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　10月27日、花ノ木医療福祉センターを会場に、
第21回花ノ木ふれあいまつりが開催されました。

　当日は、未明までに雨もあがり、徐々に青空
が広がって暖かい日差しが差す好天にも恵まれ

て大勢の来場者をお迎
えすることができまし
た。
　開会式では、花ノ木
後援会兒嶋俊見会長、
花ノ木医療福祉センタ
ー寺田直人所長があい
さつに立ち、日頃のご
支援への感謝とさらに
施設機能をあげて利用
者と地域の障害者福祉
の増進のために力を尽
くす決意を述べました。
　来賓の桂川孝裕亀岡

市長をはじめ亀岡市議会議長　斎藤一義様、京
都府議会議長　田中英夫様、府会議員　中村正
孝様、亀岡市社会福祉協議会会長　木村好孝様、
田中英之衆議院議員の方々にご祝辞をいただき
ました。
　開会式には、地元の自治会長、後援団体の皆
さまにもご臨席いただきました。
　10時の開場とともに、つめかけていた来場者
の皆さんはそれぞれお目当てのコーナーへ向か

われまし
た。
　メイン
会場の府
立農芸高
校のブー
スには生
徒の皆さ
んが育て
た米や野
菜、花が
並びまし
た。府立
南丹高校
の生徒の
皆さんは、

昨年に続き昔懐かしいポン菓子機の実演コーナ
ーを出店、できたてのポン菓子を来場者の皆さ
んにふるまって好評でした。

　サブ会場には、丹後海産物や植木、提供品バ
ザー、手作り品のフリーマーケットのブースが
所せましと並び、来場者の皆さんと売り子との
やりとりで賑わいました。

　メイン会場に設けられた屋外ステージでは、
クレージーモンキーズによるサックス演奏を皮
切りに、元気いっぱいフィエスタ＆Ｋ-freeによ
るダンス、南桑中学校吹奏楽部による演奏、丹
波太郎による和太鼓と踊り、ひびきによる津軽
三味線の演奏など、次々に多彩な演奏・パフォ
ーマンスの披露で楽しませていただきました。

令和最初の
第21回　花ノ木ふれあいまつりが開催
されました

　今回は特に、入所されている利用者の皆さん
にも参加し楽しんでいただけるよう、地域交流
棟でのゲームコーナーや病棟での演奏会などを
企画し、病棟でも特別の体制をとって当日を迎
えました。「的当て」「オモチャすくい」「スマ

ー ト ボ ー
ル」などが
並んだゲー
ムコーナー
には子供連
れの来場者
の皆さんと
ともに職員
に付き添わ
れた入所者
の皆さんが
次々に姿を
見せ、午前
中は整理券
がなくなる

賑わいでした。病棟ではポーコポーコによるオ
カリナの演奏会が催され、優しい音色が病棟内
に響き渡りました。
　プログラムの締めくくりは恒例のビンゴゲー
ムです。来場者とともにボランティアの皆さん
もカードを手にステージ前に集まりました。数
字が読み上げられるたびに手元のカードを確か
める皆さんからは、ため息と歓声が繰り返し聞
こえてきました。
　今回は昨年にも増して、来場者の皆さんと利
用者の皆さんがともに楽しいひと時を過ごして
いる姿が見られました。こうした風景がさらに
広がって日常の風景になっていくことを願って
います。
　ご多忙の中、ご臨席いただいた来賓の皆さま、
出店・出演にご協力いただき催しを盛り上げて
いただいた皆さま、終日ボランティアとして支
えていただいた皆さま、協力頂いた保護者・職
員の皆さまに心よりお礼を申し上げます。

（第一病棟　生活支援員　松本正義）
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❖はじめに　　「医療的ケアが必要な方への地域支援について」
　　　　　　　日本重症心身障害児者福祉協会認定
　　　　　　　重症心身障害児者看護師　武田  さおり（花ノ木医療福祉センター  第五病棟  課長）

❖内　　容　　講演会　　「支え合い共に生きる喜び」
　　　　　　　　　　　　子どものために、親ができるコミュニケーションの取り方
　　　　　　　　　　　　　～子どもとの上手な接し方について～
　　　　　　　講　師　　後野　文雄（ごの　ふみお）氏
　　　　　　　　　　　　国立舞鶴工業高等専門学校　学生相談室　特命教授

❖日　　時　　令和２年２月２０日（木）
　　　　　　　午後１時００分～午後３時００分
　　　　　　　（受付・開場１２時３０分～）

❖会　　場　　ガレリアかめおか　１階　響ホール

❖参 加 費　　無　料（事前申込みが必要です。）

❖主　　催　　花ノ木後援会　亀岡市障害児者を守る協議会

❖申込・お問い合わせ先
　　花ノ木後援会　　電話/ＦＡＸ  ０７７１－２３－２３４８
　　　　　　　　　　京都府亀岡市大井町小金岐北浦37－1（花ノ木医療福祉センター内）
　　（申込書は花ノ木窓口、または後援会ホームページからもダウンロードできます。）
　　　http://hananokikouenkai.web.fc2.com/
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～  投稿募集のお知らせ  ～
「交流の広場」「交流の広場」「交流の広場」

　『交流の広場』では、皆さんからの投稿をお待ちしています。
　福祉制度改革等により急激な変化が見られる今日、障害者
をはじめ、社会的弱者の立場に立って物事を見るとき、その変
化の本質が見えてくると思います。
　「人間らしく」「普通に暮らす」ために日常生活の中で気付い
たこと、考えたことを原稿にしてお届け下さい。
　・字　数　1000字以内
　・届け先　花ノ木後援会事務局
　　　　　　〒621-0018　亀岡市大井町小金岐北浦37-1
　　　　　　　　　　　　　花ノ木医療福祉センター内

編 集 委 員 ノ ー ト か ら

【入会の手続き】連絡いただきましたら、加入申込書と郵便払込通知書を送ら
せていただきます。払込手数料は不要です。現金書留にして
いただくか、または紹介者に委託していただいても結構です。

【会　　　　費】個人は一口1,000円、法人は年一口3,000円です。会計年度
は4月1日より翌年3月31日です。

【入 会 により】年2回の｢後援会ニュース｣と年3回の｢花ノ木｣たよりをお送りし
ます。また、花ノ木ふれあいまつりなど、後援会の年間行事の
案内を申し上げます。

ご入会・ご送金について

現会員の
皆様へ

「会員継続のお願い」
令和2年度の会費納入をもって更新とさせて頂きます。
納入方法は「入会の手続き」欄と同様です。

　花ノ木医療福祉センター  前理事長  酒井 愛夫様の謝
恩会（花ノ木保護者会主催）に参加した。現在の花ノ木医
療福祉センターしか知らない私にとって、「えっ、そんなこと
あったの？」と改めて花ノ木の苦労を知ることができた。
　現在の花ノ木にするため、医療面、経営面など努力さ
れてきたことに感謝し、安心して預けられることに『ありがと
う』の気持ちが高まった。
　さて、花ノ木に対して、余りよくない思いを抱いている人
が多いことを感じている。
　障害がある人が行くところ、特別な人が行くところなど偏
見に満ちた感じを受ける。
　「そこに入っている我が子はどうなの」と涙したことがある。
途中、目を悪くした人からこんなことをきいた。『命の重さを
教えてくれているのですよ。』と。
　それから、この子から、命の重さを学んでいるのだと思い、
命の重さはみな平等で、同じだと感じ、気持ちが楽になった。
　花ノ木ふれあいまつりが開催される。地域の人と交流し、
花ノ木の良さをたくさんの人に知っていただき、偏見を少し
でも減らすことが出来ればうれしいと考えている。

（第五病棟　入所者保護者　廣瀬真由美）

　令和元年６月８日（土）～９日（日）グランドプリンス
ホテル新高輪国際館パミールにて全国重症心身障害児
（者）を守る会　創立55周年記念大会が開催されました。
　初日は、「守る会の理念を確認する」と題し、社会
福祉法人北海道療育園　理事長 岡田喜篤氏による講
演と、社会福祉法人　旭川荘理事長　末光茂氏を司会
に「重症児者の豊かな暮しのために」についてシンポ
ジウムが行われ、各行政からは、支援体制や
今後の方針、学習指導要領改定の方
向性、障害者の生涯学習の推進
方策など、医療機関からは加
齢に伴う医療サービスの変化な
どの説明、そして保護者からは、
施設入所と在宅、それぞれの立場で
の意見を述べられました。
　２日目は、“みんなで語ろう”と全国の保護者から
忌憚のない個人の意見が出され、式典後閉会となりま
した。
　２日間をとおして特に印象に残ったのは、2024年か
ら新紙幣１万円札の顔となる「渋沢栄一氏」が約500
社の企業を設立した近代資本主義の父であると共に70
歳以降は救護法実現とその充実に生涯を捧げた事。そ
して濃厚な医療的ケアを必要とする子どもたちが、パ

ソコンで目の動きや音を使って、ひまわりや桜やスイ
カを描いた瑞々しい色彩は圧巻でした。自然の持つ雄
大な力と同じ“生きる力”そのものを表現した絵でした。
　わが子に重い障害があるという絶望と自責の念。ど
うすることも出来ない人知を超えた領域に抗いながら、
ひたむきに、そして懸命に生きぬく重い障害を持った
わが子がいつしか輝く光となり両親達に生きる原動力

と明日という希望の道に導く。
　糸賀先生の「この子らを世の光
に！！」
　全国守る会の「最も弱いも
のをひとりももれなく守る」
　この大切な理念がいかに尊い

ものかを、あらためて感じた次第です。
　北海道から沖縄までのご高齢のご両親達を含め、

果てしない責任を抱えながら東京の地に祈りを込めて
馳せ参じた迫力ある創立55周年記念大会は幕を閉じ、
次回北海道へとバトンが渡されました。
　末筆となりましたが、多数のご来賓の方々にご臨席
賜りましたこと、また、大会開催にあたりまして設営
やボランティアとしてご尽力賜りましたスタッフの皆
様方、保護者会事務所の方々、保護者会全ての皆様に、
この大会に参加させて頂き心より感謝申し上げます。

交流の広場

第一病棟　入所者保護者　入矢　枚喜子令和のはじまりとともに


