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平和であればこそ
社会福祉法人 北光福祉会

の作成などで余裕がなくなるのはいつ

た。次年度に向けての人事や事業計画

季節がさかのぼる春三月のことでし

心に燃えた人で、昭和の始めに北海道

祖父は愛知県の人でしたが、事業の野

ある樺太（サハリン）で生まれました。

私は昭和十九年、現在はロシア領で

湯浅 民子

ものことでしたが、加えて今年は、い

から樺太まで移り住んだのです。

理事長

つになく暗い不安が胸にわだかまって、

「まあ、一か所にじっとしておれん

イナ侵攻のせいであることに気がつき

のですが、それがロシアによるウクラ

のにどうしたことだろうと思っていた

に移り住み、父だけが財産を引き継い

祖父たちは終戦を待たずに東京など

えるのよ」
。父が語った祖父の像です。

落ち着いたなと思うと、また場所を変

たいへんなことだと幼い心に思いまし

は雪解け水で濁った川があり、それは

ない父にそう叱られました。目の前に

りこむぞ」
。優しくて滅多に声を荒げ

「そんなに泣くなら、あの川にほう

情があり、その不安や哀しみに深い共

のなかから、ひそかに漏れ出てくる感

に重なるのです。蓋をしたはずの記憶

どもたちの姿が、そんなかつての自分

テレビを通して見るウクライナの子

それでも私たちには、帰れる祖国が

感を覚えているのです。

の上に、私を乗せてくれたのでした。

ありました。頼る親戚もあり、健康な

ら抜け落ちているのです。多分、受け

いうのですが、それらはなぜか記憶か

クライナの人々は、一体この先、どう

破壊され、帰るべき場所を持たないウ

最愛の家族を失い、街や家を爆撃で

両親や兄妹も揃っていました。

入れ難いつらい記憶に蓋をすることに

なっていくのでしょうか。

無事に北海道に引き揚げた一家は、

とでしか表わせなかったのでしょう。

す。その理不尽さと不安感を、泣くこ

分からぬ混沌の中に放り出されたので

の平和な生活を突然に奪われ、わけの

ろついたときに敗戦を迎え、それまで

言い訳をさせてもらえば、ものごこ

のかかる問題児であったようなのです。

五人の姉妹の中で、どうやら私は手

などの交流もあったようです。父が持

のあいさつを覚え、一緒に食事をする

でした。
「ロスケ」と呼び、ロシア語

を「敵」とする気持ちは無かったよう

受けるということは無く、従って彼ら

が、当時の私たちはロシア人に迫害を

ア（当時はソ連）の非道を知るのです

守（ シ ュ ム シ ュ）島 を 攻 撃 し た ロ シ

夏」を読み、終戦直後に国境の島・占

後年私は、浅田次郎の「終わらざる

今でも姉たちからからかわれます。

母方の親戚を頼って今の遠軽町に移り

そのあたりは、日本が侵略という形

ち帰った荷物には、毛皮製品などロシ
六人は無事に成長することができまし

をとった満州からの引揚げ者とは大き

住みます。母乳が出ず栄養不良で髪が

た。苦難の中で護り育ててくれた両親

く違っていたようです。

アの品々も多く混ざっていました。

には、感謝するばかりです。

赤くなっていた妹も生き延びて、兄妹

＊

よって耐えてきたのでしょう。

は没収され、仮の収容先で過ごしたと

引揚げ前には、住んでいた大きな家

た。それでも父は、背負った重い荷物

占守島の写真

人だったな。商売は上手だったけど、 「民子はダハンコキでよく泣いていた」

ました。突然の一方的な攻撃で、そこ

で樺太に残ったのです。
一家が北海道に引き揚げてきたのは、
昭和二十三年四月のことでした。十五

よみがえる光景があります。引揚げ

よ う に 流 れ て い ま し た。そ の 中 で も、

遠い国のことなのに、と思っていた

船に乗るために大勢が港で待っていた

歳の兄を頭に六人の兄妹がおり、下か

私はあるとき気が付きました。あの姿

ときのことでした。大きな荷物を背

他国に逃れる子どもたちの姿が哀れで

は七十五年前の私の姿と同じなのだと。

負った父に連れられていました。寒さ

ら二番目の私は当時四歳、末の妹は一

忘れたつもりだったけれど、遠い記憶

か空腹でか、とにかく不快な状況の中

その不安や悲しみがこころの深いとこ

が呼び覚まされ、気持ちの深いところ

で私は大声で泣き続けていました。

歳になったばかりでした。

で共鳴しているせいなのだと。

ろに刺さってくるのです。

ちに破壊されていくニュースが連日の

にあった市民の平和や幸福が一瞬のう

格別な心配ごとがあるわけでもない

いっかな去ろうとしないのでした。

湯浅顔写真
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成長した私にとってのロシアは、同
じく北に位置し、華やかな歴史と高い

持つ愚かさや、救いがたさを思わずに
はおられません。

の出番が回ってきたのです。
以来、更生や授産という言葉を冠し

生きる力の弱い幼い子どもや障害者

は、家族や福祉制度の中などで、つね

すのか。信じられない思いにとらわれ

略して、罪のない人々へ攻撃を繰り返

その国が何ゆえに一方的に他国に侵

う こ と で し た。戦 後 か ら 二 十 年 以 上

はどのように生きてきたのだろうとい

後の混乱の中を、こうした子どもたち

たことは、あの戦争の最中あるいは戦

会いました。その時につくづくと思っ

され、私は障害のある子どもたちと出

昭和四十四年にひまわり学園が開園

障害はあっても幸福に暮らすことを追

た。最低限の生活保障であったものが、

生活するのが当り前にもなってきまし

グループホームの制度ができ、地域で

し た。年 金 が 支 給 さ れ る よ う に な り、

意思を尊重した生活支援が主になりま

に支援施設と名を改められ、ご本人の

きが置かれていましたが、平成の中頃

それらの施設は当初、生産活動に重

物で次の言葉に出会いました。

んな疑問にとらわれていた時、ある書

家や民族とは、一体何なのだろう。そ

人と人が戦い、命までを奪い合う国

ライナは教えてくれているのです。

てこそ可能だということを、今のウク

しかしそれは、平和や安全が守られ

に護られなければなりません。

るとともに、残念な思いがしてならな

経った当時でさえ、福祉制度は整わず、

及する形にまで変わったのです。

た成人施設が全国に開設されました。

いのです。

学 校 か ら も 保 育 所 か ら も 閉 め だ さ れ、

文化を持った異国でした。何度も読み

戦争は七十六年前のあの世界大戦を

放置にひとしい状況に置かれているの

＊

もって終わったはずでした。信じられ

です。ましてや戦争という苛烈な状況

かえしたドストエフスキーの作品や、

ないほどの犠牲や悲劇があり、多くの

の中に、果たして彼らの生きる余地は

の美しい音楽などは憧れでした。

チャイコフスキーを始めとする作曲家

禍根を残し、二度と過ちを繰り返さな

あったのでしょうか。想像するだけで

その進歩と発展と言えるのです。
その平和が突然に破られたウクライ
ナで、障害のある人たちはどうしてい
るだろうと気にかかっていました。

この先、世の中はどうなっていくか

る言葉だと感じました。

当法人の組織にも、同じく当てはま

衰退する道であると記されています。

この三条件はそのまま個人の運命が

一、自国の歴史を忘れた民族

の価値を見失った民族

一、すべての価値をもので捉え、心

一、理想を失った民族

民族が滅ぶ三原則

＊

いというのが人類の共通認識になって

つらくなったものでした。

平和が守られ、豊かになったからこ

いたはずでした。事実、それから七十
余年間は、内戦はあったものの戦争の

ある日のニュースでその映像が流れ
ました。テントか何かで囲われた中で

戦 後 日 本 に お け る 障 害 者 の 福 祉 は、
昭和二十四年に身体障害者福祉法が公

ない時代を私たちは生きてきたのです。
現代において、戦争のもたらす被害

一人の青年が泣き叫んでいるのです。

分かりませんが、私たち法人に求めら

布されています。戦争で負傷した身体

れているのは、事業方針の一つである

の甚大さは、七十余年前とは比較にな

変化に弱い彼らにとって到底受け入

「事業の継続」です。社会情勢によっ

自閉症の青年という説明が流れました。
知的障害の人たちの福祉は、十八歳

れられない状況が起きているのです。

障害者が多くいたためでした。

開発されたはずの文明がひとたび兵器

までは昭和二十二年に公布された児童

りません。人類の幸福や発展のために
に活用されたとき、地球全体を滅ぼし

ては、相当の試練や覚悟も必要になっ

てくると思われますが、この三原則は

パニックになるのも無理からぬこと
でしょう。幼き日の自分を思い、その

指針にもなってくれそうです。

福祉法で扱われていましたが、成人は

青年が哀れでなりませんでした。安全

かねない威力を発揮するのです。それ

知的障害者の福祉法は、昭和三十五

な落ち着き先が見つかることを祈らず

対象になっていませんでした。
年に公布されました。終戦の混乱が一

にはおれませんでした。

ことを祈るのみです。

（了）

一日も早く平和が訪れ、安寧が戻る
段落し、ようやくにこの人たちの福祉

らを使用する戦争はもはや起こしては
ならないはずなのに、こうしてある日
突然に起こってしまうのです。
恐ろしさを感じるとともに、人間の

3

社会福祉法人

北光福祉会

事業報告の概要

令和三年度

長として長らく法人運営に貢献してく

役員人事については、理事及び理事

関係から一回のみの実施になりました。

ムの内部監査を行いました。コロナの

と、燦ホームの八か所のグループホー

した。

の規程、慶弔に関する規程を整備しま

◇各種ハラスメント防止規制の新設

ださった星屋泰賢顧問が、長距離移動
が困難になり、三年度末をもって退任

い、セクシュアルハラスメント、マタ

改正労働施策総合推進法の施行に伴

理事及び職員代表からなる次の委員

ニティハラスメント、パワーハラスメ

◇委員会活動

長が、体調等で三月末に退職しました

会がそれぞれに目的に沿って、検討作

しました。また向陽園の工藤克哉施設
令和三年度は、新型コロナウイルス
が、引き続き理事として留任します。

ントの防止規程及びハラスメント防止

感染症の脅威が引き続く中でスタート

業や事業を行いました。

う形になりました。

事も、形を変えて内輪でひっそりとい

除いて中止となり、施設や事業所の行

なった事業が多かったため、令和三年

地域生活支援パオにおいて赤字決算と

度が新型コロナ流行の影響を受けて、

会計収支決算については、令和二年

年度からの継続）

会、サン・コロネ運営検討委員会（元

止対応委員会、ハラスメント防止委員

広報委員会、苦情対応委員会、虐待防

しました。法人事業は必要な会議等を

コロナには、職員数名が感染したも

度はその解消に向けて各事業所が創意

に関する苦情対応委員会規程を新たに

のの、子どもや利用者に感染すること

工夫を重ねながら運営に当たりました。

第三者委員による個別面談を、全入

内部監査委員会、働き方改革委員会、

なく無事に過ごすことができました。

それぞれの努力が実り、令和三年度

向陽園排水工事にかかる北海道への

対応に関しての苦情が一件あり、理事

苦情に関しては、保護者からの電話

を行いました。

対応規程の見直しを行い、必要な変更

久しく行われていなかった苦情処理

◇苦情処理の状況

整備しました。

風邪や胃腸炎などの発症や流行がな

は全体で大幅な改善につながりました。

所児童と利用者について行いました。
る定款変更を行いました。

◇定款の変更

く全員が元気に過ごせたのは、コロナ

土地売買に伴い、基本財産処分にかか

◇会議の開催

事業活動の概要は次のとおりです。

対策の副産物とも言えるでしょう。
活動が制限された分、法人では委員
会活動などを通して、運営のソフト面

会等で協議しながら対応を図りました。
就業規則について、正規職員、有期

◇就業規則等の変更

を開催し、審議しながら事業実施に当

契約職員、無期常勤職員、再雇用職員、

虐待防止に関しては、こちらも久し

四月から三月の間に十一回の理事会
たりました。評議員会は、書面も含め

再再雇用職員、高年齢雇用職員などそ

く行われていなかった虐待防止にかか

でもある各種規程の見直し作業を行い、
職員待遇では、就業規則の大幅な改

三回開催しました。その他、経営会議

れぞれの年代及び短時間雇用などの雇

る規程の見直しを行い、新たに「権利

改善や充実を図りました。
正や福利厚生にかかる各種規程の整備

も十一回開催し、連絡調整を図りなが

用形態に応じて就業規則と給与規程を

擁護・虐待対応規程」
「権利擁護委員

の調整手当を二月から支給しています。

◇虐待防止の状況

を行い、働く環境の向上を図りました。

ら運営に当たりました。

作成しました。これにより健康で意欲

会規程」に変更しました。

国の特例交付金により一人月額九千円

があれば、七十歳を超えても働くこと

支援が発生し、理事会で協議し、児童

◇監査の実施

監事による会計監査を年四回実施し

また新たに、各種休暇等にかかる細

相談所等の指導を得ながら、対応と改

職員の確保に関しては、年度当初に
七名、中途で七名が採用されました。

ました。合計二三〇人の児童と利用者

則、正規職員転換制度規程、コロナな

善を図りました。

虐待に関しては、該当する不適切な

しかし、令和四年度の募集には応募

の預り金監査も年四回実施しました。

どの感染症の補償規程、マイカー通勤

ができるようになりました。

者一名と少なく、必要数を確保できな

内部監査委員により、サン・コロネ

いまま年度を終えることになりました。
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◇正規職員転換試験の実施

新たにできた正規職員転換制度規程
により、八月と二月に、転換試験を実

愛乃（旧姓太田）保育士が、想いのこ
もった謝辞を述べました。

《永年勤続職員表彰》

・十五年（短時間雇用）太田由美

佐々木礼美

・十年 石川愛乃、平井香里、佐藤光

施し、合わせて三名が受験して合格し、 ・二十年 米内山寛章、
正規職員に身分変更になりました。
◇施設・事業

・サン・コロネのリニューアル
《感謝状》
東京都の横瀬兼二氏（㈱札幌タヤス取

店舗内の改修のため、二カ月ほど閉
店し、新たにおやきの製造販売を加え、
締役社長）
。
横瀬兼二氏は、平成二十八年から令

喫茶コーナーも充実させて、二月十九
日にリニューアルオープンしました。

合わせて一，八二〇，〇〇〇円の寄付

和四年までの間に、北光学園に対して

遠軽町から五十万円の助成金をいただ

を寄せてくださいました。また本年は、

おやきにかかる設備費補助として、
きました。

北光学園居住棟のエアコン購入代とし
寄せてくださいました。

て、三，六〇〇，六三〇円のご寄付を

・基本財産の処分
向陽園敷地内の農業用排水工事のた
め敷地の一部を北海道に売却しました。

サン・コロネ新製品

た。その中の「つぶあん」と「手亡し

ろあん」は、利用者のＵさんの自慢の

手作りです。地元べにや長谷川商店様

から道内産の小豆と手亡豆を買い付け、

何度も試行錯誤を繰り返し、今の味に

落ち着きました。

店長から利用者のＵさんへ。その作

り方と味はＵさんの丁寧さと根気が今

の味にしてくれました。

「豆を煮るのは大変」とはよく言っ

たものです。最後の砂糖を入れた工程

の あ と は、目 が 離 せ れ ま せ ん。煮 詰

まってくれば、マグマのようにあんこ

が飛び散ります。火傷することもしば

しば。火傷防止用に腕にカバーをつけ、

Ｕさんは片ときも手を休めることはし

焦げないようにマメにかき混ぜながら、
令和四年二月十九日、いろいろな人

ません。彼は責任感がとても強い利用

〝ごえんやき〟

の思いと力が形となり、
「ごえんやき」

いつも食べていただくお客様の笑顔

者さんです。
たサン・コロネは、新たにおやきの製

を思い浮かべながら仕込んでいます。

が誕生しました。開店から十五年を経

橋、点検のための歩道のほかに、向陽

造販売と、喫茶メニューを充実させて

現在五種類中二種類は手作りですが、

いつか他のあんやクリームも自分たち
つながりで「ごえんやき」と名付けま

ろな方の「 縁 」とまごころを込めた

ご自宅用に、おみやげ用に、いろい

の手作りでお届けしたいものです。
した。片側の「ゴエン」と書かれた文

（文責 清水直人）

えんやきをお楽しみください。

のおつりがくる九五円。昭和の味、ご

お値段は、一〇〇円に五円（ごえん）

「ごえんやき」はいかかでしょうか？

重ね、五種類の具材でスタートしまし

二年半前から他店を研究し、試食を

軽道の駅のマークになっています。

家斉木弘一さんの作。もう片面は、遠

字と人物のデザインは、町内の水彩画

（縁）がある」
「支援（えん）
」などの

おやきの名称は、遠軽町名の「えん

園の雑排水を流す浸透桝も立派に整備

初冬に完了した工事により、排水路、

ごえんやき

リニューアルオープンしたのです。

◇会報の発行

法人会報「一隅を照らす」を、八月
に夏号、十二月に冬号を発行し事業活
動の報告と情報公開を行いました。
◇表彰の実施

次の表彰を行いました。永年勤続職
員表彰では、表彰者を代表して、石川
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「おいしくな～れ」
あんづくりをするUさん

されました。
横瀬氏に感謝状を授与
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北光福祉会

事業計画の概要

適正な実施に努めることとします。
令和四年度の主な事業と概要は次の
とおりです。

◇監事監査及び内部監査の実施

令和四年度

令和四年度の事業としては、コロナ
感染症やその他の脅威から子どもたち
と利用者の命の安全を護ることを最優
先にしながらも、日々の支援に際して
は、創意や工夫により、喜びや満足に
つながる活動を多くして、幸福の実現
実施し、会計や預り金の管理に万全を

◇会議の開催

に努めることとします。
年齢や特性に応じた適切な支援に努
期していきます。
善を図っていきます。

内部監査を年三回実施し、必要な改

年四回の会計監査及び預り金監査を

事業の適正な実施に当たっていきます。

営にかかる会議を開催し、審議しながら

評議員選任解任委員会、その他法人運

定款の規定に沿って理事会、評議員会、

め、虐待や不適切な支援などが起こら
ないよう、研修を通しての意識改革や
牽制体制を整えていきます。
職員処遇について、令和三年度に整

た。一人でも多くの人に働く機会を提

労継続支援Ｂ型事業所に変更になりま

・北光学園陸屋根改修工事

◇施設・設備の改修

や き 」の 製 造 販 売 が 加 わ り、そ の 他、

パンの製造販売のほかに、
「 ごえん

施します。

国費道費補助金が確定次第、工事を実

北 光 学 園 陸 屋 根 改 修 工 事 等 に つ い て、

屋根の損傷のため雨漏りが絶えない

喫茶コーナーも充実させながら、売上

・北光学園幼児棟改修工事

供していきます。

げアップを図ります。

施設に改修工事を行います。

・旧燦ホーム（横尾荘）建物の解体撤

幼児棟について、学童も使用できる
◇人材確保と働き方の改善
令和四年度の職員募集では確保が困

難であったところから、令和五年度に
去工事を進めます。
向けては早期から募集活動を進めます。 ・向陽園排水設備等の改善

られるところから、改善に向けて必要

向陽園の排水設備等のトラブルが見
育児休業及び介護休業にかかる規程の

な工事を実施します。

就業規則に関しては、法改正に伴い、
見直しと変更を行います。

・ひまわり学園配管工事の準備

日に行います。その他、法人全体の研

法人内研修会を令和五年三月二十五

く、準備推進に当たります。

ガス等の配管設備の取替工事を行うべ

しくなっているひまわり学園の給排水、

改築から三十数年経過し、損傷が激

経営会議に理事以外の施設長・管理

修の機会を持ち、相互の交流と学びの

◇研修会の実施

者また副管理者等を交えて開催するこ

機会を確保していきます。

◇内部会議の開催

ととし、理事会の原案等を作成します。

備した各種規程の浸透に努め、引き続

管理職の人事について、工藤克哉施

そ の 他 の 会 議 も 必 要 に 応 じ て 開 催 し、

環境づくりを進めます。

き、職員が安心して働くことのできる

設長の退職に伴い、新たに若手の管理

連絡調整を密にしながら事業を進めて

年間二回、
「一隅を照らす」夏号と、
冬号を発行し、事業活動の報告と情報
提供や啓もうに努めます。

第三者委員の協力を得て、要望や苦

情の適正な処理や解決に努めます。

・第三者委員

加藤 政雄（法人）

飯田 壮一（法人・パオＡ）

三浦 義行（北光学園・向陽園）

歴史を記すことを目的とした記念誌の

ら本年で満七十年を迎えるところから、

菅野由美子（向陽園・パオＢ）

福島由紀子（ひまわり学園・パオＢ）

浅利 誠（ひまわり学園・パオＢ）

埴山 和成（北光学園）

作成を進めます。

昭和二十七年、法人の事業を開始か

◇法人記念誌の作成

◇苦情等の適正な処理

職を登用します。併せて、これまで兼

いきます。

◇会報の発行

務だったパオについて、専任の管理者
を配置し、管理の充実を期します。

◇委員会活動
各種委員会活動を継続して実施しま

経営会議の出席メンバーを広げ、ま
た、委員会活動を通して種別を超えて、

す。新たに「法人記念誌作成委員会」

四月から、定員二十名の単独型の就

◇サン・コロネ事業形態の変更

を立ち上げ、準備作業を進めます。

多くの意見やアイデアを反映させなが
ら事業を進めることとします。
感染症や戦争など、先行きの不安な
情勢下ながら、役職員が結束し、保護
者や関係機関の協力を得ながら事業の
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令和四年度法人運営体制

北光学園・きずなホーム・児童家庭
支援センターオホーツク

令和四年度に向けて

障害があるが故に様々な問題が起き

てしまうこともあります。例えば、場

の雰囲気を理解できず他児とトラブル

になったり、こだわりが強く日常生活

北光学園 施設長 堤 茂樹

副園長 米内山 邦子

に支障を来したり、分かって貰えずイ

施設長 堤 茂樹

光福祉会の役員、評議員、各施設・事
副管理者 米内山 仁（新任）

令和四年六月からの社会福祉法人北
業所の管理職、事務局体制は次のとお

今年度は、児童養護施設の原点に戻
り、子どもたちにとって施設が安全で

安心して暮らせる生活の場とするため、
次の三つの取組みをしっかりと行って

があります。彼らが安心して穏やかに

暮らすことが出来るように、一人ひと

りの障害特性と生活上の困難について

理解を深め、適切な支援が出来るよう

努力していきたいと思います。

最後は、現在も続く新型コロナウィ

ルス感染に対する対策です。

昨年度は、本園も含め、多くの児童

の子どもは、かけがえのない一人の価

一つは、児童の権利擁護です。全て

罹ってもおかしくない状況です。基本

と な っ た 現 在 に お い て は、い つ 誰 が

染者が出ました。オミクロン株が主流

養護施設において職員や入所児童に感

値ある人間として、尊重され、守られ、

いきたいと思います。

ライラして職員に当たってしまうこと

副管理者 安藤 達

副管理者 大杉 潔

管理者 藤井 康成（異動）

ゆめいく・遊友やすくに・遊友ほたる

《パオ・Ａグループ》

施設長 小林 由美（新任）

向陽園

施設長 千田 嘉人（新任）

ひまわり学園

りとなっております。
【評議員】九名
（任期 令和七年六月まで）
評議員 中川 哲夫
評議員 廣島 賢子
評議員 三田 真美
評議員 宮崎 良公

誠

評議員 三浦 義行
評議員 岡村 宏
評議員 馬場 洋子
評議員 浅利
評議員 山崎 淳也（新）

どもたちをウィルスから守っていくこ

的な感染防止対策をしっかり行い、子
児童養護施設には、子どもたちを保

とはいうまでもありませんが、様々な

健康に暮らす権利を持っています。

燦ホーム・センターもね・サン・コ

護し養育するだけでなく、子どもの権

《パオ・Ｂグループ》
【役 員】理事八名 監事二名

ロネ・くれよん・ぱすてる・ぱれっと

どもたちの心と身体への影響も心配で

（任期 令和五年六月まで）

す。

行事や活動が制限されることによる子
第三者委員による面談、子どもへの人

本園ではこれまで、体育館での映画

利を擁護する責務があります。意見箱、
権教育、職員によるセルフチェックと

鑑賞、サイクリング、釣り、山菜採り

遠軽
管理者 藤井 康成（兼）

相互チェック等の権利擁護の仕組みを

理事長 湯浅 民子
理事 堤

副管理者 清水 直人

適切に運用し、日々の生活の中で子ど

茂樹（業務執行理事）

理事 藤井 康成（業務執行理事）

副管理者 千田 綾香（新任）

きたいと考えております。

るよう、今年度も引き続き提供してい

子どもたちが笑顔で健やかに過ごせ

した。

が楽しめるプログラムを提供してきま

等、感染リスクが少なく、子どもたち

障害がある児童が少なからずおります。

本園の子どもたちの中には、発達に

への支援です。

もう一つは、障害のある子どもたち

いきたいと思います。

もたちの権利を尊重した支援を行って

理事 工藤 克哉

相談支援室ま～ぶる

理事 米内山 邦子
理事 新山 史賢

法人本部事務局
事務局長 藤井 康成（兼）

管理者 松尾 淳司（新任）

理事 長谷川 光夫
理事 田中 齋
監事 加藤 政雄
監事 飯田 壮一

事務長 佐藤 恵子
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堤顔写真

康成

「パオ」に込められている意味
パオ管理者 藤井

支援費制度により福祉が大きく動き
始めた翌年（平成一六年）に、私は採
用となり、ひまわり学園地域サービス

ひまわり学園長

就任のごあいさつ
ひまわり学園長 千田 嘉人

どもの成長の大きな助けとなりました。

そうして困難を乗り越える、新しい

スキルを得るなど、将来がひらけてい

くような子どもの姿は、私やひまわり

学園にとって大きな財産になっていま

課の一員として、当時は三ヶ所であっ
たグループホームのバックアップやデ

す。

何よりも、おいしそうにご飯を食べ

イサービス「センターもね」の西町地
域 へ の 移 転、責 任 者 と し て 児 童 デ イ

た り、笑 顔 で 園 庭 を 駆 け ま わ っ た り、

ル ー プ ホ ー ム 部 門、パ オ Ｂ グ ル ー プ、

が住む、まるい移動式の家から由来し

という名称は、モンゴルなどの遊牧民

さて、
「パオ（中国語表記では包）
」

入職以降、児童指導員・心理療法担

た、千田嘉人と申します。

まわり学園の施設長を拝命いたしまし

今年度四月より、障害児入所施設ひ

たちを取り巻く環境も変わってきてい

時代の移り変わりとともに、子ども

サービス「くれよん」の開設などに携

児童通所部門の管理者としての時期も

ています。そして「つつむ」という大

当員として、子どもたちの支援に入り

ま す が、ど の よ う な 状 況 に あ っ て も、

ひまわり学園長から、法人事務局長

夢中で好きな話をしたり、友達と仲直

ありましたが、専任として求められる

きな意味が込められています。

一緒に生活しながら、過ごしてまいり

わり、今に至る私の礎を作っていただ

その役割や責任は大きく違うことを実

「包括的支援」と示されているこれ

ました。

自分の将来に向かって毎日楽しく成長

と兼務するかたちで地域生活支援パオ

感しています。事業所も安国地域から

からの福祉の在り方そのものです。パ

様々な背景や課題をもって入所する

していけるような学園運営ができるよ

りしたり、ぐっすり眠っていたり、そ

遠軽、佐呂間、湧別と広域であり、そ

オにおいては、それぞれの点を面にし

子どもたちですので、日々を過ごす中

うに、日々努力していこうと思ってお

いた時でもありました。

れ 故 に、Ａ グ ル ー プ の 大 杉 副 管 理 者、

て、法 人 の 基 本 方 針 の 一 つ に も あ る

で、上手く自分の気持ちを表現できな

の一つで、平成二年からグループホー

地域生活支援は、北光福祉会の特色

にしながら、ご家族、法人役職員、地

ワークの視点やそれぞれの過程も大切

ミ ク ロ・ メ ゾ・ マ ク ロ と ソ ー シ ャ ル

現実に基づいた行動）の哲学、そして

員同士で悩みながら、話し合いながら、

うにと願い、ともに子どもに関わる職

そうした子どもたちの助けになるよ

と直面する姿をたくさん見てきました。

発したりと、生活の中で子どもが困難

とができなかったり、時には感情が爆

深く感謝申し上げます。

て い る こ と に つ い て、と て も 心 強 く、

ながら、子育てを共にさせていただい

いりました。皆様と交流や連携を重ね

方に支えていただきながら過ごしてま

の皆様、地域の皆様、関係機関の皆様

最後になりますが、これまで保護者

子 ど も た ち が 安 心 し て 生 活 し な が ら、

たくさん幸せをもらってきました。

のような子どもたちの表情にこれまで

Ｂグループの清水副管理者、千田副管

「継続する」ことが今、求められてい

ります。

これまでも兼務として事務長やグ

理者、そして佐藤事務長との日々の情

かったり、思うように友達と接するこ

ム 事 業 の 開 始 な ど と 歴 史 が あ り ま す。

域や関係機関のご指導やご支援を賜り、

学び合いながら過ごしてきた日々を振

三現主義（現場に行き、現場を見て、

「措置から契約」と謳われた支援費

子どもたち、利用者の方々そして地域

ことは出来ません。

制度、そして自立支援法や総合支援法

の子どもに関わることは、そのまま子

たします。

ひまわり学園共々、よろしくお願いい

今 後 も 子 ど も た ち の 幸 せ の た め に、

り返ると、感慨深いものがございます。
たします。

職員同士が助け合いながら一人一人

に寄り添って尽力していきます。

かで、ニーズや必要に応じて様々な事
業所を開設してきたところです。

引き続き、どうぞよろしくお願いい

と目まぐるしく法律が変わっていくな

長・管理者との横のつながりも欠かす

ることの一つです。

千田顔写真

報共有と連携、そして法人内の各施設

の専任管理者に就任いたしました。

藤井顔写真
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思いを引き継ぎつつ
向陽園施設長 小林 由美

齢の方への介助を適切に行えるかも今
から考え、研鑽を重ねていかなければ
と思っております。
このような支援を展開するにあたり、
ご家族の方々のご協力はとても大きく、
そのご協力なしでは成り立たないこと
が多々あります。

寄り添うという事
ま～ぶる管理者 松尾 淳司

が必要です。

正直、今の自分がその能力を持つ事

ができているかは自信がありませんが、

相談者にとって、今後の時間や人生が

「楽しく」過ごすことができるような

支援を心掛けています。

以前受講した研修で、

在り方、保護者の方々と一緒に作り上

の時代時代に即した活動提供や支援の

の功績の偉大さに身が引き締まり、そ

代施設長の名を思い浮かべるだけでそ

四月に向陽園施設長を拝命以降、歴

力ご理解を願うこともあるかと思いま

ながら、ご家族の皆様にも色々とご協

いますので、感染予防に十分気を付け

く生活できる術は見いだせていると思

けではなく、コロナ禍にあっても楽し

りますが、終わりを待って行動するだ

ら 相 談 支 援 に 従 事 し、 利 用 者、 家 族、

現場にて携わってきました。昨年度か

く障がいのある成人の方の支援を直接

設、通所施設、グループホーム等、長

おあつし）です。法人入職後、入所施

管理者に就任しました松尾淳司（まつ

今年度より、相談支援室ま～ぶるの

ん。言葉でいうことは簡単ですが、お

いと車に乗せてもらうことができませ

そのためには相手から「信頼」がな

と印象に残った言葉があります。

はありません。
』

自分が運転する車に相手を乗せるので

の助手席に、同乗することで、決して

いや生きづらさをもつ人の運転する車

『相談支援とは、例えるならば、障が

げてきたものが、園のあちこちに写真

すが、その時は何卒よろしくお願い申

地域の方々とともに日々奮闘していま

未だコロナ禍と言われる状況ではあ

や作品として飾られている物を見なが
し上げます。

「あれもこれも…」と思いはたくさ

頑張りなさい」という言葉を胸に、歴

利用者を好きだという気持ちを大切に

が、 工 藤 前 施 設 長 の「 あ な た ら し く、

て、より「中立・公正」の視点で相談

プに所属することなく単独の事業とし

ありながらも事業としては他のグルー

そして今年度より、法人内の組織で

経験を最大限に活用して、新たな相談

ます。これまでの現場での直接支援の

し一瞬一瞬の時間と出会いを大切にし

うことから始まることを心の中で反芻

互いの価値観や考え方を尊重し認め合

んあれども、私個人に出来ることはと

代施設長の思いを引き継ぎつつ、これ

支援を行っています。

す。

微力ではありますが、全職員一丸と

からの向陽園を支える若き支援者と共

まだまだ浅学菲才の身ではあります

なって、まずは今年度の取り組みとし

に、利用者の方々や保護者の方々の思

していきます。

工夫を持ち、向陽園での生活が楽しく

は、今までの施設長同様のご指導、ご

保護者の皆様、各関係各所の皆様に

で は あ り ま せ ん。環 境 や 関 係 の 中 で

人間ですので、考え方や感情は一定

関 係 」が と て も 重 要 に な っ て き ま す。

相談支援を提供するうえでは「信頼

ます。福祉サービス利用の有無に関わ

三人の相談支援専門員がお待ちしてい

悩み考え、寄り添う時間を共有すべく

らず、様々な困りごとについて一緒に

目のパオ遠軽にて、障がいのみに関わ

最後になりますが、遠軽町西町一丁

充実したものとなることを目指して支

支援のほど、よろしくお願い申し上げ

様々な形に変化をしていきます。知識

らず、お近くにいらっしゃった際はぜ

に寄り添うことを大切にします。

援に取り組んでまいります。

ます。

や技術だけではなく相手の気持ちや考

ひお寄りください。

また、利用者の多くが数年の後には
高齢化となることが否めない中、今あ

え方をきちんと整理して話を聞く能力

ても微力です。

て「集団生活における活動や生活の在

いに寄り添いながら、誠心誠意取り組

支援室ま～ぶるでの自分の役割を遂行

り 方 」を 今 一 度 考 え、年 齢 や 特 性 に

んでまいりたいと思います。

具体的には、利用者や家族等の想い

合った活動の提供や日々の過ごし方に

でした。

ら、私に出来る事は…と、考える日々

松尾顔写真

る設備をどのように利用しながら、高
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小林顔写真

北光福祉会ものがたり 北光学園その２

地すべりの危機に襲われて

前号では、湯浅文治、操夫婦の北光
長と同様、熱意と実践力をもってグイ

学園指導員だったこともあり、文治園

北光学園副園長 米内山 邦子

学 園 開 設 に 至 る ま で の 決 意 と 情 熱 を、
グイ引っ張っていってくれました。

穏な日々を過ごしていた昭和五十一年

ようやく平常の生活を取り戻し、平

開設後のご苦労と、それにも優る子ど
もへの愛情の数々の記憶をたどりなが
ら綴ってみました。
いつも子どもの幸福を願っていた文

町の施設である労働会館へ緊急避難す

め夜は特に怖がり、その都度一緒につ

た。渡り廊下を通ってトイレに行くた

間勤務でした。

いて行くなど、職員はまさに二十四時

ることになりました。
その日の午後九時、眠りについた小

さな子を起こし、着替えの入った風呂

意し、子どもの到着するのを待ってい

たのです。役場職員は寝袋や毛布を用

ながら夜十時三十分、全員無事避難し

で楽しい」とポジティブな考えに、子

で友達の家に行ったり来たりできるの

「学校が近いから良いよ」
「町の中なの

どもたちは不満、愚痴を言うことなく

一年間この生活は続きましたが、子

て下さり、遅くまでお手伝い下さった

ど も の 気 遣 い を 感 じ、と て も 嬉 し く、

敷と枕を持ち、大きい子に手を引かれ

ことは本当に感謝です。

二回目の土止め工事は、裏山中腹の

そして救われました。
は疲れて眠りにつきましたが、大きい

グランドに更に十六メートルの鋼管杭

会館の広間に皆で雑魚寝、小さい子
子たちは寝つかれず職員と共に一夜を

二十六本を打ち込むも依然としてわず

る事ができず、無力感に落ち込んでい

ですが、先代の無念さを思うと立ち直

されていった事は前号に記したとおり

れ、新しい城に入ることなく天国に召

ながらも、園舎完成を目の前にして倒

ルとして子どもが登ったりして遊んで

間近に迫っており、山の中腹にシンボ

に飛び込んできました。裏山が園舎の

を開けた瞬間、いつもと違う景色が目

分見回りのために園舎裏の子ども玄関

その日、宿直だった私は、五時三十

復帰はおあずけでした。

三 回 目 の 土 止 め 工 事 は、 鋼 管 杭

れ、国有林治山事業で対応、緊急治山

この地すべり災害復旧は迅速に行わ

り説明を受け、町長より避難命令解除

果、危険は一応去った旨、治山課長よ

事完了。観測並びに監視体制強化の結

三十二本を打ち込み、三月二十六日工

事業費の総額は当時で一億三千万を投

発令が出たので、五月二十二日、一年

町の協力で広間を小さな部屋に区切っ

ました。長期戦を覚悟し、労働会館は

性は遠のき、先の見えない状況になり

として続き、三ヶ月で復帰できる可能

が完成しましたが、土砂の移動は依然

見る事なく天国に召されていった無念

が心血をそそぎ新築した園舎。完成を

誰もが思っていました。先代文治園長

できないだろう」と口には出さずとも

「もうこのままあの園舎に帰ることは

そ ん な 時、文 治 夫 人 操 お 母 さ ん は、

さを思うと本当に心が痛みました。
プレハブのトイレ、浴室を設営しまし

たり、共同募金緊急配分金を申請して

二 回 目 の 工 事 の 結 果 を 聞 い た 時 は、

ぶりに帰園することができました。

じられたそうです。

不安な日々を余儀なくされました。

かながらも滑りを続けていたとのこと。

過ごしたこと今でも思い出されます。

た私に、
「 天国のお父さんはいつでも

いた巨大な岩石がそこにあるのです。

五月十二日のことでした。

私たちを見ているんでしょう」
「そう

園舎裏の山林の一部が滑り出し、泥

工事は突貫工事で進められ、一回目

小さな町の大きな出来事は連日新

よ、いつまでも悲しんでいたらきっと

流化した土塊が園舎の子ども玄関の手

の鋼管杭を打ち込んで造った土止め柵

町長さんはじめ、議会、役場職員の

聞・ラジオで報じられ、子どもたちは、

叱られるね」
。小学生のＴ子に元気を

前二メートルまで押し寄せたのでした。
建物倒壊の危険もある事の重大さを
理解するのにやや時間を要しました。
園長はすぐ役場へ連絡し、私たち職
員は子どもへの対応に追われ、慌ただ

区に開設されたひまわり学園の園長を

迅速適切な対応で、とにかく子どもは

しい一日が始まりました。

しており、兼務でしたが、前職は北光

正邦園長は、昭和四十四年に安国地

昭和五十年二月一日に就任しました。

ある湯浅正邦先生が当たることになり、

二代目園長として文治園長の長男で

思い出話をしています。

もらえたこと、今でも彼女と懐かしく

治園長は、園舎新築を念じ精魂を傾け

当時の新園舎
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園長先生は北見在住のため常勤は難

で い た 私 の 背 中 を 押 し て く れ た の が、

職員の誘導で寝巻きと枕を持って小

沢山いて私たちのお世話をしてくれま

操園母です。陰となり日なたとなって

持ちと、この御恩を子どもたちに伝承

ただ一つ残念だったことは、避難し

した。
（中略）ただ不自由といえば部

いつも側で支えてくれました。

「大丈夫よ、絶対戻れるから、文治園

て励ましてくれました。
「絶対戻れる」
た会館が街中の国道沿いであったため

屋が狭いこと、屋外に遊び場がないこ

その母も昭和五十三年三月に退職す

しいとの事で、副園長として私を任命

そう信じている操お母さんの強さを感
交通事故の危険性を考慮し、未就学の

と、でも学校が近いことや、友達が遊

ることになり、創設から二十六年にわ

さい子の手を引き、真っ暗な夜道を会

じました。
幼児八名は各児童相談所に戻り、措置

びに来やすいことなど便利な点もあり

たり心魂を傾けてきた北光学園の運営

していく事が私たちの役割である事を

丸一年振りに帰ってきた我が家、避
変更で退所になったことでした。全員

ました。土止め工事は三回も行われた

か ら 身 を 引 き ま し た。一 番 の 理 解 者

長が見守って下さっているので信じま

難した時のまま何も変わっていなかっ
が揃って園舎には帰られなかったので

そうですが、なかなか学園に戻ること

だった母を失ったことは大きな打撃で

して下さいました。責任の重さに悩ん

たことに安堵しました。また、玄関の
す。
「 今頃あの子たちはどうしている

ができず、会館を改造して冬を越すこ

したが、母は退職後、畑作りと孫の子

館へ急ぎました。会館には役場の人が

壁に飾ってあった文治園長の写真もそ
のか、当に五十才は過ぎているだろう」

とになりました。年が明け、五月よう

痛感いたしました。

のままで、
「お帰りなさい」と帰って
と今でも悔やまれてなりません。

しょう」
。挫けそうな私たちをそう言っ

くるみんなを待っていてくれたことも

長さんが五月二十二日帰園していいと

「いつか いつか」待っていたら、町

やく今度は学園に戻れそうだと聞き

ち主であり、剣道や茶道を取り入れて

横山園長は児童養育に強い情熱の持

守で淋しさを紛らわしていたようです。

印象的でした。
保全対象の学園建物が、児童福祉施

「心の教育」にも力を注ぎました。

子ども中心、子どもが主役、子ども

許可してくれて、一年ぶりに懐かしい
園舎に戻りました。その日は引越しの

の た め に、こ れ は 一 貫 し て 変 わ ら ず

の養育目標として引き継がれています。

三月末日で北光学園園長を退任しまし

年に迫っていたこともあり、五十二年

二代目正邦園長は、向陽園開園が翌

過ごすことができました。

で安心安全が保障され、平穏な日々を

ついても百％以上の防止工事のおかげ

きな事故や心配事もなく、地すべりに

横山園長の十八年間の在任期間は大

た。代わって横山功先生が、理事長と

「お父さんただいま」 ＹＴ（高二）

せ ん で し た。や っ ぱ り 学 園 は い い な。 「目配り気配り思いやり」は今も学園

疲れも忘れ、ただ嬉しくて寝つかれま

設という特殊な事情もあって林野庁は
じめ関係者の特段のご尽力により、地
すべり防止工事は、道内治山災害史上
はじまって以来十二日目という異例の
スピードで着工し、一年余りで滑りを
止めることに成功しました。
工事は地すべりの滑動が盛んに続く
中で施工されましたが、一つの事故も
なく早期に防止工事が完了できたこと
は、町をはじめとする関係機関、直接
同時に、地すべりの恐ろしさを再認識

―― 五月十五日夜九時、
「突然裏山地

当時の子どもの作文を紹介します。

り、四十四年から法人理事長に就任し

祉会監事、三十三年は同法人理事とな

横山園長先生は昭和二十九年北光福

うことになりました。私、五十一才の

四月一日、四代目園長として重責を担

したい」と言われ、考える余地もなく

は理事長に専念したいので園長に任命

平成七年三月、突然園長から「自分

し、一人も欠けけることなく園舎に戻

すべりのため全員労働会館に避難しま

て先代文治園長を支え、法人事業の発

時でした。

兼務で三代目園長に就任しました。

ることができた喜びを、復旧活動に関

す。正面玄関に集合のこと」園内アナ

展と充実に努められていました。

事、調査を施行した皆様に感謝すると

わって下さった町民や、多くの方々に

ウ ン ス が 入 り ま し た。一 時 大 騒 ぎ に。

（つづく）

「ありがとうございます」の感謝の気
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地滑りを伝える新聞記事

御芳志のご報告と御礼
《向 陽 園》

モードスタイル 小山田豊 メガネのタニシ 〈ボランティア〉
丸山きくお 荻洲燃料店

雲龍真 走市） フレッド・カフマン（札幌市）

遠軽清掃社 アート美容室 堀田恵美子 マ 亀田商店 舟橋順子 ㈱アオイケ 柳 救世軍遠軽小隊（遠軽町） 小田島護（網

水 谷伸 作

向陽園

竹中 光 江 徳

網走カーブス（網走市） 川畑早 丸美智子 アキュート 小山広明 安国小

苗 内竹薫（紋別市） ㈱ながさわ 鈴木 学校 匿名希望（遠軽町） 涌島正隆（湧

田島 護

崎邦子 近藤征一（湧別町） 奥谷雍子 小 政雄

見市） 花岡美和 悠林館（佐呂間町） 大 きずなホーム 渡部正騎 本田典子 加藤

細野石油㈱

遠軽 自 衛 隊 曹 友

あづま損害保険事務所 イ

㈱ 北見藤高等学校 中越ゆき江 北見洋 大湧工業㈲ 茶木建設㈱ ネッツトヨタ北

弓（遠軽町） 北海道コカコーラボトリング 《ひまわり学園》

令和三年十二月一日から、令和四年六月 工藤克哉 湯浅民子（遠軽町） 塚田玲子 孝稔
三十日までの間に、次の多くの皆さまから法 （紋別市） 後藤きよみ（士幌町）
９００，０００円

菓子協会 長谷川育子 置田靖子 ゼビオ 見㈱遠軽店

人事業あるいは施設などを利用している子ど 合計
もや利用者のために役立ててほしいとの趣旨
北見店

１３０，０００円

秦野商店

坂本幸太郎 黒川圭子 岩崎勝 ト電商事㈱ 小西商店

でご芳志をいただきました。誌面を通じて 《燦ホーム》

見市）
合計

１００，０００円

八郎（小樽市） 蠣崎稔子（北広島市） ㈱ 柿崎有美 今井知佳子（旭川市） 岡崎栄

子 ㈲アクト警備オフィス（札幌市） 松田 オホーツク総合振興局 今村由美（網走市）

マ ㈱北洋銀行 カフマン弘美 坂本真沙 戸町） 石田宏和・綾 坂口多恵子（大空町）

ドカフマン ホクレン農協協同組合 ㈱セコ 別市） 楠目広志（美幌町） 佐藤志津（置

内山邦子 堤茂樹（遠軽町） 飯田壮一（北 ＪＡ北海道中央会 ㈱コンサドーレ フレッ グ㈱北見営業所（北見市） 紋別保健所（紋

加藤政雄 湯浅民子 藤井康成 米 村崎美喜子（斜里町） 佐藤敬子（豊富町） 会田勝男 武井宏紀 コカ・コーラボトリン

石川和枝 長谷川光夫 新山史賢 工藤克 あさみ（美幌町） 田中理恵子（訓子府町） 別町） 森谷権三 葛木和広 長谷川善美

《サン・コロネ》

合計

屋泰賢（士幌町）

厚くお礼を申し上げます。 （敬称略・順不 阿部豊子（遠軽町） 野田勅子（音更町）星 美 北見カーブス 森良子 松尾和康（北 会 田中眼鏡店
同）

寄付金
《北光福祉会》

１８０，０００円

洋子（川越市）

遠軽信用金庫 ㈲登代里（遠軽町） 熱田 哉
合計
《北光学園》
米内山邦子 遠軽清掃社 橋本政司 遠

毎日 新 聞 東 京 社 会 事 市） 菊地弘記 北海道 ㈱セコマ 近藤正

ホグビー（石狩市） 佐藤善一（増毛町） 横 一（名寄市） 中井雅 幸

川東広子（帯広

軽町社会福祉協議会・共同募金会（遠軽

瀬 兼二 門司一徹

大久保奈弥 ㈱日本 臣 今村敬紀（札幌市） 森田孝俊（別海

寄贈品

町） 羽賀商店 中越ゆき江 ㈱マステッ 《北光福祉会》

久保友 樹毅

ク（北見市） 坂東 守（湧別町） 網走市 苗田建設㈱ 阿部豊子 湯浅民子 ㈱だい 業団

ブ 坂本健（東京都） 脇田素子（横浜市） 北光学園 梅澤尚明 桑山めぐみ 佐藤富

ターケア事業全国ネットワーク 食卓クラ ㈲大湧工業

細野石油㈱ イト電商事㈱

女性保護の会（網走市） 北海道共同募金 いち 社名淵酪農振興会（遠軽町） 田中 教文社 ㈱スタートトゥディ 吉本興業㈱ 町） 斎藤司（館林市） 前澤友作（東京都）

《北光学園》

市）

（東京都） 齋（弟子屈町） 北海道保健福祉部（札幌 日本ＰＴＡ全国協議会 ㈲ベレ出版 アフ 《向 陽 園》
会 中澤義之（札幌市） 横瀬兼二
匿名
合計 ４，９６２，６３０円

水野知一郎

塚田玲子（紋別市）

伊藤浩二 救世軍遠 本鏡餅組合（新潟市） ワールドメイト 鈴 義明（北見市） 滝口貞子 島田和男 山

佐 藤 由 ㈱ Daska ＆ Desiree（土浦市） 日 久子 小林幾子（遠軽町） 飯田壮一 松田

イト電商事㈱ 田中メガネ店 白滝ライオ 伊 藤 信 彦（川 崎 市 ） 二俣 正光（流山 市 ） 枝 今井百里子 工藤克哉 山川悟 黒瀧
荻 根 沢 祐子

ンズクラブ 遠軽 自衛隊曹 友 会

苗田建設㈱ アート美容室 美子

《ひまわり学園》
遠軽 清 掃 社

遠軽町社会福祉協議会・共同募金会 湯浅 軽小隊 ＡＣＵＴＥ 髙橋豊恵 小栗敬一 木千裕（伊豆の国市） ㈱三恵社 田中憲一 口香織

５１０，１００円

道共同募金会 横溝昌幸（福岡市）

長 谷川 清

谷 津一彦

高嶋弘三郎 サイクル（大阪市） 大田陽子（宇部市）
生田 原 神 社 ヘア

ルディックファーム 横山薫

町） 三澤勝（東神楽町） 今多紀子 鍋田

馬場洋子（訓子府町） 西沢利秀（小清水

民子（遠軽町） 武井慈英（北見市） 北海 郎 矢萩政幸 太田依里 ガトーロバ ノ （名古屋市） ほっともっと（福岡市） 木梨 斎藤久恵（新得町） 遠藤正治（佐呂間町）
合計
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正勝（札幌市） 富士産業 ワタキューセイ 治 もなみ学園（札幌市） 森本信（東京
都）

北 光 学園後 援 会
青山葉子

安 藤達

子（遠軽町） 大口侑希子 三品勲 大口眞一

郎 岳上光雄 松浦敬貴 舩橋弘治 川地

丸山杏菜 東伸 田岡久治 石澤英一 佐藤宏士 岩崎

堤茂樹 米内山邦子 岡部香 太田理 上 栄子 阿部勇作 端場勝一（上湧別町） ㈱

泉 秀一 小林幾子 安西貴美子（遠軽町） 廣島真 村美和子

《センターもね》
松尾淳司

モア（旭川市） 永田叙子（東京都）
堂 前 正雄

《ゆめいく》
坂 本 宣子

㈱サリー 米内山寛章 日野明美 上野裕介 早川友 国奥順一 細木亜由美 川森修二 長谷川善

岡田栄子 佐藤由美子 橋本さとみ 安藤 久衛 ㈱小柳中央堂 尾藤照明 武井宏紀

井田 吏 絵

清水直人 角谷房代 長岡春三 上野友子 美（紋別市） 赤間尚美（札幌市）
川口強

山下大輔

國松 大

ひまわりの里 後 援 会

市） 加藤俊文（千歳市） HJK ㈱（東川町）

真美（紋別市） 富士産業 菜原智子（旭川

雍子（網走市） 中澤義之 榎啓行（札幌市） 一郎 西田光子 白田和博 塚田玲子 廣島

井 筒ひとみ サ インターナショナル 山本珠江 森本麗子 美子 山口弘子 河本千香（遠軽町） 奥谷 美（北見市） 滝口貞子 山下常男 水野知

樋口順子 長屋久美子 湯 浅民子

いづみ 米内山仁 米内山楓 宮島真理子 渡辺裕明 丸山守 井関利男 中央防災㈱

今井 美香

内野郁子 佐藤昌生 佐藤利江 鈴木由 《サン・コロネ》
美子
北岡優平 三浦 美智子
ン・コロネ（遠軽町） 八木沼隆春 （北見市） 稲場喜久雄（遠軽町）
歳永俊江（佐呂間町） 金内安彦（湧別町）《くれよん》
有路カヅ子（美幌町） 須藤利昭 岩本静 佐藤昌生 高木明彦
浩一（佐呂間町）

協議会 アート美容室 ㈱渡辺組 松原建 幌町） 森田孝俊（別海町） 土門善弘（佐呂

湧工業㈲ ㈲遠軽清掃社 遠軽町社会福祉 子（訓子府町） 後藤きよみ 星屋泰賢（士

夫（札幌市） 白川弘行（函館市） 大場玲 輔（遠軽町） 野宮雅貴 惣田譲治 早坂 湯浅民子 工藤克哉 遠信生田原支店 大 小原勉 楠目広志（以上美幌町） 岡本タミ
《ぱすてる》

梶田伸男 千田嘉人 松尾淳司（遠軽町） アサヒ食品 設㈱ イト電商事㈱ ㈱管野組 旭川トヨ 間町） 森岡陽子（滝上町） 中井雅幸（音更

子（埼玉県）
梅澤尚明 工藤克哉

《遊友やすくに》
林明男

中原稔

牧口勝彦

（遠軽町）
《ぱれっと遠軽》
安村一彦（遠軽町）

後援会だより

松田幸恵

ひまわりの里後援会 決算報告

令和三年度のひまわりの里後援会の決算の状

細野石油

㈱ 六車潔 名雪美加 鈴木颯馬 阿部豊

況は次のとおりです。バザー等はありませんでし

㈱中野モータース遠軽

子 森本麗子 佐藤マサ子 千田嘉人 大

工業㈱

機 生田原歯科診療所 遠軽通運㈱ 日新 都） 西川千恵子（奈良市）

軽店 ㈲ウエノ 竹林歯科医院 ㈱工藤電 幌市） 田中齋 長田わか子 橘京子（東京

鎌田大助 本皮膚科クリニック ネッツトヨタ北見㈱遠 藤利昭 途中政和 秋保惠治 鍋田正勝（札

社 ㈱菊地精肉店 ㈾ウメダ 光紀㈱ 瀧 清医療食品㈱北海道支店 吉田さやか 須

具店 栄管工業㈲ ㈲登代里 ㈱遠軽新聞 加藤政伸（興部町） 池田商店（雨竜町） 日

坂本二三夫 井筒ひとみ 温森幸治 浅井 工業㈱ 湧別保育所 福本愛実 工藤基也 タ自動車㈱遠軽店 ㈱アオイケ ㈱笠井家 町） 板東正昭（南幌町） 齊藤久恵（新得町）

中 津一雄

伊藤美 《ま～ぶる》

宏実 山岸文夫 小野寺映子 粕谷さつ子 中尾一也（湧別町）
三浦美知子 藤井康成 因早波
千子 平間彰 遠軽町（遠軽町）
《遊友ほたる》

我妻香苗

鈴木美智子（湧別町）
森田 千 春

《燦ホーム》
鏡 栄子
千葉美佐世 松尾淳司 佐藤信子 西原

林明

がたい限りでした。

高木祥隆

杉潔 佐藤直美 仙頭百里子 桑山めぐみ たが、会費・寄付金等の収入は例年並みであり
清 水 直人

弘 福田進 高橋捷史 仲野スミ子 有倉

令和三年十二月一日から、令和四年六月 男 谷千洋 加藤あゆみ 福田進 望月利 ご支援に感謝してご報告いたします。

粕 谷さつ子

リヨ子 清水直人 佐藤マサ子 花山幸子
（遠軽町） 土門きみえ（佐呂間町） 端場勝

出

４６，８４４円

８，４６５，８１８円

３９６，８１３円

一 安彦好子 松浦敬貴（湧別町） 楠目広 三十日までの間に、それぞれの後援会に、次 昭 新山真知子 斉藤節子 片山昭雄 工 会費・寄付等の収入 ２，０３４，３１８円

志（美幌町） 今本勲 西田光子 （北見市） の皆さまから会費・寄付金等のご芳志をいた 藤洋一 黒瀧久子 伊藤安子 宮崎良公 小 事 業 収 入

柳不二夫 清水直人 佐藤恵子 片桐キエ

１０，８５０，１０５円

代 千葉美佐世 松尾淳司 我妻香苗 大 差引合計 （次年度繰越金）

森岡陽子（滝上町） 菱木冨美子（斜里町） 通じて厚くお礼を申し上げます。
（敬称略・ 本二三夫 温森幸治 成田朋美 大神田佳 支

山下常男 白田和博 廣島真美（紋別市） だきました。ご協力に心から感謝し、誌面を 西博史 山川悟 浅井宏實 佐藤冨枝 坂 前年度繰越金
内海慶子（網走市） 森田孝俊 森田初江 順不同）
（別海町） 加藤政伸（苫小牧市） 秋保惠
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お薦めの本

千島列島の最先端、カム
「終わらざる夏」上・下
チャッカ半島に近いロシア
浅田 次郎著
との国境に、かつて日本の
集英社（文庫本もあります）
領土であった占守（シュム
シュ）島がある。昭和２０
年８月１５日、日本が戦争
に敗れ、無条件降伏した３
日後の８月１８日に、ソ連
兵が突然侵攻してきて、日
本軍との激しい戦闘が繰り
広げられ、多くの戦死者が
出たという。日本軍は善戦
し て ソ 連 の 侵 攻 を 遅 ら せ、
この戦いがなければ北海道
までソ連軍に占領されてい
終わらざる夏の表紙
たかもしれない、とも言わ
れる。沖縄戦等の悲惨さは有名だが、この北の最先端の
終戦直後の戦いは知る人は少ない。せめて、北海道に暮
らす人間は知っておくべきとも思う。
本書はしかし、その戦いだけがテーマではない。
戦う兵、死にゆく兵、敵味方を問わず、いずれの兵たち、
あるいはその周辺の人々それぞれにもかけがえのない人
生があり、恋人や家族がいる。それらが突然に大きな力
によって、断ち切られていく。そんな戦争の理不尽さ、
非情さ、愚かさが胸に迫ります。
戦争を知り、考えるのに、今お薦めしたい一冊です。

〒099-0622

北海道紋別郡遠軽町生田原安国302番地7

☎0158（46）2120・FAX 0158（46）2080

ＨＰ：http://www.hokko-fukushi.or.jp/office/

E-mail：office@hokko-fukushi.or.jp

●児童養護施設 北光学園 ☎0158-45-2233・FAX45-2041
地域小規模児童養護施設 きずなホーム ☎0158-45-2206
●児童家庭支援センター 子ども家庭支援センターオホーツク
☎0158-45-3211
●障害児入所施設 ひまわり学園 ☎0158-46-2020・FAX46-2080
●障害者支援施設 向陽園 ☎0158-46-2525・FAX46-2277
●地域生活支援事務所 パ オ ☎0158-46-2120・FAX46-2080
パオ遠軽 ☎0158-42-3811・FAX 46-3384
●共同生活援助事業 ゆめいく（7ヶ所） 燦ホーム（８ヶ所）
●生活介護事業所
遊友やすくに ☎0158-46-2277

遊友えんがる ☎0158-42-3389

センターもね ☎0158-42-3720

スペースもね ☎0158-46-2120

●就労継続支援B型事業所
サン・コロネ ☎0158-46-7077

●児童発達支援・放課後等デイ ぱすてる ☎01586-8-7300
くれよん ☎0158-46-2020

めるくる ☎0158-46-7510

●居宅介護事業所 ぱれっと遠軽 ☎0158-4２-3811
●相談支援事業 ま～ぶる ☎0158-46-3383

編集・発行：社会福祉法人 北光福祉会

理事長

町内の社名淵酪農振興会（会長石丸博雄氏）
から遠軽町を通じて当法人に、「子どもたちの健
やかな成長を願い、酪農・畜産業へ少しでも関
心をもっていただきたい」と牛乳券（６万円分）
のご寄贈をいただきました。北光学園とひまわ
り学園の子どもたちに分け、おやつ作りやグラ
タンなどに使わせていただきました。

後援会ご協力のお願い
当法人には、児童養護施設北光学園の「北光学園
後援会」と、ひまわり学園、向陽園、パオなどの障
害関係事業を後援する「ひまわりの里後援会」があ
ります。
北光学園の陸屋根補修工事、ひまわり学園の配管
設備の取換え工事など、建物修繕に多額の予算が必
要となってきております。お一人でも多くの方のご
支援やご協力を望んでいます。お志のある方は下記
へご連絡ください。

〇北光学園後援会
☎０１５８―４５―２２３３（北光学園）
〇ひまわりの里後援会
☎０１５８―４６―２０２０（ひまわり学園）
☎０１５８―４６―２５２５（向陽園）

改築から一年余の北
光学園園舎を襲った裏
山の地すべり。園舎と子どもたちがよくも無事だっ
たものと感謝がわきます。避難した町の労働会館は
古い木造の建物で、そこで一年間を過ごさざるを得
なかった子どもたちと職員の不自由さとご苦労を思
い、頭が下がりました。次回は、現在地への移転改
築へと向かって行きます。
コロナは第七波に入り、変わらず自粛の中にあり
ます。生活リズムを刻んでいた季節ごとの行事も中
止になり、感動や歓喜や達成感がないままに、月日
が過ぎて行きます。人に会ってもマスク越しでは想
いが伝わりづらく、盛り上がりようがありません。
そんななか、三年ぶりの遠軽夏祭りが開かれまし
た。メインのパレードでは、晴れやかに、誇らしげに
演奏したり、踊ったりする子どもや参加者の姿が見
られました。沿道を埋める観客はみんなうれしげで、
こういうひとときが待たれていたことを感じさせられ
ました。
「この子にとって、初めてのお祭りなんですよ。」
にぎわいにいささか気を飲まれている３歳の男の
子の母親が、そう言っていました。
安寧の尊さを思わずにはおらません。コロナ禍も、
戦争も早く過去のものになり、災害の無い平和な
日々が続くことを心から念じます。
（Ｙ）

あとがき

社会福祉法人 北光福祉会

遊友ほたる ☎0158-46-2460

社名淵酪農振興会から牛乳券のご寄付

湯浅

民子
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