
いくらちらし�いくらちらし�

　秋から冬にかけては旬のおいしい食
材が数多く出回ります。�
　今回は旬の味を存分に活かした簡単
おもてなし料理をご紹介します。�
　何かと人の集うこの時期、短時間で
作れてしかも華やかさのある一品です。�

米は出し昆布を入れて炊き上げる。(通
常の水加減より少なめにする。)�
炊き上がったご飯に手早くすし酢を
合わせる。(飯台を使うと便利です。)�
いくらは調味料に漬け込む。卵は薄
焼きにしてせん切りにしておく。�

絹さやも塩ゆでしてせん切りにして
おく。�
すし飯を皿に盛り、その上に色どり
よくいくらなどの具をのせる。�
�
○いくら以外にもゆでたカニのほぐ
し身や、甘えびや鯛などの刺身を
使ってもいいですよ。�
○具をいろいろ変えてオリジナルの
ちらし寿しに挑戦してみてはいか
がでしょうか。�

�
�

材　料(4人分)

作り方�

白米�
水�
出し昆布�
酢�
砂糖�
塩�
生いくら�
酒�
濃口しょうゆ�
卵�
薄口しょうゆ�
みりん�
油�
絹さや�
刻みのり�

　………………240ｇ�
…………………360cc�
　　　…………適宜�
…………………大さじ3�
　………………大さじ2�
…………………小さじ1�
　　　…………80ｇ�
…………………大さじ1強�
　　　　　……大さじ1�
…………………1個�
　　　　　……小さじ1�
　　……………小さじ1�
…………………適宜�
　　……………20ｇ�
　　　…………2ｇ�
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プレゼント�
　　　クイズ�
プレゼンプレゼント�
　　　クイズ　　　クイズ�
プレゼント�
　　　クイズ�

特別養護老人ホーム
白百合苑
卯野　寛子

表紙写真の木村さんご夫妻の愛娘、
介助犬は、何という名前でしょうか。

●応募方法●
専用ハガキにて応募して下さい。（福利協会会員のみ対象）
プレゼント希望コースは必ず記入して下さい。
専用ハガキの裏面には、広報の感想やご意見など
自由にご記入下さい。

●宛　　先●
〒010-0922 秋田市旭北栄町１-５
秋田県民間社会事業福利協会

「ハーモニー」クイズ係

●締　　切●
平成15年12月31日（水）消印分まで有効。
※当選者の発表は、応募締切後に賞品の発送を
もちまして代えさせて頂きます。

★このプレゼント企画は、福利厚生センターの
事業支援を得ているものです。

表紙のワンちゃんはかわいくて、とても
お利口さんですね。
犬や猫の虐待のニュースを耳にすること

がありますが、動物も人間も生きるものは
すべて尊い命です。それぞれの役割があっ
て、この世に存在していることを忘れたく
ないものです。 （H.K）
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発　行　日　平成15年12月10日
財団法人秋田県民間社会事業福利協会
秋田市旭北栄町1番5号 1(018)864－2703

編集発行人　　三　浦　憲　一
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苑行事　～居酒屋～
年末年始、たくさん出番がありそうです

木村　佳友　著�

（4食箱入）�

10名様へ�
介助犬　シンシア�

TEL.0176―75―1122�
〒018-5511　秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔�

２組４名様へ�
１泊２食付　無料ご招待�

10名様へ�

サッポロラーメン�

味の時計台� ５名様へ�
いへばえに�

“あぶらとり紙”でお馴染みの�

（有）よーじや�

コース�
A

コース�
B

コース�
C

コース�
D

（ 　 　 　 ） �あぶらとり紙　５冊�
口紅おさえ紙　２個�

盲導犬が視覚障害者の目となり歩行

誘導をするように、介助犬は肢体不自

由者の手足となって動作介助をする犬

です。立ち上がりや起きあがりの時の

支えになる、落とした物・指示した物

（切符・お金など）をくわえて渡す、

ドアの開閉などの介助をしてくれま

す。 （次ページに続く）

木村　佳友（日本介助犬使用者の会・事務局長）

木村さんご夫妻と愛娘“シンシア”

をご存じですか？�介� 犬�助�

プロフィール・・�

きむら　よしとも
大阪市出身。本業はコンピュータ・プ
ログラマー<(株)ルネサステクノロジ>。
仕事のかたわら、講演や行政への働き
かけを通じ、介助犬の普及活動に取り
組んでいる。厚生労働省「介助犬の訓
練基準に関する検討会」委員を務める
など、身体障害者補助犬法の成立にも
尽力。関西学院大学非常勤講師。著書
に『介助犬シンシア』(新潮文庫)など。
2003年5月には「シンシア～介助犬
誕生ものがたり」としてテレビドラマ
化。

c o n t e n t s
◆介助犬をご存じですか ……………………1～2

◆施設・会員紹介コーナー………………………3

◆会員交流事業・広報紙講習会から……………4

◆会員おたより紹介………………………………5

◆宿泊体験レポート………………………………6

◆会の現況…………………………………………6

◆ほほえみ・ソウェルカード指定店紹介………7

◆栄養士さんのおすすめ料理……………………8

◆プレゼントクイズ………………………………8
主な内容�
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宅周辺まで乗せて安心させるなど、グループホームなら

ではのきめ細かいサービスを心がけています。

入居者からみれば、お孫さんのような年齢のせいか、

逆にねぎらいの言葉をかけてもらい家族のような人間関

係を感じた時、この仕事をしていて一番うれしい瞬間だ

と話されました。

勤務の都合上、職員全員が顔を

あわせることがなく「入居者と職

員と合同で一泊旅行して親睦を深

めたい」というのが、戸島さんの

“夢”です。近いうちにぜひかな

えてくださいね。

高橋さんは、今春、日赤秋田短大を卒業したばかりの

フレッシュマン。前号「ハーモニー」に登場の三浦教授

や岩谷助教授には「大変お世話になりました」と話す笑

顔も初々しい。

高校生時代は、秋田県社会福祉協議会主催のサマーシ

ョートボランティアに参加、また授業の一環として施設

を訪問していたこともあり、迷わず福祉の世界を選んだ

とのこと。

高橋さんは、それぞれの苦楽ある長い人生経験を積ん

だ入居者の人格を尊重しながら、サービスする難しさを

常々感じていると話しています。

入居者のホームでの生活が、“家庭と同じように気持ち

よく過ごしてもらいたい”という思

いを大事にしながら、接していま

す。

プライベートでは、車の運転

技術を磨きたいと練習しており、

近いうち入居者たちと一緒にドラ

イブに行く日が来ることでしょう。
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私は、15年前の交通事故で、頸

髄を損傷し車椅子の生活となりまし

た。下半身はもちろん、腹筋や背筋

だけでなく手の指も動きません。3

年半の入院・リハビリ訓練で、自宅

での生活ができるまでになりまし

た。もちろん、自宅は車椅子で生活

ができるように、床のフローリング、

天井走行式リフト・昇降機の設置な

どのバリアフリー改造を行いまし

た。また、会社の理解も得られ、在

宅勤務のコンピュータ・プログラマ

ーとして復職できました。

小さい頃、いたずらっ子だったの。

パパ、電話だよ。

スイッチポン、明るくなったでしょ。

パパは、お仕事・取材と大忙しなの。

車好きの私はお手のもの。

パパ、ちょっと待ってね。

事故後、復職したけれど
介助犬発祥の地といわれるアメリ

カでは、すでに30年近くの歴史が

あり、約2,000頭の介助犬が活躍し

ています。日本では、1992年に育

成が始まり、現在活躍している介助

犬は38頭です（厚生労働省調べ：

2003年11月現在）。

日本の介助犬は38頭

今年10月に、身体障害者補助犬

法（以下「補助犬法」）が完全施行

されました。ようやく、盲導犬・介

助犬・聴導犬が、補助犬として法的

に認められ、公共施設への同伴が保

障されました。しかし、補助犬法を

知らない人が多く、補助犬の同伴拒

否もみられ、補助犬使用者の社会参

加を妨げるバリアの原因ともなって

います。

補助犬法の完全施行

補助犬が社会に受け入れられ適切

に普及するためには、国や自治体の

啓蒙も欠かせませんが、一般の方々

の心のバリアフリーによって補助犬

をあたたかく受け入れていただきた

いと思います。

心のバリアフリーを願い

ための手助けなら十分補ってくれ、

介助者の負担も減り、仕事の効率も

良くなりました。

私のような頸髄損傷者にとって、

通勤の必要がない在宅勤務は最適で

すが、妻との２人暮らしで、日中は

妻が仕事に出かけるため、「フロッ

ピー」や「キーボードをたたく装具」

などを落としただけで仕事が中断し

てしまう、車椅子から落ちると床に

転がったままになるなど、問題もあ

ります。

日中は一人きり

盲導犬や介助犬は、軍隊式のさぞ

かし厳しい訓練を受けていると思っ

ている人が少なくありません。私自

身もシンシアの訓練を見るまでは、

そう思っていたから仕方ないのです

が、盲導犬や介助犬はほめられるこ

とがうれしくて仕事をするように訓

練します。介助犬は、遊びの延長と

して仕事をしています。

仕事は遊びの延長

トレーナーに叩かれたり、怒られ

ることが怖くて、仕事をするように

訓練したのでは、犬を押さえつける

ことのできない障害者には、介助犬

をコントロールできません。障害者

が介助犬に介助をしてもらうため

に、毎回厳しい口調で指示しなけれ

ばならないのであれば、精神的なス

トレスにもつながります。また、障

害者は介助犬に仕事をしてもらうだ

けでなく、散歩に行ったり、ブラッ

シングをかけたり、介助犬の世話も

することで信頼関係を築いていま

す。

信頼関係を大事に

しかし８年前からは、介助犬のシ

ンシアがそれらの手助けをしていま

す。私の障害レベルでは、介助犬の

補助だけで完全に自立することは難

しいのですが、日中を一人で過ごす

シンシアと出会って

社会福祉法人　新秋会�
グループホーム�

ひなた�
　グループホームひなたは、土崎港祭りで有名な秋田市土崎にあります。今年の4月
に開設認可を受けたばかりで、痴呆症状のある方たち9人が共同生活をしています。�

入居者入居者と心ふれあう生活心ふれあう生活のためにのために�

おじゃまします。福利協会です�

入居者入居者と心ふれあう生活心ふれあう生活のためにのために�入居者と心ふれあう生活のために�

ホーム長の菊池さんをはじめ、ホームで働く職員7人

は20代から30代と若く、交代制勤務で入居者と生活を共

にしています。

事務局が訪問した時、入居者が、職員と一緒に食事用

の“菊の花”の下ごしらえをしていました。その様子は、

普通の家と変わりなく居間で家族とくつろいでいるよう

なアットホームな雰囲気でした。

29歳と若いホーム長の菊池さん

は、福祉関係の大学を卒業後、老

人保健施設、在宅介護支援センタ

ーと老人福祉の経験を積んでこら

れました。福祉施設に働くお父さ

んの姿を見て選んだ道だとか。

ホームの日常は、毎日の散歩、

お買い物や食事に出かけたり、またその地区のお祭りや

公民館の行事に参加するなど積極的な生活スタイルです。

住み慣れたわが家から離れても、毎日を楽しく生活して

ほしいというホーム長の気持ちが現れています。

まだ開設したばかりということもあり、これからは広

報を発行するなど“ホーム”を地域の人たちに理解、支

えていただきながら、地域に根ざしていきたいと話して

いました。

また、「ホームを利用するための個人費用は決して安く

ありません。福祉が充実した“誰でも利用しやすい”社

会になってほしい」と話されたのが、心に残ります。

副ホーム長の戸島さんも、病院での介護の経験のある

方で、新卒で勤務している方たちの良き先輩、良きアド

バイザー的存在です。

「家に帰りたい」という入居者の言葉に、その人を自

グループホーム全
景。ホームにはエレ
ベーターが設置され
ています。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

お忙しい中、3人の会員さんからお話を伺いました。短時

間でしたが、若い職員の方たちと入居者がうまく融和して

生活しているように感じました。グループホームが地域に

溶け込み、入居者が心安らぐ生活を送ってほしいと願う訪

問となりました。

▲

福祉の充実を望む
菊池ホーム長

夢を語る戸島さん

目を輝かせて話す高橋さん

地域に根ざしながら

人と人のつながりを大事に

人生経験豊かな人たちに寄り添って



�

会員交流事業� ●劇団四季「ハムレット」に観劇助成しました。�
●グルメを楽しむつどいは、前期（3カ所）・後期（3カ所）と6カ所で開きました。�

Ｑ�＆�A
料理人の帽子の高さがいろいろ
あるけど、どうして？�

Ｑ�

帽子の高さは位を表し、シェフの
帽子が一番高く、それぞれの帽子
の高さはシェフが決めます。�

A

シェフの首に巻いているチー
フは何のためにあるの？�
(チーフとはスカーフのような
ものです)

Ｑ�

料理長は、食材を管理する立
場にあり、冷凍庫に入る時の
ために防寒の役割を果たします。�

A

シェフの袖が長いのはなぜ？�Ｑ�

A 熱い鍋などを持つときに、鍋
つかみの代用
になるよう長
いのです。�

広報紙講習会� 7月3～4日に開催。52名が受講しました。�

みんなが楽しめる広報を目指して�みんなが楽しめる広報を目指して�
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職場の女性同僚5人と妻、私の総
勢7人の「ハムレット」観劇は、期
待通りの内容で感激しました。
劇団四季は以前より大好きで「ラ
イオンキング」や「キャッツ」など
も観ましたが、チケット代が高く、

いつも観劇できるというわけにはいきませんので、福利
協会・ソウェル事業の助成による会員料金の企画はとて
もうれしく助かります。
チケットの手配などで普段迷惑をかけている職場の同
僚に少し恩返しができました。また、今回は家族も対象
ということで、妻も会員同額料金で観劇できました。“女
房孝行”ができ、私の家庭での株もあがりました。劇団
四季の観劇助成など今後も期待しています。

劇団四季�～世界中で愛されている�　　シェィクスピアの劇世界～�

知的障害者更生施設　合川新生園
事務主任　吉田　　稔

食べることが大好きな私の願いがかなって、初めて参
加させていただきました。サンルーラル大潟の牧尾総料
理長のフランス料理は、肩のこらないやさしいお人柄あ
ふれるフルコースで、本当に楽しくごちそうになりまし
た。各テーブルを回ってていねいに教えてくださったの
も印象的でした。
大潟村ブランドの旬の野菜をふんだんに使ったこだわ
りや県内産の牛肉の柔ら
かいことなど、地物の食
材のおいしさを再確認し
ました。特に、ワールド
ライスの食感とソースの
バリエーションに感激し
ました。

　～牧尾総料理長の�
             フランス料理と�
         ワインを楽しむ会～�

能代市授産場
作業指導員　直嶋　寿子

牧尾総料理長と一緒に

広報紙講習会
は、専門用語が多
く難しいこともあ
りました。しかし、
先生が「読む側に
立つ、読む人が主

役となるもの」と講義された言葉
が心に残り、初めて広報作成に携
わる時、読みやすい書き方よりも

楽しいものを作ろうと思いました。
作成を通して、1枚の写真の中に、
利用者の新たな表情や、普段とは
違う一面を垣間見ることができた
ことは大きな発見でした。また、

利用者が述べたことを記事にする
作業は大変でしたが、完成した時
はとても感動しました。
今後も全員が参加する楽しめる

広報を目指していきたいです。

特別養護老人ホーム　河辺荘　　　　　　
介護員　戸井田　笑

広報紙講習会の様子。
中央が講師の石田先生です。

河辺荘たより
「ひなた」より
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宿泊体験レポート� 前回ハーモニーの無料ご招待当選者�！�！�

・但し、４／30～５／４、８／７～16、�
　10／10～15、12／30～１／４ は除きます。�
・予約の際は、必ず「ほほえみカード」会員である�
　旨、申し出てください。�
�

TEL　0186―31―2221�
〒018―5141　秋田県鹿角市八幡平�

ほほえみ優待内容�

宿泊料金10％割引�

「わ～っ、すごい湯けむり！」
後生掛温泉に着いたとたんの子供
たちの声。さっそくお風呂につかり、
次は楽しみにしていた「泥湯」に入
りました。さすが美肌効果バツグン
でお肌はスベスベ。また、名物の
「箱蒸し風呂」は、顔に蒸気が当たら
ないので長く入って、気持ちいい汗
をかくことができました。

当選しなければなかなか1泊する機
会はないのですが、冬支度を始めた
木々の風情を感じながら、いろいろ
なお風呂を楽しむことができました。
旅館の雰囲気もとても良く、心なご
む2日間を過ごすことができました。

みどり保育園（秋田市）
栄養士　佐藤　知子

湯けむりにつつまれて

★★ソウェルクラブ加入事業所のみなさま★★

●ホームページで申請できます。
インターネットに接続し、「福利厚生センター」で検索してください。

・結婚お祝い品（1万円の商品券）

・出産お祝い品（1万円の商品券）

・入学お祝い品（5,000円の商品券）

・資格取得記念品（5,000円相当の記念品）

・永年勤続記念品（年数ごとの記念品）

◆生活習慣病予防健診費用助成の変更点について
・一般健診助成額4,120円とは別に女性会員の場合、
乳がん・子宮がん検診820円がプラスされます。
（4,940円となります）

◇クラブ・サークル活動
支援助成もお忘れない
よう申請してください。

心なごませてくれた
後生掛温泉


