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～お知らせ～
平成２９年 6 月 27 日をもちまして、上尾央子理事長が退任され、
新しく古澤文雄理事長が就任されました。
『理事長退任にあたっての想い』
“私は五年生になって洋ちゃんと同じクラスになった。
初めは嫌だなと思った。しかし、1 学期を過ぎる頃か
ら洋ちゃんを可愛いと思う様になった。私は不思議で

上尾央子 前理事長

仕方なかった。だって、はじめあんなに嫌だった のだから。私は洋ちゃ
んのことが分かって来たからかなと思う…”

これは、息子が五年生の時

同じクラスの女の子が書いた作文の一部である。よだれが汚い、おしっこ
をしたオムツが臭いと、言葉のない最重度障がいの転入生である息子か
ら、各々机を遠ざけていた子供たちが、日々を共にすることで自分のきれ
いなハンカチでよだれを拭いたり、
「たくさんオシッコが出て良かったね」
と喜んだり、
「洋一を産んで良かったと思うか」という辛辣な質問をして
来たりとドラマの様な毎日の中で、“洋一も僕達と同じだ”と実感してく
れた。子ども等は、障がいのある洋一と障がいのない自分たちという認識
での関わりではなく、人間と人間の関わりだったと思う。そこには、洋一
の障がいは見えてなくなっていたかもしれない。
私はこんな友人達に囲まれている時、障がい児を持ったことを全く不
幸に感じなかったし、洋一も友人達とふざけ、よく笑い、のびのびと育っ
ていった。つまり、まわりの子等に差別の思いがないから、私はとても自
由だったし、頭に覆い被さってきた重圧からも解放されていた。そして、
『障害があっても当たり前に生きる事が出来るのだ』という私のその後
の人生の根幹をなすことを、子ども等から教えてもらった。
今も私の心には、一年前の相模原市の事件が悶々と疼いている。
「障が
い者は生きる意味のない人間だ」という言葉。生きる意味のない人間なん
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ているのか。生きる意味とは何を根拠に決めるのか。障がい者が生きる意
味、それはその生きざまを知ってもらい、そこから色んな事を考え合うき
っかけを作れる事ではないかと私は思っている。
冒頭の作文の様に「嫌だな」
「汚いな」という想いが、洋一の存在を通
して相手の立場になって考えが変わっていったと思うし、
「産んで良かっ
たか」という質問をすることにより、人が産まれるということの素晴らし
さや生きること自体の大切さを学び取ってくれたのではないだろうか。
地元に帰って 37 年。私は息子の障がいをまわりの人にそのまま伝え、
知ってもらい、同じ土俵で共に考え支えて頂いた。逆の立場だったらでき
ないだろうという程の善意や協力、正直な意見を戴いた事が、私共親子が、
また障がい者本人、そしてその家族がこの街で当たり前に生きていける
力となったし、大きな渦となって今日まで動いてきた。
『障がい者が地域で当たり前に生きられるように』ということは、私共
法人理念の大きな目標である。この度、理事長を退任する事になったが、
新理事長を中心に、法人全体で更にこの目標を目指して息の長い歩みを
してほしいと願う。障がい者が当たり前に生きられる街というのは、その
底に流れる温かい心が他の弱者も包むであろうし、いつか自分自身も包
まれるのではないだろうか。

今日まで 20 年以上に及ぶ沢山の方々からのご理解
ご支援に感謝し、今後の法人への願いを込めて退任のご
挨拶とさせて頂きます。
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『理事長就任にあたって』
社会福祉法人あさひ会の理事会において理事長に推挙
され、この大役を引き受けることになりました、古澤文
雄です。
この社会福祉法人あさひ会は、20 年の歴史に加え、

古澤文雄 理事長

輝かしい経営実績が積み上げられています。また、スタッフの皆様も当法
人の目的をよく理解され、日常業務に浸透し実践されています。私は平成
20 年頃から当法人の理事として決算報告や事業活動実績の報告、また、
創立 15 周年の記念行事や毎年行われているクリスマスパーティへの参
加等を通じてあさひ会の状況は理解しているつもりですが、まだ未知の
分野が９５％以上あるかもしれません。幸い上尾前理事長が理事に残ら
れますので、アドバイスを頂きながらスタッフの皆様に不安を与えない
ように精一杯努めさせていただきます。スタッフの皆様と一緒に利用者
の幸せを願い、快適な職場環境を作り上げていきましょう。
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平成 29 年 4 月より、新たにグループホーム（短期入所（単独型）2 名
も併設）を開設しました。開設にあたっては、地元の方々のご理解、関係
行政機関のご支援、ご指導の賜物と厚く御礼申し上げます。
現在、19 名の利用者が利用されており、朝日山学園と協力しながら利
用者の生活面のトータルケアを目指していきます。
見学は日時等の調整がありますので、事前にお問合せ願います。
Ａ棟

木造平屋建、２９９．７１㎡
グループホーム定員：１０名
短期入所定員：１名
居室数１１、リビング数２、食堂数２ 他

Ｂ棟

木造平屋建、２９９．７７㎡
グループホーム定員：９名
短期入所定員：１名
居室数１０、リビング数２、食堂数２ 他

整備事業費（単位：千円）
費用
土地
建物取得
構築物
備品等取得

財源
28,339 施設整備等補助金 ※１

63,640

136,817 開設事業費補助金 ※２

2,000

13,266 施設整備借入金 ※３
5,250 寄付金

31,000

自己負担
計

40,000

183,672 計

47,032
183,672

※１ 平成 28 年度障害福祉関係施設整備費補助金
※２ 平成 28 年度佐賀県障害者グループホーム開設事業費補助金
※３ 独立行政法人福祉医療機構
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『新年度がスタートして』
施設長 高取 正憲
新しくグループホームがあさひが始まり、今までにない法人の大きな
転機ともいうべき新年度がスタートして 3 か月が経とうとしています。
グループホームあさひでの生活が始まった当初、利用者の皆さんも不安
や戸惑いから食事がとれなかったり、入浴が出来なかったりと色々な出
来事がありましたが、今ではスムーズに出来るようになり、徐々に慣れて
きたようにも感じています。スタッ
フも不安や戸惑いの中、皆で協力し
て何とか利用者の生活を支えてく
れていました。今は一番大変な時を
乗り越え、最初の緊張と比べ、少し
気持ちに余裕が持てるようになっ
たのではと思います。今までは業務
の流れを覚えるのに必死だったと思いますが、これからはどうやったら
もっと充実して暮らしてもらえるか、支援の質を皆で考えて高めていけ
たらと思います。
朝日山学園もスタッフの大半がグループホームあさひへ移行したこと
もあり、当初、日中の動きが慌ただしくなる事は否めない様子でしたが、
それでもスタッフ一人ひとりが自分で考え、先輩スタッフからアドバイ
スを受けながら少しずつ落ち着きを取り戻したように思います。
とはいえ、朝日山学園もグループホームあさひもまだまだこれからで
す。更に利用者の抱えている問題や生きにくさを支援していかなくては
なりません。近年、ある利用者を通じて発達療育センターの方と知り合う
ことが出来ました。そこでの取り組みやその意味について学ぶことが出
来、感銘を受けました。今後、取り組むべき課題や支援の方向性を考える
上で参考にしていきたいと思います。利用者の地域生活をどう支えてい
けるか、利用者を取り巻く環境の中でどのように支えていくべきなのか、
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スタッフと共に考え、取り組んでいきたいと思います。
グループホームあさひが出来て一安心と言いたいところですが、これ
から先を考えなければなりません。皆様には今後共、あさひ会の取り組み
にご指導、ご協力を宜しくお願い致します。

☆朝日山学園の取り組み☆
『祝日支援の取り組みについて』
生活支援員

田中 大輔

朝日山学園での祝日は、日頃とは違う活動に取り組んでいます。物づく
りやビデオ上映会、外での種植え、カラオケ大会等です。特にカラオケで
は、一人ひとり順番にリクエスト形式で歌っていきます。意外な選曲もあ
り、皆さんの新たな一面も見れる機会です。知っている曲の時は、他の方
も、口ずさんだり、手拍子、笑い声
が聞かれたりと、いつもとは違う時
間を過ごせています。企画の準備に
あたっては、スタッフが利用者の方
一人ひとりに合わせたスケジュー
ルや、段取り、動き方等、幾度も話
し合いを重ねてきました。
しかし、今年度に入りスタッフで祝日の企画の見直しを行い、もう一度、
各利用者の方が持っている基礎力はどのくらいあるのか？また、みんな
で楽しむ企画としていますが、一人ひとりのスケジュールで動きを調整
している分、利用者の方が周りの方を意識する機会がどのくらいある
か？等疑問が生じてきました。
そこで、今まで一人ひとりの細かい情報は最小限にし、その分、周りの
利用者の方を見ていきながら、
「自分が何をしたらいいのか」
「何を求めら
れているのか」意識出来る事を目標にし、今年度の祝日のカラオケ企画を
組み立てました。
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「今からカラオケ大会をします。歌う方は食堂に来てください！」と声
掛けのみ行うと、数人の方は動き出しますが、他の方は「？」といった様
子です。しかし、そのまま様子を見ていると、他の方の動きを見て、食堂
を目標に動き出す方も見られてきました。また、食堂に着くと、スタッフ
に「どうしたらいいの？」と問いかけるように顔を見ながら近くに寄って
くる方もいました。その問いかけるような様子が見られた際には、
「こち
らの席にどうぞ」と誘導していきました。その指示には反発などもなく、
素直に受け入れてくれています。勿論、参加された方で歌う順番などは、
視覚的に分かりやすく提示して、皆さん、それぞれ確認しながら自分の番
まで待つことが出来ていました。
今回の利用者の方の様子を通して、支援を見直していく事、そして利用
者の方が持っている基礎的な力を再認識することの重要性を感じました。
今まで、
「分からないかも」
「出来ないかも」というマイナスの視点から、
必要以上に多くの情報を提供しすぎていたのかもしれません。必要な情
報と周りの人に目を向けれる事で意識高く行動する事が出来、困る場面
では、相手に確認をとる。そして、その指示を受け入れるというプロセス
は、利用者の方のこれからの生活に必ず必要になってくる力と思います。
今後も、利用者の方が持っている基礎的な力を活かし、伸ばしていく事
が出来るような支援、環境整備を進めていきたいと思っています。

『О氏の支援を通して感じたこと』
生活支援主任補佐

江藤 敬一

４月よりグループホームの生活を始めたОさんの日中支援を通して感
じたことを紹介します。Оさんはドライブが大好きな方です。活動後の報
酬の１つとして、ドライブも多く取り入れてきました。称賛を大事にしな
がら日々の支援を行ってきました。車中は笑顔も見られますが、降車時に
体に力が入り車から降りれない時もありました。
そこで O さんの降車の支援に対して話し合いました。Оさんの降りな
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いという動きは「もっとドライブに行きたい」という気持ちの表れだと思
います。それは、御本人の気持ちに寄り沿うという観点からは尊重すべき
点ですが、ドライブが終わり、私たち支援者の「降りる」というアプロー
チもОさんに受け入れてもらえるには、どうしたら良いか考えていきまし
た。
まずは降車という場面で、Оさんに「降りたら
次の活動がある」事を明確に伝えながら降車を促
していきました。Оさんの体の緊張がとけず誘導
が出来ない時は、次の活動をより具体的に示せる
物を提示したり、別のスタッフと対応を交替する
ことで気持ちの切り替えを図り、支援者のアプロ
ーチを受け入れやすい環境を作っていきました。
もっとドライブをしたい様子の時には、活動毎にドライブを保障し、本氏
の気持ちに寄り添っていきました。
３ヶ月の期間の中で、降車の場面は以前に比べ支援者のアプローチも
受け入れてくれるようになり、降車に時間を要すことも次第に少なくな
りました。その他の場面で、体が固まり緊張して動けなくなっている時も、
スタッフは「今から〇〇をします」と次の活動をはっきりと分かり易く伝
えていくようにしています。関わり方の中にも、Оさんと一緒に楽しむと
ころ、一人で取り組むところ、スタッフの指示を受け入れてもらうところ
とメリハリつけながら日中活動の支援を続けている毎日です。
今回の支援を通じ、利用者の方が、行動で自らの気持ちを表現してくれ
たことに対して、その思いを理解しつつも、直面した次の行動にどうつな
げていくか考えていく機会になりました。一方的に支援者のアプローチ
だけを受け入れてもらう事は、支援ではなく命令です。支援をしていく中
に利用者の気持ちがいつでも存在しています。その気持ちを理解し、活動
の中に組み込んでいく事で、メリハリがついた行動へと繋がっていくと
思います。そういう支援者との関係性の中に生まれるものが、利用者の方
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が「支援を受け入れる」という事ではないかと感じました。
利用者の方が、いつ何時も「支援を受け入れる」状態を保てる様に、こ
れからも気持ちに目を向け、理解できる支援を続けていきたいと思って
います。

☆行事報告・ピクニック（５月）
『朝日山学園 ピクニック』
生活支援員

中西麻衣佳

今年度は、前年度までとは違い 10 グルー
プの少人数制で実施しました。場所は、基山
運動公園・中原公園です。
公園に到着し、昼食を食べた後は、公園内
の滑り台やバネのついた乗り物など数種類
の遊具で遊んだり、広場でキャッチボールをしたり、ジョギングコースを
歩きながら公園内を散策するなど思い思いに過ごされていました。中に
は、一歩ずつ目を使ってしっかりと確認し、不安定な足場を上り、長い筒
状の滑り台に挑戦した方もいました。
さて、公園でそれぞれ楽しい一時を過ごされた
後は、お待ちかねのジュース購入です。炭酸飲料
やコーヒー等好みのジュースを購入されていま
した。公園内のベンチに座り、爽快感に満ちた表
情で飲んでいる利用者の姿がとても印象的でした。
惜しくも雨が降ってしまい、デパートを散策したグ
ループもいました。上峰イオンに行ったグループも、
外でお弁当を食べ、施設内の散策をしたりといつもと
は少し違う日常を過ごすことができました。
ピクニックでは、普段は見られない利用者の動きや
表情、様々な遊具に挑戦する姿等、利用者の思わぬ一面を沢山見ることが
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でき、利用者だけでなく私たちスタッフもとても貴重な時間を過ごすこ
とが出来ました。

◎新しい職員の紹介
☆朝日山学園☆
から み

まさこ

唐見 聖子 さん
平成 29 年 4 月より、朝日山学園の生活支援員としてお世話
になっております。利用者の方や、そのご家族の幸せの為に
支援をしていきたいと思います。よろしくお願い致します。
はやし

林

ひろゆき

裕之 さん
平成 29 年 4 月より、朝日山学園の生活支援員として勤務す
る事になりました。頼れる支援員となれるよう、毎日明るく
頑張っていきます。どうぞよろしくお願い致します。

☆グループホームあさひ☆
しみず

清水

あきら

顕

さん
平成 29 年 3 月より、生活支援員として勤務しております。
利用者の皆さんが毎日笑顔で過ごせるようなお手伝いが出
来るよう努力していきます。よろしくお願いします。

あねがわ

い

よ

姊川 依世

さん
平成 29 年 3 月より、生活支援員として働かせてもらって
います。利用者の皆様が笑顔で過ごせるように頑張ってい
きたいと思います。よろしくお願いします。
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かずよ

稲富 和代 さん
平成 29 年 4 月より、グループホームあさひの生活支援員
としてお世話になっています。利用者の皆さんにとって安
全・安心な支援ができるように頑張っていきますの で、
よろしくお願いします。
ふじた

藤田

じゅんいち

純一

さん
平成 29 年 5 月より、生活支援員としてお世話になっていま
す。利用者の皆様と楽しく過ごせるように頑張っていきたい
と思います。よろしくお願いします。

◎寄付者ご芳名
Ｈ２９．１～６
吹原 泰基

様 ・

上田歯科医院 様

原口 敏子

様 ・ 野田 芳隆 様 ・ 肢体不自由児者父母の会

中島 竹子

様 ・

原武登記測量事務所

松本 陽子 様
様 ・

・ 天本 剛 様

・ 江口 協子 様

有馬 みつ 様 ・ 愛甲

末藤 久美子 様 ・

大田

涼子 様

永家 カツヨ 様 ・

松本

知子 様

様

強 様

・ 福島 ツル子 様

以上の皆様にご協力いただきました。ありがとうございます。

▣編集後記
平成 29 年度、GH あさひがスタートし、あさひ会にとって大きい転機
となりました。利用者の皆さんにとっては、今まで過ごされた家での生活
から変わり、利用者、ご家族の皆様も不安が大きかったと思います。そう
いう中でも利用者の方の環境の変化を受け入れる力には、驚かされるも
のがありました。利用者の人生にとっても大事な転換期に自身がスタッ
フとして携われることは嬉しくもありますし、これからも利用者の方の
思いに寄り添える支援に取り組めたらと思っています。
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＜平成２８年度 決算報告＞
○詳細は、電子開示システムをご覧ください。
貸借対照表
平成29年3月31日現在
（単位：円）

社会福祉法人あさひ会
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
当年度末
241,670,967
164,016,448
71,838,233
2,000,000
2,663,976
1,152,310
1,152,310
404,814,510
259,543,050
65,315,716
194,227,334
145,271,460
14,096,817
16,864,712
2,600,000
3,731,549
17,037,889
1,866,240
6,473,610
422,805
720,000
31,500,000
18,400,000
5,884,720
16,000,000
5,011,000
4,244,940
417,178
646,485,477

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

当年度末
145,784,311
136,372,469
2,368,000
226,116
577,159
6,240,567

預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
38,352,000
設備資金借入金
37,632,000
長期預り金
720,000
その他の固定負債
負債の部合計
184,136,311
純資産の部
基本金
124,804,638
国庫補助金等特別積立金 101,437,254
その他の積立金
76,795,720
人件費積立金
31,500,000
修繕積立金
18,400,000
備品等購入積立金
5,884,720
施設整備等積立金
16,000,000
移行時特別積立金
5,011,000
次期繰越活動増減差額 159,311,554
（うち当期活動増減差額） -36,346,874

純資産の部合計

462,349,166
負債及び純資産の部合計 646,485,477

事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
社会福祉法人あさひ会
（単位：円）
勘定科目
当年度決算(A)
介護保険事業収益
3,062,700
170,636,458
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 経常経費寄附金収益
939,014
益
その他の収益
9,000
ビ
サービス活動収益計（１）
174,647,172
ス
活 人件費
150,319,543
動 事業費
21,811,659
増 費 事務費
7,732,804
減 用 減価償却費
8,508,310
の 国庫補助金等特別積立金取崩額
-4,920,649
部 サービス活動費用計（２）
183,451,667
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
-8,804,495
サ
受取利息配当金収益
38,428
ー
126,429
ビ 収 投資有価証券評価益
ス 益 その他のサービス活動外収益
2,043,881
活
サービス活動外収益計（４）
2,208,738
動
支払利息
0
外
費
増
その他のサービス活動外費用
1,397,670
減 用
サービス活動外費用計（５）
1,397,670
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
811,068
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
-7,993,427
施設整備等補助金収益
66,570,000
施設整備等寄附金収益
6,000,000
収
固定資産売却益
60,000
特益
その他の特別収益
3,182,747
別
特別収益計（８）
75,812,747
増
基本金組入額
31,000,000
減
476,078
の 費 固定資産売却損・処分損
66,570,000
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
6,120,116
特別費用計（９）
104,166,194
-28,353,447
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）
-36,346,874
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
155,542,528
越 前期繰越活動増減差額（１２）
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
119,195,654
動
0
増 基本金取崩額（１４）
減
43,965,900
差 その他の積立金取崩額（１５）
額 その他の積立金積立額（１６）
3,850,000
の
159,311,554
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

