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新年明けましておめでとうございます
社会福祉法人びわこ学園理事長 山 㟢

正策

新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、令和4年の新春を健やかに迎えられたこととお慶び申し上げます。平素は格別
のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は新型コロナウイルス感染症の第3波、第4波、第5波とほぼ1年中感染が続き、収束する兆しは見
られませんでした。
緊急事態宣言が出される中で、なかなか気を緩めることができず、その対応に四苦八苦していたように
思います。
びわこ学園では、入所部門や在宅支援部門の、各事業所での流行ステージごとの対策や、感染防御のた
めのアルコール類、マスクや防護服の確保、職員一人一人の出勤前の検温や消毒の徹底、感染流行地への
外出制限、濃厚接触時や体調不良時の休暇の取り方協議、感染が広がるたびに職員への注意喚起等々、障
害児者へのコロナ感染を予防するための手立てを考え、さらに外来受診の制限や電話再診の実施、短期入
所利用の制限、面会の禁止、また最終的には疑わしい障害児者や職員は、びわこ学園で簡易PCR検査を実
施するところまで進めてきました。
しかし幸い４月後半からコロナワクチン接種が、職員や利用者に実施できるようになり、それが9月頃に
は終了し、またコロナ感染症の第5波も落ち着き始め、現在様々な制限を少しずつ解除できつつあります。
職員の一人一人がしっかり意識しながら感染予防をしていただいているおかげで、びわこ学園の利用者
の感染は今のところ見られず、何とか乗り越えてきたようには思いますが、今年はどうなるか全く不明で
予測も立ちません。
国内で開発されたコロナワクチンが普及し、同時に予防のための経口薬が国内で開発使用されれば、毎
年のインフルエンザ並みの対応で行けるかもわかりませんが、しかし重い障害児者への感染は、その呼吸
器系の合併症からすると今後も出来るだけ予防していくことは必要です。
インフルエンザ感染症については、東日本や西日本の重症児者施設の報告を受けながら、その流行状況
や各施設のワクチンを含めた対応などを協議会で協議してきましたが、コロナ感染症についても情報を
しっかりと把握しながら感染対策を立てる意味でも、全体で協議が進むことを期待している所です。
新型コロナウイルス感染症はもうしばらく続くことが危惧されますが、今後はその対応が改善されてい
くことを願っています。
皆様方のさらなるご理解とご支援よろしくお願い申し上げます。

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
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

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

077-587-1144
077-566-0701
077-587-1144
077-585-8040
077-527-0494

〒520-2321
〒525-0072
〒520-2321
〒524-0014
〒520-0802

野洲市北桜978-2
草津市笠山八丁目3-113
野洲市北桜978-2
守山市石田町707
大津市馬場二丁目13-50
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月に 方々
1
４年 迎える
和
令 式を
成人

～新たな出発を祝して～

う
と
で
め
お
す
ま
人
成
ござい

令和４年1月に成人式を迎えられ
る皆様をご紹介させていただきま
すとともに「成人おめでとう」を申
し上げます。今後一層充実した日々
を過ごされることを願っています。

びわこ学園障害者支援センター

中川渉斗さん
（えがお）

藤田拓磨さん
（えがお）

福井 響さん
（えがお）

カワムラ アギラル
ケルイン エスカルレさん
（えがお）

折出卓也さん
（えがお）

三田村侑汰さん
（えがお）

鈎みずきさん
（かなえ）
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吉田悠歩さん
（かなえ）

知的障害児者地域生活支援センター

藤 一希さん
（さくらはうす）

中村優希さん
（さくらはうす）

中島萌々さん
（さくらはうす）

荒木結花さん
（さくらはうす）

西村悠作さん
（さくらはうす）

野添真哉さん
（ひまわりはうす）

田中秀弥さん
（ひまわりはうす）

岸上 亮さん
（ひまわりはうす）

樋口紀興さん
（ひまわりはうす）

久保祐衣奈さん
（ひまわりはうす）
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スタッフ

History

びわこ学園に就職して早5年

私は大学卒業後すぐに、びわ

経ちました。この5年の間に通

こ学園に就職しました。人を相

所施設の「たいよう」、セン

手にして働くという事は常に緊

ター草津の「3病棟」「1病棟」

張を伴います。25年の間にそ

と３つの部署を経験しました。

の緊張する内容は少し変化した

びわこ学園に来て1番大変

部分もありますが、根本として

だったのはコミュニケーション

自分以外の方に自分が関わると

の取り方です。今までの施設で

いう事の怖さを持ち続けていま

は言語コミュニケーションが中心であり、傾聴に徹す

す。それでも、今日もまた働いているのは、ずっと変

る事が主でした。しかしここでは自分から話しかけて

わらない想いがあるからです。

いく事が主になり、さらに利用者さんそれぞれの表情
を読み取っていく事が難しく感じました。

目の前にいる利用者さんが今何を思っているのか。何
を感じているのか。その人の心の一片でも感じたい。知

5年経った今でもなかなか表情を読み取っていく事は

りたい。だから、毎日、毎回、その人に関わる時はその

難しいですが、日々の何気ない声掛けでも利用者さん

人に聞く。言葉としてだけでなく、全身で何かを伝えよ

はたくさんの表情を見せてくれます。その何気ない声

うとしてくれる人のサインを見逃さないように、気付け

掛けが表情を読み取っていく上で大切であると感じま

るように。それが、ずっと私の願いです。

した。

私が何か大きなことが出きるわけではありません。

これからも何気ない声掛けを大事にして、利用者さ

ちょっとした日々のなかで、「今は身体痛いから体交

んのことをより理解して気持ちを読み取っていきたい

してほしいな。首の位置、少し高いかな。」そんな不

と思います。

快な状況を少しでも改善できる「手」であり、小さな
（荻本

祐平・生活支援員・6年目）

びわこ学園医療福祉センター草津

ことでも本人の言っていることを感じる「心」が私は
欲しい。
利用者さんが自分の事を、人に伝えることを諦めな
いでいてくれるなら、私は全力でそれを知りたい、聞
きたいのです。

大学を卒業後、びわこ学園に
就職しました。休業、産休育休
を挟みながら、さくらはうすで
８年目を迎えます。

だから、明日も私はここに来ます。その積み重ねが、
私の25年です。そして、これからもそうだと思います。
（高橋

夢徒・生活支援員・26年目）

びわこ学園医療福祉センター野洲

入職した頃は今よりも利用者
さんが多く、毎日何かが起こ
り、わけのわからないまま一日
特に就活もせず、焦りもせ

が過ぎていく…「すごい所に来
てしまった。」というのがあの頃の本音です。

ず、だらだらと過ごしていた学

何でそんなことするのか？どうすればいいのか？日

生最後の夏に、知人から「びわ

に日に増すお試し行動。その時は常に必死で、“楽し

こ学園というところで面白い粘

い”を忘れていたというか、そう思える余裕もなかっ

土作品を作っているから、見て

たです。泣きながら関わっていたのも今となってはい

おいで。」と言われ、夜行バス

い思い出です。

で滋賀に向かい、よく寝れぬま

支援しているとか特性とかいう言葉があまり好きで

ま、びわこ学園を見学しまし

はなく、障害があるからどうこう、という風にも思っ

た。作品から感じるエネルギー以上に、利用者さんた

ていません。上手く言えませんが、その人と私の関

ちは生き生きと過ごされ、なんだかそのエネルギーを

係、かかわりを大事にしてきました。

分けて頂いて、自分が元気になったような気がしたの

専門的な技術は何もありませんが(支援員としてどう

を覚えています。入職した当時は長髪で反抗的な人間

かと自分でも思いますが…)、長く関わってきたからこ

でしたが、10年経った今も元気に仕事ができるのは利

そ見られる利用者さんの笑顔、姿があります。そんな

用者さんのおかげです。

利用者さんたちに癒される日々です。今、ここにいる
理由はそれだけです。
（濵㟢

夏美・生活支援員・8年目）

知的障害児者地域生活支援センター・さくらはうす

4

（片岡

和久・生活支援員・12年目）

知的障害児者地域生活支援センター・さくらはうす

スタッフ

History
福祉のド素人で入職した25年前、当時の第二びわこ学
園東棟では、厳しくも温かい先輩方のもと、怒られもし

気が付けば就職する前の年月より、びわこに携わって
いる年月の方が長くなっていました。驚きです!!

ましたが、やりたいことをさせてもらえる自由な雰囲気

この間の第二びわこ学園・びわこ学園医療福祉セン

の中で様々な経験をさせてもらいました。運動会、湖水

ター野洲、知的障害児者地域生活支援センター、びわこ

浴、グループ旅行、利用者の喜寿のお祝いなどなど、笑

学園障害者支援センターたいよう・えまいと異動する中

えるエピソードはたくさんあります。

で、利用者さんはもちろん、ご家族・今は数少ない同期

北櫻への移転（第２病棟）、地域交流担当（地域交流
課）、病棟でのサビ管、知的障害児者地域生活支援セン

を皮切りに（多職種の）スタッフの方々…とそれはそれ
は本当にたくさんの方々と出会うことができました。

ター（さくらはうす）、びわこ学園障害者支援センター

その出会いと、異動することで色々な物の見方・考

（ピアーズ）を経て、現在は昨年開所した「かなえ」に

え方ができたことが、今の私の支えになっています。

います。よく言えば様々な経験を積ませてもらった25

出会ってくださった皆様、本当にありがとうございま

年、言い換えれば落ち着きのない25年、ちょっと人より

した！そして、これからも（もう少し？）よろしくお

出会いやお別れの機会が多かったことは、今の自分の財

願いします!!

産になっているのだと思っています。
ここには書ききれない西田のHistoryは、コロナが落
ち着けば、またどこかで！

（島﨑

奈美・支援課課長・28年目）

びわこ学園障害者支援センター・えまい

あれから25年半、今の私はあの頃私が憧れた先輩た
ちのようになれているだろうか？利用者さんとご家族
に誠実に向き合えているだろうか？
Kの母親は50代で胃癌で亡くなった。葬儀の際、Kの
（西田

幸夫・通所課課長・26年目）

びわこ学園障害者支援センター・かなえ

父親は私をKの横に座らせてくれた。Kは遺影の母親に
向かって「かぁちゃん、かぁちゃん」と話しかけ、そ
の声が参列者の涙を誘った。その時のKは、母親にもう
会えないことを理解できていなかった。
ボランティアやアルバイトでもお世話になる中、病
棟での利用者さんや職員の方々の笑い声、いつもどこ

私が小学6年の時に生まれた従弟の
Kは900gの超未熟児で、四肢麻痺、
知的障害のある重症児だった。
私は兵庫に住んでいたので、広島
に住む彼と会う機会は少なかった
が、末っ子だった私には弟のような
存在でいつも気になり、その頃から
（漠然とではなく）明確に「将来Kが
困った時に少しでも手助けになるような仕事がしたい」と考
えるようになり、27年程前に初めて実習でびわこ学園を訪
れた。

かで歌声が聞こえる雰囲気、そして何よりも職員さん
が愛情深く利用者さんに接する姿、それにこたえる利
用者さんの表情に魅せられて就職。だからKは遺影の母
親に笑顔で「かぁちゃん」と。その光景が今でも忘れ
られない。34歳になったKは今も広島で元気に暮らし
ている。結局Kには何もしてあげられていないが、今こ
こに私がいるのは、まぎれもなく、あなたが生まれて
きてくれたおかげだ。
（田中さつき・支援課係長・26年目）
びわこ学園障害者支援センター・
ヘルプステーションちょこれーと
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び わこ

Topics
Topics❶

「心の輪 ひとりひとりが繋がるびわこ学園祭り！」

～秋晴れの中でいっぱいのえがお～

びわこ学園医療福祉センター草津・第2病棟

生活支援員

喜井

留理

長期化するコロナ禍、緊急事態宣言が直前まで出ていましたが、センター草津では感染対策など配慮した
上で10月10日に秋祭りを開催することができました。
今年度のテーマは、『心の輪

ひとりひとりが繋がるびわこ学園祭り』。また、テーマ曲はAIの『ハピ

ネス』に決定し、7月頃より各病棟で曲をかけて気持ちを盛り上げていきました。アートパネルのテーマは、
『笑顔』。日々の生活の中での表情であったり、活動時の表情で、笑顔を集めパネルを彩りました。オープ
ニングで、代表の利用者さんと共に幕引きをし、拍手喝采でパネルの披露をしました。たくさんのご家族や
ボランティアの方々がじっくり見ておられる姿がありました。アートパネルは、次回秋祭りまで、屋内に設
置して皆さんに見ていただけるようにしています。また、施設内の廊下にも昔の利用者さんの写真を展示し
ました。
野外ステージとは別に、各病棟で初めての「スヌーズレンコーナー」を実施しました。たくさんの３Dラ
イトやサイドグローを使ったり、アロマを焚き、ゆったりした音楽を流して、いつもと違う空間設定をしま
した。各病棟からスヌーズレンコーナーに足を運び、和やかな時間を過ごされていました。
外のステージでは、午前２部、午後２部の４部構成
で参加者が密にならないように配慮し、ステージと参
加者スペースの間に黄色のラインを引いて感染対策も
しながら実施しました。午前中のステージは、「びわ
こ和太鼓楽団 呵呵太鼓」さんによる和太鼓演奏でし
た。和太鼓の迫力のある音を真剣に聞き入ったり、少
し驚いた表情で聞いておられる姿もありました。
午後のステージは、「みみすまバンド」さんの演
奏でした。利用者さんがよく耳にする「にじ」や今
年開催されたオリンピックのテーマソングの「カイ
ト」、テーマ曲である「ハピネス」を歌っていただ
き、歌の間奏部分では、利用者さんの名前を順番に呼んで下さり会場が一つになり盛り上がっていました。
感染予防の観点から模擬店の出店はありませんでしたが、利用者さんにリクエストやアンケートを取り、
行事食として「イタリアン焼きそば（新潟のご当
地グルメ）」「からあげ棒」「ムース（りんご飴
風味）」「ジュース（ブドウ味）」をたのしみま
した。いつも以上に利用者さんも食べるスピード
が速かったり、笑顔が多くみられました。
昨年度と同様、ご家族やボランティアの方はス
テージ参加時間の15分という限られた時間でした
が、会えた瞬間に笑顔になったり、嬉し泣きをさ
れる利用者さんもおらました。
最後となりましたが、今年も南笠東学区社会福
祉協議会様、パナソニックアプライアンス労働組
合草津地区支部様より、利用者さんが活動や日常で楽しめる物品を寄贈いただきました。毎年ご協力いただ
きますことに感謝申し上げます。
秋晴れの中、参加してくださったご家族、ボランティアの皆様、たくさんの方々のおかげで楽しい時間を
過ごすことができました。本当にありがとうございました。
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び わこ

Topics
Topics❷

『HOPE ～いっぱいたのしもう!!～』

～センター野洲

びわこ学園医療福祉センター野洲・第2病棟

生活支援員（学園祭実行委員）

学園祭～
梶谷

佳弘

2021年10月末、びわこ学園センター野洲で学園祭
を開催しました。新型コロナウイルス感染対策として、
昨年と同様に病棟ごとの分散開催となりました。様々
な制限のある中でも、オリンピックをモチーフにした
スタンプラリー、利用者さんの創作作品の展示やスラ
イドショー、職員有志のコンサート、昼食のお祭りメ
ニューといった趣向を凝らした内容で、利用者さんの
沢山の笑顔に出会うことができました。
そして学園祭のクライマックス、2年ぶりにボーカ
ルユニット「HAMORI-BE」を招いてのコンサートに
は、中庭に各病棟から15名ずつの利用者さんと、その
周辺にも密を避けながら沢山の利用者さんが集いまし
た（棟内には「Zoom」配信）。大空の下、歌声に耳を
すまし、のびのびと自由に過ごす利用者さんの姿が深
く心に残る学園祭となりました。

感染対策を施しながらも、アト
ラクションや食事で趣向を凝らし、
大空の下で響く「HAMORI-BE」
の歌声に、一日を通してたくさん
の笑顔とのびのびと過ごされてい
た姿が見られた心に残る学園祭と
なりました。
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び わこ

Topics
Topics❸

「短期入所を始めて」～利用者・職員共に日々の成長を願って～
びわこ学園障害者支援センター・ケアホームえまい

生活支援員

畑中

文明

平成28年4月に開所した「ケアホームえまい」（共同生活援助）（以下、「えまい」とする）は10部屋
ある個室の１つが空いていました。ホームへの入所希望も多くある中で、その一室を活用することでホーム
での生活体験ができ、“次につながるような支援が出来たらよい”と考える中で法改正もあり、令和2年6月、
新たに創設された類型「日中サービス支援型」へ変更し、「福祉型」短期入所事業を開設しました。
事業を始めるにあたり、各通所利用者や市担当者、相談支援専門員らへ事業の案内文を配布し、利用希望
者・ご家族を対象に、えまいを見学していただき、ホームでの生活の様子や費用等の説明と契約を行いまし
た。
現在も、新規で利用希望を受け付けております。（現在の契約者数15人）
えまいは、びわこ学園の事業所の一つではありますが、短期入所事業の経験がないスタッフも多かったた
め、事業内容や目的を学び、短期入所を希望される方の介助方法や注意点、好きなこと、嫌いなこと等の情
報をご家族から聞き取り、日中通われている通所施設での研修も行い、夜間の様子については、医療福祉セ
ンターとも連携を取っています。
利用者さんの中には短期入所の利用経験のない方もおられたため、先ずは1泊2日から始め、睡眠や食事の
様子を見ながら徐々に泊数を増やして様子を見ています。そして、利用回数を重ねる中で、ゆっくり過ごし
ていただき、ホーム入居者さんの部屋へ遊びに行く姿も見られ、えまいスタッフも安心と事業のやりがいを
感じています。
ここでの経験が本人の力になり今後色々な面で発揮されていく中で利用者・職員共に日々成長して行けた
らと思います。今後は同法人だけではなく他法人からの受け入れや、職員状況安定の上で平日の稼働を視野
に入れて取り組んでいきます。

短期利用された方とえまいへ入居されている方々で
散歩がてら近くの公園へお花見に出掛けました
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び わこ

Topics
Topics❹

「おまつりはうす 2021」～いっぱいの笑顔～
知的障害児者地域生活支援センター

おまつりはうす実行委員会委員長

豊口

豊

知的障害児者地域生活支援センターの一大イベントと言えば「おまつりはうす」です。
例年は、やまびこ園・ご家族様・近隣の地域の皆様・中学生から社会人にわたるたくさんのボランティア
の皆様のご協力を得て、毎年盛大に行ってきました。しかし、昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止
により中止となり、今年もコロナ禍の収束が見通せない状況が続き、例年と同じような集合イベント型での
「おまつりはうす」の実施は難しいと判断し、他のかたちで開催することとなりました。
感染対策を図りながら、利用者さん（支援者も一緒に）が楽しめるもの、施設周辺の地域とのつながりが
図れるものを企画、検討し、１１月に数日かけて開催することができました。
センター内では、オンラインで「他の事業所との中継」、「魚釣りやお宝釣り」、「アプリを使用した体
験型企画」、「『ムジグル』さんによるミニライブ」、「玄関前でのひまわりはうすの利用者さんのカフェ
コーナー」、また施設外では「作品展」などがありました。
「『ムジグル』さんによるミニライブ」では、「ムジグル」さんの美しい歌と演奏に合わせて一緒に歌わ
れる方、手拍子をしながら身体全体でリズムを感じる方など、利用者さんはそれぞれにライブを楽しまれて
いました。
オンラインでの懐かしい利用者さん、元職員との再会は、短い時間ではありましたが、「ブラフアー
ト」・「ふぁんてんぽ」・「すみれ」それぞれの事業所様にご協力頂き、当日は５か所で中継することがで
きました。アプリを使用した水族館、ゲームコーナーとにぎやかな雰囲気の中、色々な場所で初めての企画
ではありましたが、「いっぱいの笑顔」を見ることができました。来年は、ぜひ青空の下で懐かしい人との
再会、新しい方との出会い、地域の方とのつながりの場として大切にし、「おまつりはうす」を開催できた
らと思います。

作品展入口は似顔絵でいっぱい

ムジグルさんミニライブ

リクエスト曲ライブで歌ったよ

魚つり たくさん釣れたよ

ピクチュアリウム 楽しかった

お宝つり 当たりはもう一回
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令和３年度 滋賀県重症心身障害児者及び
医療的ケア児者支援者のための研修会報告
びわこ学園障害者支援センター・重症児者相談支援センターびわりん

相談支援専門員

増野

隼人

今年度も滋賀県から委託を受け『令和3年度滋賀県重症心身障害児者及び医療的ケア児者支援者のための
研修会』（この研修会は医療的ケア児等コーディネーターの講義部分も兼ねています）を開催しました。
昨年度同様に講義部分に関しては、すべてWEBを用い約350人以上の方からお申し込みがありました。
福祉だけでなく、医療や教育、保育等といった他分野の方たちの受講も多く、『分野を超えた研修会』と定
着してきました。また、今年度、演習部分に関しましては、少しでも対面で受講者が対話をしながら学べる
ように、「Zoom」形式と対面形式を組み合わせて行いました。具体的には、滋賀県内に圏域ベースで5つ
の演習会場を設け、小人数（３～6人）での対面演習を行いながら、すべての会場をリアルタイムで繋ぎま
した。感染対策を最大限に行いながら、対話演習の要素を残しつつも、滋賀県全体で学びを共有できるよう
な仕組みを行いました。演習に関しましては、年々、重症心身障害児者や医療的ケア児者へ対して、受講者
自身の視点が高く、そこで議論さ
れている内容も深く濃いものに
なってきています。今年で3年目
を迎えますが、フォローアップ研
修も含め、継続をしながら研修会
を続けていくことの大切さを改め
て実感することができた今年度で
した。最後に受講者のアンケート
の内容を一部、掲載致します。

講義や演習を受講しての感想やご意見（アンケートから）
・「本人さんはどう思ってはるんやろ」といつも本人が自分だったらと置き換え
考えます。本人と共に過ごし、小さなサインを見つけ共感し応えながら本人の
発揮できることを引き出し見守る事が大切だと考えました。
・職業柄どうしてもできていないことへ目を向けてしまいがちです。今後はその人の
持っている力を信じて、乗り越えていくためのサポートを心がけたいと思います。
・複数の講師の先生が、医療的ケア児支援法のことをおっしゃっていて、制度のこと
ももっと知っていかないといけないと反省しています。
・今回の研修中たくさん出てきた言葉「本人さんはどうおもてはるんやろ」を常に念頭に置きながら仕事し
ていきます。
・普段聞けない母親の思いを私が想像していたよりも明るく、楽しそうに話されているのが印象的でした。
・発達段階によって

いろいろな喜びや苦労があることを知りました。本人はもちろん、家族にとっても仲

間がいることは心強いと思いました。
・重い障がいがある人の活動としてというところの、「みる」「きく」「ふれる」というので、いろいろな
感覚を楽しむ主体的活動。重い障がいがあってもなくても、同じ思いで、活動に取り組めると思いました。
・医療者側と福祉側の意見・考え方の違いはあるのはわかっていたが、話し合ってみてこんなに違うのかと
びっくりしました。
・小規模の研修は初めてでしたので新鮮でおもしろかったです。ワークも丁度よい人数で話しやすかったです。
・医療分野での研修では同職種の方ばかりなので、今回は福祉分野の方と共有でき刺激になり、また勉強に
なりました。
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「岡崎英彦初代びわこ学園園長生誕 100 年」
に向けた取り組みについて
法人事務局事業企画部（岡崎英彦初代びわこ学園園長生誕100年企画実行委員会）

令和4（2022）年2月に岡崎英彦初代びわこ学園園長生誕
100年を迎えます。
創始者の1人である糸賀一雄が提唱した「この子らを世の光
に」という理念のもと、重症心身障害児施設の運営を担い、最重
度の障害児者理解のあり方や「ともに生きる」ということ、彼ら
を支援する職員集団形成など、岡崎英彦初代びわこ学園園長が実
践を通して残した書籍や、資料、講演の音声データ等は、約60
年近く経った今でも貴重な資料であり、多くの学びを得ることが
できます。
現在資料の一部はびわこ学園のホームページで公開し、平成
29年度には「岡崎英彦集『本人さんはどう思てはるんやろ』－ともに生きる」を発行してきました。びわこ
学園では、岡崎初代園長生誕100年を機に、岡崎の「思想」や「取り組まれてきたこと」、「人となり」な
どについて改めて振り返り、その功績を今働いている職員、さらには福祉に携わる多くの方々に知っていた
だくことを目的に以下のような取り組みを進めていきます。

①「動画・写真でつづる岡崎英彦とびわこ学園」を作成
「本人さんはどう思てはるんやろ」に象徴されるように、岡崎は園生さん（当時）を目の前にびわこ学園
開設当初からの諸課題に対して、まさに「熱願冷諦（熱意をもって真剣に願うことと、冷静になって本質を
見きわめること。）」を体現し、取り組んできました。
今回テーマとして、「療育」、「教育」、「看護」、「地域福祉」、「糸賀と岡崎」等を設定し、それぞ
れからびわこ学園の底流に流れる思想を改めて職員間で共有し、これからの重い障害をもたれた方々への支
援に繋がる一助となるよう、動画を作成していきます。

②仮 称「熱願冷諦－岡崎英
彦年譜及び著作目録」の
発行
岡崎の没後、岡崎英彦著作集
刊行会（代表田村一二先生）に
より「岡崎英彦著作集」が発行
されました。それから時が経
ち、近年岡崎の身辺に残ってい
た資料を整理していく中で明ら
かになってきた新たな史実を加
えた年譜の再作成と当時のエピ
ソードを加えた「年譜及び著作
目録」を遠藤六朗氏（元びわこ
障害者支援センター所長・元び
わこ学院大学教授）が作成され、
びわこ学園で発行していきます。
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ご協力ありがとうございます
（令和３年８月～令和３年11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
古谷皮膚科クリニック

古谷清久

びわこ学園医療福祉センター草津
八木正三・洋子／渡部 昭男

びわこ学園医療福祉センター野洲
上田加代子／七里 悟

物品の寄付
法人
日用品…ライオンズクラブ国際協会 野洲ライオンズクラブ
びわこ学園医療福祉センター草津
食 品…草津市社会福祉協議会／奥田寿美子／石塚義之・千恵
その他…カフベンテック株式会社ベンチレーター営業部大阪支店／八木正三・洋子／
みつばち会代表 廣瀬房子／南笠東学区社会福祉協議会／パナソニックアプライアンス労働組合／
森川恵美子／上田和代／三宅 精・美恵子
びわこ学園医療福祉センター野洲
食 品…福本和子／照屋照子／若杉安雄／加藤 博／林 高春／筒井俊元／三原香菜／吉川清美
日用品…株式会社国原技術／種村悦子／武藤一美
その他…近江冨士花緑公園
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
食 品…草津市社会福祉協議会／督永勝次
食 品…千田素子
日用品…宗宮 進

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
みつばち会／びわこ和太鼓楽団 呵呵太鼓／みみすまバンド／天理教江西支部／宇野郁子／池田はるか／
石田登美子／香川典代／勝島三男／勝島百合子／木村広太／坂田大河／中村勝彦／宮脇 治／近松清司／
元井芳嗣／向吉昌代／加藤美由紀／西尾悦子／前田五月／船木篤栄／松永朋子／細川知沙／加藤常満
びわこ学園医療福祉センター野洲
近江金田教会／KIクラブ／更生保護女性会／天理教婦人会／together／ニレトミ会／びわこバンド／
野洲赤十字奉仕団／野洲朗読グループさえずり／レイカ野洲／レイカディア大学園芸科42期／
レイカディア大学園芸科43期／レイカディア大学園芸科OB／秋末文孝／安藤眞紀／磯 春樹／今里哲也／
上田順子／川端しづ子／左部真千恵／田中規久子／東郷 勇／林 政子／樋口世治／細川久子／堀田千景／
森 紳司／山本一代／
びわこ学園障害者支援センター
山本／玉津会館ボランティア

その他の協力団体
びわこ学園後援会
びわこ学園事業や両医療福祉センターイベント
への助成、びわこ学園だより等の発送作業など
に支援していただいています。
びわこ学園家族の会

いつもびわこ学園だよりをご講読いただきありがとうご

びわこ学園医療福祉センター草津および野洲へ
利用者様の日中の過ごしを充実させるための備

非ご参加ください。

品を多数いただきました。
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びわこ学園だより掲載記事に関する
アンケートへのご協力お願い
ざいます。今後の発行に向けて皆様の貴重なご意見を参
考にしたくアンケートを実施
します。右のQRコードから是
（令和4年1月31日締め切り）

