勢でした。私も、利用者さんが少しでも
気持ちを向けられるような関わりが持て
るよう、努めていきたいと思います。
③これからも、常に利用者さんの立場に立
ち、どう感じておられるか、どう思って
おられるかを想像する姿勢を忘れずに、日々の支援に繋げていき
たいと思います。

びわこ学園医療福祉センター野洲
宇田

晴紀

①理学療法士
②リハビリを行っている時の利用者さんの
笑顔・嬉しそうにしている表情。
③各利用者さんとのかかわりを多くし、信
頼関係を築けるように取り組んでいきた
い。

奥野

正人

①看護師
②印象に残っているとことは、実習のとき
の看護師さんと比べ物にならないほど、
みなさん優しいことです。嬉しかったこ
とは、言葉が通じているかわからない利
用者さんに一生懸命にコミュニケーショ
ンしていると、ふとした瞬間に笑うとき
が同じで、距離がぐっと近づいたような

気がしたことです。
③利用者さんに覚えてもらえるよう信頼関係を築いていきたいです。

山添

みち

①看護師
②利用者さんとのコミュニケーションの図
り方で試行錯誤する中で、たまに合致し
た時には、利用者さんが納得されたり笑
顔がみられたりして嬉しくなります。
③利用者さんの発信しているサインに早く
気づき細やかなケアができるよう、丁寧
な関りを心掛けていきたい。

溝口

時央

①生活支援員
②活動で歌を歌ったり体操している時の笑
顔や、利用者さんと職員さんが談笑して
いるところが、とても印象に残っていて
見ていて嬉しい気持ちになります。
③少しずつ先輩方のように利用者さんと信
頼関係を築けるように、利用者さんに思
いを馳せながら、寄り添える支援をして
いけるようになりたいと考えています。

山田

致します。

美里

①生活支援員
②利用者さんの笑顔を見る事ができた瞬間。
初めての人というだけで緊張したりする
ところからだと思いますが、慣れてくれ
て笑顔を見せてくれた瞬間は嬉しかった
です。
③まだまだ未熟者ではありますが、精一杯
頑張らせて頂きますのでよろしくお願い

北村

彩奈

①生活支援員
②4カ月目の始めに大きな失敗をしてし
まった際には、原因を指摘しながら心配
の声を掛けてくださったことがとても印
象に残っており、びわこ学園の温かさを
実感した瞬間でした。
③何年何カ月経っても慣れのないよう、安
全に介助を行うことを第一目標にしてい
ます。また、業務的な仕事としてこなすのではなく、利用者目線
の援助が行える支援員を目指しています。

法人事務局
⻆谷

恵美

①経理課 書記
②職員の皆さんが親切なのがとてもありが
たいです。
③まずは早く業務に慣れ、いずれは学園の
皆さんに親切をお返しできるようになり
たいです。
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スタッフ

History

びわこ学園では、新任職員といっても新卒の方々だけではなく、それまでの経験を踏まえて次の働く場とし
て入職される方、ライフステージに合わせて新たに正規職員としてスタートされる方など多様におられます。
ここでは、新任職員のうち4名の皆さんにびわこ学園へ入職した経過や半年が経過してきて感じていることや、
これからの抱負などを綴っていただきました。
入職し先輩方に助けていただ
きながらですが、9月で半年を迎
えようとしております。
この3月までは通所施設（ピ
アーズ）に勤務させていただい
ていましたので、入所施設での
勤務は初めてで戸惑うことも
多く不安な気持ちのなかでの早
出、遅出勤務はプレッシャーを感じてもおりました。
ですが、遅出勤務の際にあるお一人の利用者さんを
車いすから居室へ移乗をさせてもらっている時に、利
用者さんが私の方をしっかりと見つめてくださり微笑
んでくださったことがありました。その笑顔を見たと
きに不安だった気持ちがすっと軽くなり、それと同時
に嬉しさが込み上げてきました。今でもその時の笑顔
を思い出すと気持ちが温かくなります。
支援員としてまだまだ未熟ではあ
りますが、３病棟の利用者の皆さん
が今まで通り安心して楽しく生活し
ていただけるように、先輩方と共に
明るく楽しく支援をさせて頂きたい
と思っております。これからもどう
ぞ宜しくお願い致します。
（山本 利美・生活支援員）
びわこ学園医療福祉センター草津

さんさんに就職させていただ
いて約3か月が経過しました。
最初に、研修が5日間あり、び
わこ学園の理念や歴史などに触
れることができて大変良かった
と思いました。びわこ学園とい
う団体の風土、気風にも触れた
いと思っていたので、採用して
いただけて良かったなと感じました。
経験のある高齢者介護とはまた違った利用者への対
応の仕方、考え方があることを知り、新鮮な発見があ
りました。
ご利用者が心を決めるまで待つ、ということの大切
さを教わりました。
まだまだ覚えなくてはいけない業務が多くあり、そ
れができるようになりつつご利用者一人ひとりに向き
合えるよう努力していきたいと思います。
（片岡 正・生活支援員）
びわこ学園障害者支援センター・さんさん
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コンビニよりもうどん屋の数
の方が多い香川県で生まれ育
ち、東京の美術大学に進学後、
滋賀県に住まいの場を移し、右
も左も分からない福祉の現場で
関西特有のノリツッコミの文化
に驚きつつ、生活支援員として
勤務し早10年が過ぎました。
私は大学在学中に大病を患い、自分の身体が思うよ
うに動かない経験から障害福祉の分野に興味を持ちま
した。障害のある方の役に立ちたい…と現場に入る前
はそんなことを考えていましたが、実際は教わる事の
方が多かったです。生活介護、ホームヘルプ、グルー
プホームと様々な生活の場で、児童から老人と年齢も
障害も様々な個性豊かな人々との出会いは自分の財産
になっています。
今年の4月から着任した生活支援センターでは、相談
員として勤務しています。制度やサービスの種類、他
機関との連携の重要性など、これまで知らなかったこ
との多さに圧倒されながらも、福祉サービスを必要と
する方の生活がより快適に豊かなものになることを目
標に業務に取り組んでいます。過去に経験した生活支
援の現場で働く風景とは全く異なるものではあります
が、一日一日を丁寧に前向きな気持ちで出会いの中か
ら学びを見つけて業務に取り組んでいきたいです。
（片岡 明子・相談員）
知的障害児者地域生活支援センター・相談課

本年度からセンター野洲で生
活支援員として勤務させていた
だくことになりました、松本吏
世です。前職は、陸上自衛隊の
実業団として主に柔道をやって
おりました。入職し4カ月が過ぎ
他の先輩方に助けてもらいなが
らですが、少しずつ出来る事が
増えてきて、心にも少し余裕が持てるようになりまし
た。
まだまだ知識不足や技術不足等ありますが、少しで
も利用者さんにとって心地よく、楽しく過ごせるよう
に支援していけたらと思います。そのためにも利用者
理解を深めていけるように努力していきます。今後と
も宜しくお願いします。
（松本 吏世・生活支援員）
びわこ学園医療福祉センター野洲

スタッフ

History

びわこ学園は病院機能と福祉機能を併せ持った法人であり、多様な職種の職員が利用者支援に携わっています。
今年はそれぞれにびわこ学園で働く中で感じていることを綴っていただき、職種ごとでまとめさせていた
だきました。

（年数はびわこ学園での勤続年数です。）

2002年に福井医科大学を卒業

びわこ学園に就職し、人員不

して小児科医になりました。一

足やコロナ対策で日々の業務に

般小児科医の研修は神戸の病院

追われ、毎日目の前の仕事をこ

で受けました。

なすだけで、５年が過ぎてしま

レジデントとして静岡てんか

いました。

んセンター、小児保健センター

就職した初日に家族の方に、

で研修を受けたのち2011年にび

「本人さんはどう思てはるんや

わこ学園に入職しました。

ろ？」と問いかけられ、人生

びわこ学園での利用者さんは小児期、青年期、中年

観が変わり、患者さんだけでなく、一緒に働く様々な

期、高齢期と実にさまざまな年齢の方がおられます。

部署の人達も、どう思ってはるんやろと、相手の身に

そして障害をおもちの箇所もみなさん異なります。特

なって考え、仕事をすることを心がけてきました。

性も性格も異なれば治療やケアの仕方も変わってきま
す。

なかなか理想だけで実現できていませんが、お薬を
通して薬剤師としてできる事、患者さん個々に合わせ

最近よくきくようになった多様性という言葉の意味
をびわこ学園にいると実感できます。症状や病態は簡

て役に立つ事を探し、新しい仲間とともに、頑張って
いきたいと思います。

単に治療できない場合も多いですが、多職種で連携し

今後、もっともっと患者さんと接し、もっともっと

ながら利用者さんのケアやQOLを考えていける一員

積極的に病棟にも足を運び、できる事を探していきた

であることにやりがいを感じます。そして小児期から

いと思っています。よろしくお願いします。

成人期まで長い経過で患者さんやご家族との関係性を

（秋葉

作っていけるのも魅力だと感じています。今後ともよ

びわこ学園医療福祉センター草津

陽子・薬剤師・６年目）

ろしくお願いいたします。
（小田

望・医師・11年目）

びわこ学園医療福祉センター草津

リハビリ課の先輩セラピスト
をはじめ、みなさまのあたたか
い支えがあり４年目を迎えるこ
とができました。

2011年４月に医療福祉セン

姿勢を整え日常生活がより過

ター草津に着任し、早いもので

ごしやすいように関りをもつこ

10年が経ちました。

と、利用者さんそれぞれが大切

「本人さんはどう思てはるや
ろ」、10年前にこの言葉に出
会いました。入職してすぐのこ
ろ、重症心身障害という言葉は
知っていながら、人工呼吸器
などをつけ、体も変形している、寝たきりの目の前の
利用者さんの姿に、理学療法士として何ができるのだ
ろうと、衝撃を受けたのを今でも覚えています。しか
し、同時に利用者さんの生活を支えている先輩職員や
その関わりと活動の中で見える利用者さんの生き生き
とした表情に「本人さんの思い」を感じました。
11年目を迎え、やまびこ生活支援センターに異動と
なり、地域の中で「本人さんはどう思っているんやろ
う」と再度考え直すことが多くありました。この言葉
を胸に、もう一度原点に立ち返って、頑張っていきた

にしている作業…食事のこと、
さをり織りや紙漉き、その他リハビリの中で（ゆさぶ
り、引き出し、確かめ合う）中で生まれる、表情の変
化・笑顔はとても力になります。
少し前になりますが、利用者さんの○○歳のお祝い
をできたことは、日々の過ごしがよりよいものになる
様、多職種で連携してきた実感を持ちやりがいと嬉し
さを感じました。
利用者さんがきらっと輝ける時間や、今日も楽し
かったと思ってもらえる様なリハビリが展開できるよ
う、これからも知識と技術の研鑽に努めていきたいと
思います。
（畑

智子・作業療法士・4年目）

びわこ学園医療福祉センター野洲

いと思います。
（泉

圭輔・理学療法士・11年目）

知的障害児者地域生活支援センター・相談課
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スタッフ

History

ここでは、看護師4名の皆さんに綴っていただきました。
私は、肢体不自由のある子
どもと親の自助グループ活動
に長年携わってきたことが
きっかけで、重症心身障害の
ある方への看護を学びたいと
思い、びわこ学園に就職しま
した。
当時は、障害により意志や感情表出が困難な
利用者さんの思いを捉えることの難しさに直面
し、行っているケアに自信を持てませんでした。
就職して3年経った現在でも利用者さんの思いを
理解できるようになったとは到底言えません。し
かし、個々の生い立ちや背景・障害特性を知り、
日々の関わりの中で利用者さんの表出を体感する
経験を重ねることで、少しずつではありますが、
その思いを推察し、ケアに生かすこともできるよ
うになってきたと思います。
今後も、“本人さんはどう思てはるんやろ…”
と常に利用者さん目線で事象を捉え、利用者さん
主体の看護を目指していきたいと考えています。
（曽我 浩美・看護師・4年目）
びわこ学園医療福祉センター草津

びわこ学園に就職して3年
が経ちました。
私は、卒業後大学病院に就
職しましたが、あまりの忙し
さに自分の目指す看護を見
失っていました。そこで、
「患者さんの思いを大事にし
たい」という考えから、びわこ学園に就職しまし
た。
それでも、最初は利用者さんとうまく関われ
ず、落ち込んでいました。その時、看護課長から
「歌えなくても良いから自分の言葉で寄り添って
あげたらいい。今日は指先のマッサージをしよう
かなとか、小さなことを積み重ねたら良い」とい
う助言を頂きました。
その言葉に助けられ、少しずつ、利用者さんの
小さな変化を看護に繋げることができています。
今後も利用者さんの思いと、生活に寄り添ってい
きたいと思います。
（小畑 のぞ美・看護師・4年目）
びわこ学園医療福祉センター野洲
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それまで利用者さんとは日
中だけの関わりだけだった通
所と違い、住棟は利用者さん
の1日24時間を支えるという
大きな違いがありました。
この5年間、新しい経験に
戸惑いながらも楽しく毎日が
あっという間でした。まだまだ未熟な私ですが、
これからも知識・技術の向上に努め自分に何がで
きるか考え実践していけたらと思います。
日常生活と医療の場の２面性が混在し、その中
で様々な職種、たくさんの方たちが関わって利用
者さんの生活が日々変わることなく繰り返されて
いる…そんな環境の中でこれまでの出会いに感謝
し、これからの新しい出会いにワクワクしながら
利用者さんの『生活の中の看護』をこれからも楽
しんでいきたいと思います。
（奥村 陵子・看護師・6年目）
びわこ学園医療福祉センター野洲

びわこ学園に就職し、10
年が過ぎました。
この10年の間に、住棟・
外来・通所とたくさんの経験
をさせて頂き、多くの人と関
わらせて頂きました。そして
その多くの人達から、数え切
れない程たくさんの事を教えて頂きました。
この10年の経験と学びは、私にとって大きな
財産となっています。
これからも多くの人と関わらせて頂きながら、
たくさんの事を教えて頂き、日々成長していきた
いと思います。
そしてこの10年の間に関わらせて頂いた全て
の方に感謝し、少しでも多くの人のお役に立てる
よう精一杯努力していきたいと思います。これか
らも、どうぞ宜しくお願い致します。
（林 由香・看護師・11年目）
びわこ学園障害者支援センター・かなえ

スタッフ

History

ここでは、事務部に所属する4名の皆さんに綴っていただきました。
◆「コロナ禍」が叫ばれるようになって早2年が経とうとし
ています。この間、多くの尊い命が犠牲になってきまし
た。今なお、現代社会に大きな影を落としています。
◆「国民の命と暮らしを守る」幾度となくこのフレーズを
聞かされていますが、現状、ワクチン接種を進めること以
外、有効な策を見出せていない状況です。そのうち「治療
薬」に軸足が移るんでしょうか。
◆現下のコロナ禍は一刻も早く終息してほしい、というの
は切に願うところですが、一方で自治会活動や親戚付き合
いなど、これまでの因習や煩わしさから解放されているこ
とも事実です。また、私にとっては外出自粛等による窮屈
さを感じることもあまりありませんでした。このコロナ禍
は、これまでの生活スタイル、人間関係などを考え直す契
機となっていることも事実かと思います。
◆「断捨離」や「ミニマリスト」といった言葉が一般的に
なりました。足るを知り、あまり高望みをせず、分をわき
まえて暮らす。皆さんも、このコロナ禍が終息したとして
も、大量生産・大量消費の歯車の一つにそのまま戻らず、
自分なりの「知足安分」の暮らしをデザインしてはいかが
でしょうか。
（奥村 壽純・庶務課長・6年目）
びわこ学園障害者支援センター

「レセプト請求・電子カルテ担当業務に
従事し学んだこと」

診療報酬・介護給付費請求は診療・支援行為の結晶た
る対価を行政請求→収入換価→労務還元→のアジャイ
ルによる経営維持の直接効果及び利用者の「生活」に資
する間接効果を及ぼし得る。蓋し前者が手段、後者が目
的であり、「その人らしく…ふつうの生活」たる理念に
想いを馳せるならば、医療福祉の制度設計は生命身体の
法益に直結し、幸福追求たる「尊厳」保護を内包するが
故である。その一端に触れる事が出来た稀有な分水嶺で
ある。
診療記録は医療機関の生命線である。電子カルテは効
率化の反面、真正性担保が問題視され得るし、不可逆的
利益が生ずる蓋然性故厳格管理が要請される。もっとも
記録の必要性・緊急性に鑑みれば、システムの牽連性、
折衝調整、対応序列化等でガバナンスの相当性を図る骨
子であり看過は責任重大である。然るに医療看護支援の
デバイスたる進展・刷新は「命を支える」為にも看過し
てはならない。
このように学園理念は教示し続ける。他者への尊厳を
忘れるな、懈怠するなと。それは如何なる混沌な時代・
状況下であっても不変であり、揺るがぬ事を教えてくれ
ている。
（堀田 智宏・医事課書記・6年目）
びわこ学園医療福祉センター野洲

びわこ学園で正規職員として働き始めて５年が
経ちました。就職した時は嘱託職員として働いて
いたので、合わせると10年以上になります。形態
食の調理は初めてで覚えることも多く、はじめは
すごく戸惑いました。
盛り付けもただ料理をお皿に入れるだけではな
く、どうやったら綺麗に、おいしそうに見えるの
かいろいろ考えながらやるのが楽しくて、毎日ワ
クワクしながら出勤していたのを覚えています。
任せてもらえる仕事が増えてきて嬉しさもあり
ましたが、緊張と不安もあり大変な事も多いです
がそれでもこの仕事にやりがいを感じています。
行事食の時に病棟に行き、みなさんおいしそう
に食べている所を見ると、この仕事をやっていて
よかったなーと思います。
まだまだ分からないことも多く苦手なことも多
いけど、今よりもっと食べやすい食事、介助しや
すい食事を目指していろいろな事に挑戦していき
たいと思います。
（角田 真一・調理師・６年目）
びわこ学園医療福祉センター草津

25年前に就職したときから、びわこ学園をとりま
く環境は、法律の改正等、目まぐるしく変わってきま
した。社会の視点や考え方も変わり、ニーズも明確化
し、その急速な変化に、びわこ学園はできる限り応え
てきたと感じます。
業務も大きな変化を遂げました。Windows登場！
今でこそLANやインターネットは当然で、今やパソ
コンがなければ、しかも繋がってなければ業務に支障
がでる状態ですが、就職当時は事務所にパソコンが１
台あるだけだったと記憶しています。
社会に応えるべくしてびわこ学園は巨大な組織とな
りました。就職当時びわこ学園は、第一びわこ学園と
第二びわこ学園だけでした。今では名称も医療福祉セ
ンターに変わり、それぞれの機能を有した事業所も増
え、様々な声に専門性と連携をもって応えています。
しかしこれらは、決して最近始まったことではな
く、びわこ学園が歩みはじめてから、またそれ以前か
ら実践してきたことだと思います。
昔の上司に「社会や法律が変わろうとも、テクノロ
ジーが発展しようとも、人と人との触れ合いの中で命
の豊かさや尊厳を育み伝えるという根本は、決して変
わることがないびわこ学園職員の生業である。」とい
うことを教えられました。今度は自分が伝えられるよ
う励んでいきます。
（阿部 征彦・庶務課長・26年目）
びわこ学園医療福祉センター草津
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び わこ

Topics
Topics❶

「コロナ禍でも変わらない家族とのつながり」

～オンライン面会の様子～

びわこ学園医療福祉センター草津

＜第1病棟

第1病棟・第2病棟・第3病棟

毎日面会に来られていたご家族と利用者さんとの大切な時間＞

入所者とそのご家族はコロナ禍でリモート面会をされています。
コロナ禍以前はご家族が定期的に来園され、入所者本人の居室にて面会をされていました。現在も週1回
程度でご家族が来園され、リモートで面会をされています。
リモート面会当日には、朝にリモート面会があることを報告させて頂いています。その声かけにうれしそ
うな笑顔が見られることもあり、楽しみにされています。面会時には、画面越しにご家族の顔が映って声が
聞こえると画面の方に笑顔で視線を向けておられる姿が見られています。ご家族もご本人の顔を見ることで
様子を知る事が出来たり、直接働きかける事で互いにほっと出来る大切な時間になっているのではないかと
感じています。これからも一息ついて互いが安心出来る貴重な時間となる様に支援できればと思います。

＜第2病棟

遠方のご家族と笑顔の会話＞
Ａさんの面会は、以前はご両親揃って行われてい
ました。お父さんが体調を崩されてからは、お母さ
んのみの面会となっていました。さらに、コロナ禍
で面会ができなくなった時には、Ａさんはとても寂
しそうでした。
リモート面会が始まり、タブレット越しではあり
ますが、ご家族の顔を見たり、声を聞くことができ
て、Ａさんはとても嬉しそうです。お家におられる
お父さんも毎回一緒に参加されていて、「Ａちゃん、

直接は会えなくても変わらない利用者さんと家族との絆

また（学園に）いくよ！」と声を掛けると、Ａさん
は手を挙げて応えています。最初の頃はタブレット

から自分の名前を呼ばれる事に、とても不思議そうにされていましたが、今はすっかり慣れておられます。
リモート面会は毎週1回、限られた時間ですが、この時間はとても温かい空気に包まれていて、同席する
職員もいつも笑顔で過ごさせていただいています。

＜第3病棟

学齢期の利用者さんとご家族そろってのふれあいのひと時＞

第3病棟では、学齢時の方とご家族が、週に1回リモート面会をしていま
す。コロナ禍以前は、毎週面会に来てくださっていたのですが、会えなく
なった中、週に1回のリモート面会は貴重な家族との時間です。
弟が名前を連呼したり、時には絵本を読んでくれたり、戦隊ものの玩具を
画面越しに見せてくれたり・・・。
何気ない普通の兄弟のやり取りが展開していきます。お兄ちゃん、お父さ
ん、おじいちゃん、おばあちゃんが、入れ替わり覗きに来られる日もあり、
楽しい時間を過ごしています。そして、ご本人は、お母さんの呼びかけに大
きく頷いて応えたり、体調が良い時には声を出してたくさんおしゃべりもし
ています。
最近では、タブレットを見ただけで、ニヤニヤと期待した表情になってい
ます。本人にとって楽しみの時間になっているようです。成長期の子どもさ

画面越しの家族とのふれあい

んにとって、画面越しではありますが、日々の成長を見てもらえる大事な機会だと感じます。
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び わこ

Topics
Topics❷

『コロナ禍でも楽しめる環境づくりの工夫』

～日常での小さな工夫の積み重ね～

びわこ学園医療福祉センター野洲

粘土室担当

水津

哲

コロナ禍のなかで例年のように外出の機会を持つことができず、またボランティアさんによるコンサート
などのお楽しみも難しくなり、利用者さんにとっても職員にとってもストレスを感じることの多い日々と
なっているように感じます。そうかといって無理をすることもできないなか、日々日常のなかでの小さな工
夫の積み重ねが大切なように思われます。
センター野洲では日々の生活の中で楽しみを共有していくための環境面への取り組みを重ねてきました。
そのことについて紹介させていただきたいと思います。
外出同等の楽しみとはいかなくても、園内の散歩において、季節感を楽しみながら散歩の目的となる場が
持てるように配慮と工夫をしてきました。具体的に
は、リハ室前のホールに季節ごとにかなり大掛かり
な飾り付けをし、その一部を利用者との共同作業の
場（貼り絵）となるように設定をしました。ほぼ毎
月画題を変えて貼り絵を完成させています。
また、外には日除けを多数設置して、シャボン玉
セット（口で吹かないもの）の常設や、外で音楽を
楽しむ場（共振BOX）や涼むためのミストシャワー
を設置しています。それらを利用して屋外で気軽に
シャボン玉を楽しんだり、音楽を聴いたりしていま
す。

リハ室前ホールの飾り付け

また様々な仕掛け風車を設置し、風のテーマパー
クのような雰囲気のなかで散歩を楽しんでいます。
いつまで続くのかわからないコロナ禍ではありま
すが、未来に置き換えることのできない現在を、ゆ
るされる条件の中で精いっぱい楽しんでいけたらと
思います。

仕掛け風車

利用者との共同作業・貼り絵

職員有志によるコンサート
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び わこ

Topics
Topics❸

「かけがえのない時間と経験と感動、そして感謝」

〜聖火リレーを終えて～

福井

美穂 氏（びわこ学園障害者支援センターえがお利用者・母）

2021年東京オリンピックの夏。

走行前の彼はとても緊張していました。

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、

でも、落ち着いていて堂々と真っ直ぐに前を

不安を抱えながらの暮らしとなってしまいまし

向いていました。私は、彼がいつも本番に強い

た。医療従事者の皆様、私たちの生活維持に

のできっと自分の力を振り絞ってくれると信じ

不可欠なお仕事をしてくださっているエッセン

ていました。自分のありのままの姿で「願えば

シャルワーカーの皆様に心より深く感謝いたし

夢は必ず叶うんだ！」と強い思いで臨み、自分

ます。

自身への挑戦として、夢や希望を諦めずに生き

一年延期となった東京2020オリンピック聖
火リレーは、今年3月に東北からスタートして

ていたと思います。

日本全国100カ所以上を駆け巡り、この夏、オ

走行後は、とても清々しい表情でした。長浜

リンピックとパラリンピックへと無事に繋がり

市の最終ランナーとしての大役を担い、達成感

開催されました。アスリートの皆さんのご活躍

を感じていたようで目をウルウルと輝かせなが

には感動し、元気と勇気をいただきました。

ら、「良い経験ができて良かった！参加できて

滋賀県での聖火リレーは、5月27日・28日

嬉しい。こんなに感動したの初めて！！」だと、

とも沿道での応援自粛となり、オンライン配信

静かに語ってくれました。滋賀県に生まれ、長

での応援でした。また、五輪組織委員会、滋賀

浜で育ち、これまでもこれからも環境や人に恵

県内、スタッフ、地域ボランティアの皆様のご

まれていることを誇りに思うでしょう。

協力のおかげで、開催されました。
振り返りますと、前日、当日までお天気の心

19歳の夏。人生初のTOKYOオリンピック
聖火リレーはかけがえのない時間と経験と感動

配と体調の心配をし、最後まで気が抜けません

を経て最高の思い出となりました。母としても、

でした。聖火リレーを目標に一年をかけ、日常

とても貴重な経験をさせてもらえましたことと

生活、健康管理、体調、車椅子調整を「チーム

同時に、無事に終えられた安堵感でいっぱいで

響」として、ともに何回も何回も準備を重ねて

した。

きました。

また、聖火リレーを終えてからたくさんの

長浜市は夜の走行の為、ポイント場所へ移動

方々から心温まるメッセージや激励のお言葉、

するバスの窓からは、夕日が琵琶湖一面に光り

お手紙をいただきとても嬉しく心よりお礼申し

輝き、応援してくれているかのように眩しかっ

上げます。ありがとうございました。

た光景が目に焼き付き、私たちの胸はよりドキ
ドキ感とワクワク感で高鳴りはじめました。

10

ていくんだ！！と強い思いを抱きながら走行し

最後に、尊敬する方から、「母として誇らし
い気持ちですね。大変なこともたくさんあると

伴走者は小学校の頃から10年来お世話になっ

思いますが、息子からの素晴らしいサプライズ

ている長浜赤十字病院訪問看護ステーション理

ですね。」と母として励みになるメッセージを

学療法士の川㟢孝子先生です。聖火リレーに一

いただきました。とても心に響きました。

緒に応募、参加へと背中を押していただきま

今後はこの経験を活かして、彼がやりたいこ

した。そして、びわこ学園障害者支援センター

とをチャレンジし、新たな目標に向けて一歩一

生活介護事業所「えがお」の河井孝典さんです。

歩、前へ進みたいと思います。陰ながら母とし

お二人の心強い力添えをいただきました。

て寄り添いサポートに努めたいと思います。

び わこ

Topics
Topics❹

「目指せ、大図鑑!!」

～さくらはうすの今も昔も感じられるようなホームページに～
知的障害児者地域生活支援センター

さくらはうす生活支援員

堀尾

成史

こんにちは、さくらはうすのホームページと７月に開設した
ブログ『さくら図鑑』の編集者代表の堀尾です。
この度、ホームページなどを始めようと考えたきっかけは、
通所している皆さんの姿を伝えたいというさくらはうすの思い
がまず挙げられます。
さくらはうすは、開所して21年目を迎えました。その間、
職員は、利用者さんの姿を沢山カメラに収めてきました。しか
し、見ていただける機会が少なく、いつももったいないと感じ
ていました。
さらに、地域のさまざまな人や機関、団体との連携や利用者さんへ社会参加、地域交流の機会の提供が、
近年生活介護事業に更に求められるようになりました。しかし、2020年から続く新型コロナウイルス感染
拡大の影響で、直接的な交流が難しい状況が現在も続いています。このような事情もあって、ご家族や地域
への発信のツールとしてホームページなどの活用を考えました。
こ のこ と を 職 員 で 話 し て い る と 、 8年 位 前 に 当 時 の 通 所 課長が
「ホームページで皆さんの通所中の表情や取り組みの様子をみてもら
えたらいいね。」と話していたのを思い出してくれた職員がいました。
その頃は、まだホームページは何か特別なこと、難しいことかなと感
じていました。現在は、スマートフォンの普及やSNSの発展、コロナ
禍でオンラインでの会議やショッピングの増加などで、よりインター
ネットが身近になり、ホームページやブログを使うハードルが下がっ
てきたことも大きな要因です。
また、昨年度ひまわりはうすのホームページに、私の携わった通信
や展示のお知らせが載ったことも今回のことを考えるきっかけとなり
ました。
今、ホームページには今年の写真を載せています。利用者さんが、
50人を超えるさくらはうすですので、1度に皆さんの写真を載せるこ
とは難しいので、継続するなかで少しずつ載せられるように意識をして取り組んでいます。その工夫として、
ブログの更新に合わせて、ホームページトップの写真を変更しています。スライドショーにすることで、写
真を複数枚載せられ、沢山の利用者さんの姿を見ていただけるようになりました。
今後は、さくらはうすの歴史を振り返り、まだ見ていただいていない写真も載せたいと考えています。よ
りさくらはうすを知っていただく機会になるかと思います。ただ、7月に始めたばかりですので、それをい
つ始められるか分かりませんが…。
ちなみに、ブログタイトル『さくら図鑑』は、他の通所事業所（さんさんやたいよう、かなえなど）を参
考にしました。さくらはうすは、やはり「さくら」の響きが良いのでそのまま採用しました。そして、その
いろいろが詰まっている「図鑑」みたいにしたいという希望を込めて『さくら図鑑』にしました。個人的に
は、「桜の図鑑」を検索した人に覗いてもらえるかもしれ
ないという淡い期待も込めています。
ホームページ、ブログ共に不定期更新ですが、ご覧いた
だけたらと思います。よろしくお願いします。

さくらはうすのホーム
ページはこちらからご覧
いただけます。
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ご協力ありがとうございます
（令和３年４月～令和３年７月）（敬称略）

皆様の心温まるご支援に感謝いたします。
寄付金

（寄付金についてはいただいた方の御名前または団体名のみご報告させていただきます。
）

法人

びわこ学園医療福祉センター野洲

寺本喜宥／白石 剛／遠藤幸太郎／

優友会

田中香也子／今宿 功
びわこ学園障害者支援センター

知的障害児者地域生活支援センター

中村百合子／中村順一郎

優友会

物品の寄付
びわこ学園医療福祉センター草津
日用品…森川恵美子／みつばち会 代表 廣瀬房子／田中宏樹／
食 品…野鹿幸治／小汐井神社（草津市社会福祉協議会フードバンクを通じて）／石塚義之・千恵／松村明美
びわこ学園医療福祉センター野洲
食 品…服部重正

日用品･･･丸山恵子／種村悦子／野洲学区体育振興会／後藤

びわこ学園障害者支援センター
食 品…督永勝次

その他･･･神戸俊也

知的障害児者地域生活支援センター
日用品…星川のり子／目片江利香／井口洋子／里見康子
その他…堤 芹華／アルカ・ミッコ

ボランティアのみなさん
びわこ学園医療福祉センター草津
宇野郁子／市田美由紀／市田悠晟／池端海人／池端美保
びわこ学園医療福祉センター野洲
レイカディア大学園芸科42期／レイカディア大学園芸科OB／野洲赤十字奉仕団／ニレトミ会／together／
天理教婦人会／近江金田教会／更生保護女性会／レイカ野洲／左部真千恵／今里哲也／樋口世治／堀田千景／
森 紳司／上田順子／田中規久子／林 政子／細川久子／安藤眞紀／川端しづ子
びわこ学園障害者支援センター
山本／青人草／石田自治会・ななまがり 今野弘子／せんちゃ咲和の会 酒井可奈子／
笠縫東学区更生保護女性会 卯田美千代

その他の協力団体
びわこ学園家族の会
サーモカメラ（医療福祉センター草津および野洲各３台）
びわこ学園後援会
各施設等での事業補助
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