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「社会に出てから頑張れるための源を」
み なもと

年の７月に社会福祉法人グロー（GLOW） は、我々の想像以上に個々の中で考え、悩み、
〜生きることが光になる〜 の人事異動

苦しんでいるのだろうと感じずにはいられませ

自分の時間はなくて、学園の時の方が自分の時
間があったし、学園の時はなんだかんだ言って

により、当学園の園長に私、山之内洋が、また

ん。 自身の現在置かれている状況を言葉として

副理事長の牛谷正人が着任いたしました。２人

は各寮での生活場面や工場作業中を通しても見

くわかった。」と語ってくれました。

活動をはじめとして日々の生活や作業の中で一

員が聞くと「学園でずっと言われ続けてきた相

法人内の障害関係施設の総合施設長として法人
体制で対外的な業務も含め学園全体の運営を行

ってまいります。急な人事でもあり、皆様にお

かれましてはご心配とご迷惑をお掛けしたこと

と存じます。

牛谷総合施設長は２０数年前に当学園の児童

指導員として勤務された経歴があります。 当時

のエピソードなどもこの紙面を通じて紹介でき
ればと考えております。

て、今年度の信楽学園ですが、急な人事

整理は出来ていなくとも不安に感じている様子

られます。そんな状況の中でも登山活動や演劇
人ひとりのペースで、ゆっくりと少しずつ力を

そして「社会に出てからの方がしんどいけど、

目指して行きたいと考えております。

日、４年前に学園を卒園して、今、社会

の中で頑張っているＯＢの３名が３年目

の大きな行事も事故等なく無事行われました。

創設６３年を迎えた当学園には約８００名の

らっしゃいます。 学園を卒園したＯＢたちもそ

ました。

います。しかし、そこで、踏みとどまって、さら

園して社会の中で揉まれ、さらに一回りも二回

がり、支援を受けながらも自分らしく暮らして

けど、今はそれが楽しみ」と明るく話してくれ

そんな彼らの顔を見ていて、彼らは学園を卒

ＯＢがいます。 そのＯＢたちの頑張りにより

くれるようになったのかと驚きでもありました。

施され、実習に向けての頑張りどころとなって

せん。所々でＯＢたちに出会った際には学園在

到来となっています。

楽しさもたくさんある。仕事帰りに職場の人と

ちょっと一杯行くのも最初は緊張して嫌だった

りも大きく成長してくれているんだと強く感じ

「信楽学園の園生（後輩）を我が社に雇い入れ

は一気にこれまでの個々の頑張りを試す季節の

迷った時に乗り越えることが出来た」と。

話しに来てくれました。

就職活動が本格化してきました。 ２年目児童に

います。１０月には生産競技会が行われ、学園

談することがいかに大切かが分かって、相談す

をしながら、児童たちと一緒に次のステージを

っとした変化を見逃さず、児童たちと振り返り

園在籍時のことや現在の自分自身のことなどを

ついても園外実習に向けて実習先の見学会が実

そんな中でどうして今頑張れているの？と職

ることで、しんどいなと思った時や困った時、

異動のため、多少の動揺はあったものの、 児童たちの進路ガイダンスに参加してくれ、学

９月に入ると３年目の児童は就職面接会など

自分がちゃんとしていないといけないことがよ

つけてくれています。職員としては、そのちょ

児童、職員共に元気に日々を過ごしておられま

す。 ８月の登山活動や神山地区の納涼祭など

も職員が傍にいてくれて、助けてくれた。今は

ました。率直にあの○○くんがこんな話をして

の波に飲まれ、傷つき、苦しんでいる人たちも

に頑張ろうと、地域の支援機関に相談し、つな
いる人たちもいます。

楽学園としては、この節目の時代に、

今一度学園で暮らしている児童たちに対

たい」と申し出てくれる企業も少なくはありま

学園を紹介・説明する場面は、各圏域の

して、就職する力を身につけさせ、就職させる

籍時の思い出を話してくれることがあります。

の集団説明会、そして県内の中学校に対してな

る力、頑張れる力の源のようなものをこの３年

進路関係の会議の場面や福祉関係事業所

「当時いろいろと職員に言われて嫌だったけど、 どたくさんあります。
頑張ったから今も頑張れている」「しんどかっ

そこでは、当学園の卒園生は就職率７割と紹介

ことがゴールではなく、社会に出てから頑張れ
間で身につけてもらえればと願っています。

またそのお手伝いを職員一同、一所懸命頑張

たけど登山活動の時のあの頂上からの景色が忘

してまいりました。しかし、定着率としてはその っていく所存でございます。そして、児童たち

だけ頑張れるものではなく、数カ月にわたり、

くれます。

続ける中で個人的なことをはじめ様々な理由に

本番に向けてのプロセスを重要視し、児童のも

いと思っていた。学園を出たら自由に生活でき

く取り組みとなっております。

だった。今は仕事にしても生活にしても自分で

当学園は夏の登山活動、冬の演劇発表会と大

きな二つの行事があります。いずれも本番当日

準備やトレーニングを積んで、当日を迎えます。

つ潜在的な力を呼び起こし、さらに伸ばしてい

３年間の限られた時間の中で、自分自身を伸

ばすということは多感な時期の児童たちにとって

れられない」といったことを懐かしく話をして

先日来てくれたＯＢたちも「学園を早く出た

ると思っていた。けど学園にいた時の方が自由

全部しないといけない。 社会で生活すると食事

などの家事や翌日の準備などで思っていたほど

数字からぐんと低くなってしまいます。 仕事を

より、仕事を辞めていった人たちもたくさんい

ます。しかし再就職をし、それまで以上に頑張

っている人たちも同様にたくさんいます。

戦後７０年を迎えた今の世の中、社会は障害

の有無にかかわらず、様々な理由で＜生きづら

さ＞を感じて暮らしている人たちがたくさんい

が卒園後に暮らすそれぞれの地域で、我々職員

に代わって、支援してくれる応援団をしっかり

とつなげていくことが一番の使命とも考えてお

ります。

今後とも皆様の厳しくも温かいご指導とご鞭

撻、そして力強いご声援をお願い申し上げます。
信楽学園 園長 山之内 洋

月４日火曜日、出発日の朝。

が学園に来させていただいたのは春からではなく秋

天候はまずまず。 一路鳥取大

からでした。そのため、子どもたちとの関係性を作

山目指して出発。 現地は昨年と違って

雨の心配はなし。 明日の登頂に向けて、

〜

るのにとても時間がかかりました。どのように支援していけ
ばよいのかわからない時は、 先輩の職員に相談に乗ってい

ただいたり、子ども達との関

皆の気持ちは否応無しに高ぶる。

〜

わり方を教えていただき、と

ても励みになりました。

して８月５日の朝。 晴れ。

月から取り組み始めた活動も、

まだまだ子ども達との関わ

昨年のリベンジに燃える児童

今年は例年になく強い思い入れ

り方がわからない時もありま

のグループが次々に山頂を目指す。

があった。 それは昨年、同じ鳥取大山

すが、私なりに頑張っていき

ベースキャンプには、登頂を目指す

で、風雨のため山頂へのアタックを断

たいと思います。子ども達が

少しずつでも成長していける

パーティーの熱い息遣いが伝わってく

念せざるを得ない状況となり、１日早

ように見守っていきたいです。

る。 日頃の実力を如何なく発揮する

く切り上げてきた経緯があったからだ。

山元 淳史

パーティーもあれば、予想外にがんば

雨のじめじめした中での持久

りを見せるパーティーもある。 反対に

に負荷をかけて、新たな筋肉を作り出

途中で諦めて下山するパーティーもあ

パーティーのメンバーの怪我により、

走や筋肉トレーニングは身体

す地道な取り組みだ。

る。 それぞれのパーティーが、 メン

ヶ岳」を目指しての登頂練習や近郊へ

そこにはあった。

バーが一生懸命自然と立ち向かう姿が

また、７月に入ると、地元の山「笹

の歩行練習等、それぞれの体力や能力

取大山を征服した高揚感に

にあったトレーニングを課した。 これ

楽学園に入って約半年が経ちました。最初は右

包まれて帰路に着く一行は、

は、より登山への具体的なイメージを

作り出すことと、 パーティーでのまと

も左も分からないまま、ただがむしゃらに園生

来年への新たなる挑戦を期する。

と関わるだけでした。徐々に仕事に慣れてきましたが、

足りていた。 子供たちは言うだろう。

る中で、自分がどのように

あの牧場で食べたソフトクリームの

く毎日です。これからも園

日焼けした児童の顔は、満足に満ち

まりを形成するのに役立つ試みだ。

この頃には、最初はひ弱な子も日を

今では園生の様子が変化す

関わっていくかを考えてい

「あの山頂からの眺望は忘れない。

追ってたくましさが目立ち始め、登頂

への自信も確かなものになる。

味を忘れない。」と。

盤には、ベースキャンプでの

自炊も大切な取り組みなので、

生が変わっていく中で、自

（松川 義朗）

分自身も一緒に成長してい

きたいと思います。また、

自分の経験を園生に伝えて

本番を想定してカレーライス作りに挑

いければと思います。

戦してもらった。後は本番を待つのみ

林 克彦

となる。

sweet memories
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「信楽にあこがれ、そして夢中に過ごしたあの頃」
が信楽学園に着任したのは昭和の最後の年（わずか１週間で平成になりました
が）昭和６４年１月でした。学生時代から何度も信楽を訪ね、そのたびにお世

話になっていた齋藤昭先生（現大木会理事長）から「信楽に職員の空きがでたけど県立

施設なので県職員の採用試験に受からないとダメだけどどうする」とお声かけいただき、

即断して前職場を退職し信楽に着いたのが１１月。当時の北村信雄園長のご配慮で旧朝

日寮の１室を間借りして、園生と同じ日課を過ごしながら１２月末にあった滋賀県の採用

試験に備えて夜は受験準備をしていました。採用試験に合格し、第４工場の裏山手にある
宿舎での生活が始まりました。敷地内ということもあって、空いた時間や休日は工場に入

らせてもらって粘土に触れ、少しでも指導員らしく振る舞えるように（と、いうのも園生
の方が圧倒的に技術が上だったので）時間を使っていました。 夕食後の時間帯など宿舎

に園生が遊びにきたりと独身で官舎住まいを楽しみました。

業学習も楽しかったですがなんと言っても演劇と登山は魅力的でした。前の職
場が子どもの本の専門店だったこともあり、童話・児童文学作品を題材に「魔

女の宅急便」
「モモ」
「ひとりぼっちの最終列車」と、学園在籍の４年間で３作品の監督を

させていただきました。粘土が凍り付く冬場の学習と地域の娯楽・芸能の機会として取り
組みが始められたという話もこの時に伺いました。

また夏の北アルプス登山も思い出多き行事でした。当時、山好きの職員が多かったこ

ともありましたが、本格的な登山を経験したのも学園に勤めてからでした。ゴールデン

ウィーク明けには始まる筋トレと週１回の笹ヶ岳や飯道山を中心にした練習、段々と荷物
を増やし負荷を掛けた練習を続け、前穂高、奥穂

高、蝶が岳、常念岳と比較的重度の園生を含めた

パーティーの引率が主でしたが荒天に阻まれた１

回を除けばすべて目標を達成できたのも良い思い

出です。学園でお世話になった期間は通算で４年

３ヶ月と短い期間でしたが、今に繋がる多くの経
験をさせていただいたと感謝しています。

法人副理事長・障害担当理事 牛谷 正人

楽学園の前面道路から学園の坂道を一番上まであがった

ところにある緑色の屋根の建物が「山手寮」です。

現在、2 年目児童 5 名、3 年目児童 2 名、全員で 7 名の女子児童が山手寮で暮らしています。
手寮では、ひとりひとりの子ども達の生活経験が少し

でもひろがるように、今年度から「調理実習」を始める

ことにしました。この取り組みは、食事メニューをみんなで

考え、自分達で作ってみよう、食べてみよう。という月１回

の企画です。夕食を「作りたい人」が調理（買い物も含む）
に挑戦し、作るたのしみ、作ったものを「お客さん（食べ

る人）
」に喜んで食べてもらう経験をしてもらいたい、そし

て「お客さん（食べる人）
」も調理のプロセスを身近に見ること

で、
「自分もやってみたい」と思えるような環境を作りたいという

職員の思いから始めています。

理実習は、食べる事が大好きなみんなと、職員とで

大いに盛り上がっています。これまでのメニューは、

煮込みハンバーグ、お好み焼き、ポテトサラダ、ぶどうゼ

リーなど、みんなの希望を取り入れながら、毎回新メニュー

に挑戦しています。 レパートリーが増えてきたところで、

8月にはチーズハンバーグを作って

夕食を男子児童にご馳走したりも

しています。 また9月には、手作り

玉子焼きとおにぎり、ほうれん草のごまあえ、ウィンナー、
ハムチーズくるくる巻き、スパゲティナポリタンの入った

「手作り弁当」を持って秋空のこんぜの里へ出かけています♪
この先は・・・さらにレパートリーをひろげて、3年目児童

の「卒園おめでとう山手寮パーティー」ができればいいな、

と思う今日この頃です。（森嶋友里子）

例の「納涼盆踊り大会」が８月22日、

年は信楽一大イベントでもある駅前陶器市に出店

神山ふれあい会館にて盛大に行わ

させていただきました。７日間という長い期間の

れました。この催しは神山区社会福祉協議会

陶器市、期間中は平日も含まれていたことから、少しの時

と信楽学園、ワークセンター紫香楽が主催

間ではありましたが全園生が作業の一貫として参加するこ

となり、賛同いただける団体の協賛を頂き、

とが出来ました。

お楽しみ会です。

行程を体験した子ども達。｢いらっしゃい！｣と元気に声を出

毎年賑やかに開催される、地域融合の夏の

日々の作業の中では経験することの出来ない販売という

地域住民は勿論、帰省した子供たち、学

す子もいれば、ブース裏に隠れ

園の生徒さんや、噂を聞いて参加して頂い

てしまう子、他のお店を覗き

た方々・・過疎が問題視される昨今「神山

に行く子など、初めての経

一段と強くなります。

らも人前に立って頑張

にこれだけの人がいるんや」という思いが

験でちょっと恥ずかしなが

ってくれていました。
戸惑うことも多か

ったと思いますが、

自分たちが作った物

を自分たちの手で売る
経験をし、それぞれに

何か感じるものがあった

きそば」や「じゃが豚」
「焼きと

うこうしている間にいよいよ「日本

うもろこし」
「ジュース」
「綿菓子」

一短い花火大会」が夜空を明るく

をはじめとする模擬店が開店し、来場者の

照らします。10 分足らずの短い時間の為、

が好奇心をくすぐります。音頭取りの軽快

フィナーレの大玉が夜空に消え辺りが暗く

胃袋を満たし、
「金魚すくい」や「当てもの」「見逃さないぞ」と皆、目を凝らします。
な江州音頭で踊りの輪ができ、粋な浴衣姿

の踊り手が得意の踊りを披露します。

いよいよ最大のイベントの「大ビンゴゲ

のではないでしょうか。

なったころ、家路に人々が向かいます。

「祭りの後の寂しさは・・・」という吉田拓

ーム大会」が始まります。お目当ての商品

がゲットできるか老若男女みな真剣です。
数に限りが有るので、耳の皮の勝負です。

郎のフレーズを思い出します。また来年も

皆元気で集まろうな。それまでお元気で。
神山区社会福祉協議会

して今回何よりも心に残ったこと、それは地域の方

々でもある出展者、関係者の方々からとても親切に

していただいた事です。声を掛けて下さり、応援して下さ

り、手を貸して下さいました。地域の方々に守られ、支え

られているんだ！これは園生だけでなく私たち職員も改め
てそう感じることができる機会となりました。

感謝の気持ちを胸に、これからもこの信楽から子ども達

のパワーをどんどん発信していければと思います。

（阿久根沙織）

事務局長 浜路 理

自己決定！
そしてチャレンジ!

楽学園は、信楽の地産である焼き物を活用し園内で粘土作業を職業訓練として
取り入れています。粘土は可塑性が強く、自在に形をかえることができ尚且つ

失敗しても焼成前であればまた粘土に戻すことができます。失敗を恐れることなく取り
組めるのは粘土作業の利点といえます。

楽学園 3 年目になると、学園

作業体型としては「工場生産方式」をとっています。これは一人が一から十までの作業

卒園後の進路先決定に向けて、

を行うのではなく、各部門に分かれて作業に取り組みます。作業に取り組むなかで働く力

（返事、挨拶、言葉遣い、継続力、集中力など）を養っていきます。

本格的に活動が始まります。

しかし、
「何をしたらいいのか、

何をしたいのかわからない」

そして、今の自分に合った進路先は、

子どもたちの素直な気持ちです。 どこなのか、何をしたいのかを、実際

その為、3 年目になると、進路ガイダン

スを行っています。社会にでるまでに
つけてほしい力を含め、今やらなけれ

ばならないことなどを伝えています。

に実習をして経験し、

“考える” “悩む”ことを大切に

しています。最終、自分の進路先は

自分で決めてほしいと思います。そし

て、自分で決めた場所に卒園後は進み、

諦めずにチャレンジ し続けて

ほしいです !! 私たちは、チャレンジす
る力がつくように支援していきます！

（村上 京子）

た仕事ができるよう

になっていくことは

もちろんですが、他者との

関わり方や思いやりなど、

人間形成の場ともなってい

ます。

後期青年期をむかえる子

どもたちにとって人生の礎

となる大切な時期と言っても過言ではありません。自身との葛藤や他者とのやり取りで
毎日が順調にいくとは限らない中頑張ってくれている姿が職員にも伝わってきます。

一年目から二年目また三年目と成長していく子ども達は頼もしくまた微笑ましく感じ

ます。工場での作業等を通して社会から必要とされる人材に成長していくことを期待し
ています。（逢坂 淳也）

年度の演劇発表会では、演劇「歌声に想いをのせて」を発表させていただきま

楽学園の体験入園事業は、1983 年

した。昨年の 11 月 29 日の信楽高原鉄道の再開、学園の汽車土瓶の歴史、今の

（昭和 58 年）から始まり、今年で

学園の様子を題材とし、最後に皆で合唱をして締めくくらせていただきました。この合唱

32 年目になります。毎年 100 名を超える

はピアノ伴奏も園生がさせていただいています。子ども達一人ひとりがセリフを覚え、動

中学生が体験されており、今年も 6 月から

きを覚え、工夫し、よいものを作る事が出来るように一丸となって作り上げました。皆で

県内の中学校の 1 年生から、進路選択を控

こころを一つにして築いた演劇と歌声は、多くの人たちの心に届いたと確信しています。

えた 3 年生までが順次体験に来られています。
験入園は、施設の説明や見学を終えて

から、昼食前の集合の時間に在園生の前で

挨拶していただくところから始まります。
「○○中学校、
○年の○○です。
」と、元気良く
挨拶したものの、高校生年齢のお兄さん、お姉さんを前に緊張気味…。

でも大丈夫。 在園生全員が皆、体験入園を経験しており、体験生の緊張はよくわかって

います。だから、作業の事や寮の事、何でも聞いてください。優しく教えてくれますよ。
楽学園では働く力を付けるための訓練を行っていますので、午前中は90分、

午後は120分作業を継続してから休憩に入ります。

50分の授業に慣れている中学生にとっては大変な事だと思いますが、どのお子さんも、

年度もまた、日増しに寒さが身にしみるようになり、演劇発表会の季節がやって

きました。今年の演劇は初心に帰って昔話をベースとした物語をお送りします。

「桃太郎」をベースにした

在園生や職員と一緒に最後まで頑張れており、引率された先生や、保護者様より「学校で

物語です。果たして本当に悪いのは誰だったのか。
鬼か。それとも、桃太郎か。裁判をもってその

真実を明らかにします。裁判員制度が始まって

は見られない一面が見られた」との感想をいただいています。何より、体験された中学生

６年を過ぎ、裁判も他人事ではいられない時代

の皆さんにとっては、頑張れた事が今後の学校での勉強や、生活面でも自信に繋がるの

です。ぜひ子ども達と一緒に「本当に正しいと

ではないかと思います。（穴迫 和代）

は何なのか」を考える機会としていただけたら

と思います。
（藤井 拓也）
平成 27 年度 演劇発表会

（仮題）
日時 ■ 2016 年２月 21 日㈰ 14:00 開演（13:00 開場）
会場 ■ 滋賀県立 陶芸の森 信楽ホール【入場無料】
出演 ■ 信楽学園園生・劇団しがらき（信楽通勤寮 OB）

新しく宿泊棟ができました

受領年月日

H26.04.01

物品名

40 型液晶 TV

数

量

寄贈者（敬称略）

１台

㈶河本文教福祉振興会

04.11

ノートパソコン

１台

H25 年度退職者一同

05.19

軽自動車

１台

滋賀県遊技業共同組合

05.28

お菓子

１箱

㈱カルビー イートーク

06.13

お菓子

２箱

ＫＥＩＺ アピタ伊賀上野店

06.22

かがみ餅・サラダ油

07.24

児童用ロッカー

１台

信楽学園保護者会

08.01

登山用靴

３足

信楽学園保護者会

08.24

お菓子

２箱

神山区 地蔵盆おさがり

09.02

お菓子

２箱

㈱カルビー イートーク

09.08

野菜など

真徳寺

10.11

もち米・うるち米

30㎏ ２袋・30㎏ 1袋

江友会

お菓子

２箱

ＫＥＩＺ アピタ伊賀上野店

12.10

寄付金・タオル

100,000 円・215 枚

信楽町仏教連合婦人会

12.11

みかん

10 ㎏ 2 箱

加藤製陶

12.17

ケーキ

ホール 6 箱

国際ソロプチミスト甲賀

12.26
H27.01.07

作業や実習と、日々を過ごしています。

今後も地域の皆さんや関係機関の皆様にささえられて

がんばっていきます。

2015年11月 ニューズレター編集スタッフ一同

稲枝地区民生委員

10.24

12.19

さが厳しくなる信楽ですが、学園生は今日も元気に

大根・にんじん・キャベツ・白菜 100 個・100 個・20 個・20 個
もち米もちつき会開催

10 ㎏

かがみもち・小豆

１箱

タキイ研究農場
江田・神山区民生委員
真徳寺

02.14

お菓子

ＫＥＩＺ アピタ伊賀上野店

02.19

白米

30 ㎏

02.22

お祝い金

10，000 円

加陶製陶

02.22

お祝い金

10，000 円

信楽町職親会

02.22

お祝い金

5，000 円

北村信雄

02.22

お祝い金

5，000 円

北村哲哉

03.30

32 型液晶テレビ

1台

㈶河本文教福祉振興会

.05.22

ポテトチップ

3箱

㈱カルビー イートーク

06.01

玄米

30 ㎏ ６袋

渕田邦雄

４箱

ＫＥＩＺ アピタ伊賀上野店

木之本地区民生委員協議会

06.17

お菓子

06.22

かがみもち・サラダ油

07.15

おしぼり

300 個

カネヨシ商事

09.15

玄米

30 ㎏ １袋

加藤製陶

09.22

うるち米（玄米）もち米

30 ㎏ ２袋、30 ㎏ １袋

江友会

10.15

ポテトチップ

200 袋

㈱カルビー イートーク

真徳寺
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