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領

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、中国の武漢から広がったと言われる
新型コロナウイルスが数カ月で日本や韓国と
いった東アジアだけではなく、欧州、北米など
世界各国に拡散しました。物体を介して感染す
る可能性も示唆されるものの、このウイルスは
人から人へ飛沫やエアロゾルによって感染が拡
大すると言われています。皮肉なことに、世界
は人を介して密接につながっていたことが新型
コロナウイルスによって明確に示されました。
そして、同時に国と国、人と人との分断を
もたらしています。これは感染拡大を防止す
るための渡航制限や外出制限、人との接遇にお
ける距離の制約といった物理的な分断のみなら
ず、心理的な分断も含まれます。当初は、物理
的な分断が経済に大きなインパクトを与え、問
題視されてきましたが、世界中で外出制限や人
との接触制限が続く中では、その物理的な分断
によるストレスが心理的な分断をもたらすよう
になってきました。
例えば、子供たちは学校に行くことができ
ず、友達に会うこともできず、満足に外で遊
ぶこともままならない状況です。そんな子供た
ちが家に居る中で、在宅勤務となった親が働
く。もしかすると仕事の先行きが不透明だっ
たり、無給になってしまっている場合もあるで
しょう。こうした状況では、家庭内でも心理的
な分断が発生する可能性があります。実際に、
新
型コロナウイルスの影響でDV が増加している
と警鐘が鳴らされていることも事実です。
医療関係でも、当初コロナの感染を敬遠し、一
気に外来患者が減少したり、市内病院の一部で
クラスターが発生し外来が対応できないなどの
状況が発生しました。消防機関では病院を敬遠
し国の緊急事態宣言が発表されたときは救急車
利用が２割ほど減少し、昨年平均では１割の減
少があったと聞き及んでいます。
地域社会に目を向ければ、新型コロナウイル
スの感染者やその家族などに対する差別や風評
被害が発生しているとの報道もあります。地域
レベルでの人々の心理的な分断が発生している
のでしょう。
我々は想像していた以上に社会とつながりな
がら、そして多くの人々と関わりながら生きて
きたことが分かります。新型コロナウイルスの
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恐ろしさは、病気として身体に及ぼす影響だけ
ではなく、こうした社会やコミュニティ、人々
との分断をもたらす点にもあります。
本年につきましては、国や社会、一人ひと
りがコロナに立ち向かい防御する力を身につ
け、それぞれの立場でお互いを尊重しながら分
断された関係を取り戻すことを願うばかりで
す。
さて、森山病院は父である故・森山元一が
1952年に北海道で初めての整形外科の単科病院
として開院しました。その後、移転と機能拡充
を踏まえて88年から総合病院として歩みを続け
ています。
父は、今から60年以上も前の1960年から健康・
医療・福祉が三位一体となった総合的医療構想
を打ち出していました。今でこそ多くの医療機
関が標榜するようになりましたが、当時はなか
なか理解されなかったものです。
傘下の森山メモリアル病院は昨年開設20周年
を迎えました。この病院は、父が1956年に全国
初のリハビリ専門病院として開業した旭町分院
がルーツです。しかし当時、病院機能を急性期
と慢性期に分化するのは好ましくないとかで国
から指導され、閉院を余儀なくされた経緯があ
ります。
しかし、総合的医療構想を提唱し、急性期と
慢性期のリハビリを担う施設の必要性を訴えた
先駆者の気概を忘れずにいたい。そんな気持ち
から復活させたのが森山メモリアル病院です。
また、森山グループでは、総合的医療構想の
一つである福祉分野において、半世紀を超える
歴史を持つ社会福祉法人敬生会が、特別養護老
人ホーム「敬生園」
、
養護老人ホーム「敬心園」、障
害者支援施設「敬愛園」
、
「敬愛園通所」
、旭川市
障害者総合相談支援センター「あそーと」を運
営しています。常に利用者の皆様と医療連携が
取れるように万全の体制を整えております。今
回のコロナ禍において、利用者の皆様のご家族
には面会制限等をさせていただきまして大変寂
しい思いをされていると感じています。
福祉法人としては各施設が「手洗い・マスク・
３密を避ける。
」ほか、生活空間の加湿や換気・
消毒など細心の注意を払い、ストレスが心理的
な分断とならないように施設内での小規模なレ
クリェーションの実施や、出来る限りの時間の
中で利用者の皆様との会話形式によるコミュニ
ケーションを図っています。
さらには職員自身も年末年始の実家帰省の制
限や不要不急の外出を控えるなど利用者の皆様
の健康と安全を最優先として業務に専念してお
ります。
昨年11月に森山病院は新築移転開院いたしま
した。今回の新築移転で父が構想し、当法人が
目指してきた〝健康〟と〝医療〟
、
〝福祉〟が三

位一体となった新病院が完成しました。
予防医療センターには、今後、自然環境が整
備された北彩都地区エリアと連動し、隣接地に
「食と運動による予防医学」をコンセプトにした
健康の源である地元産の食材を使ったレストラ
ンやスポーツクラブが併設されます。こうした
病院施設とスポーツクラブ、健康提案型のレス
トランが連携する予防医療機関は全国的に見て
も例がなく、健康な人は健康の維持を、何らか
の病を持っている人はより効率の良い早期回復
を可能にするという、全国に先駆けた予防医療
「健康のまち旭川」の拠点として発信するととも
に、医療削減が問われる中で、病気を未然に防

ぐ予防医学に力を入れることで、社会に貢献し
ていく所存です。
今回の新病院の完成で、いつまでも健康でい
られるよう急性期の医療から在宅医療・介護ま
で、それぞれの段階に応じたサービスを強化
し、さらに切れ目のない医療提供体制と地域包
括ケアシステムの構築を図って参ります。
森山グループは、どの時代にあっても人と
人、そして地域や社会などのつながりを大切に
し、市民の皆様が安心してご利用いただけるよ
う、社会ニーズに合わせたサービスを提供して
参ります。関係各位のご理解とご協力をお願い
申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

新築移転による森山病院の紹介
森山病院は令和元年９月１日付で社会医療法
人の認定を受けました。社会医療法人とは、主
として公的医療機関が行う事業を担う医療法人
です。継続的に良質かつ適切な医療を、効率的
に提供する体制の確保を図ることを目的として
創設されております。
令和２年中は、当法人元生会と剣淵町および
和寒町との間において「地域医療の充実及び推
進に関する包括連携」を目的とした協定を締結
しました。地元旭川市はもとより、地方自治体
と連携し地域住民の健康増進に取り組んでおり
ます。
今から60年以上前の1960年に掲げた「総合的
医療構想」、すなわち健康・医療・福祉を総合的
に捉え一体として地域医療に貢献するという実
行目標達成に向けた「旭川ウエルネスセンター
構想」の中核施設となる森山病院が、令和２年
11月24日に新しく生まれ変わりました。
新病院は従来の診療科に呼吸器内科を新たに
加え救急部も新設し、また形成外科に常勤の医
師を配置し、診療体制を強化しました。地上８
階建て、延べ床面積１万6,559.99㎡の規模を有
し1・2階は外来棟でガラス張りのアトリウムと
なっており、北彩都ガーデンや大雪山系の山々
を一望することができます。さらに２階には予
防医学センターとリハビリテーションセンター
を設置し、3階には手術室や医局・管理エリア、４
階～７階が病室。最上階の８階には百数十人収
所：〒078-8392
旭川市宮前2条1丁目1番6号
電話番号：0166-45-2020
FAX番号：0166-31-2171
外来受付時間：9時～12時、13時30分～17時

容の講堂「MORIYAMA ホール」が設けられま
した。この講堂はさまざまな医学学会の会議や
市民向け講演会などでも利用でき、全面ガラス
張りのため眺望が良い空間となっています。ま
た８階にはスタッフが外の景色を眺めながら食
事をとったり休憩したりできるスペースもあり
ます。
インテリアデザインは「ホスピタリティの感
じられる、居心地の良い、落ち着いた空間」を
コンセプトに、患者様の早期回復を促す癒しの
空間と、快適に働ける職場環境づくりの両立を
目指しました。
自然環境が整備された北彩都地区エリアと連
動し、隣接地には将来的にフィットネスクラブ
や健康メニューを提案する健康食レストランな
どの複合施設を建設する計画で進めています。
それらの施設と病院がコラボレーションするこ
とで、
「病気にならない」
「病気にさせない」を
テーマに、患者様や健康診断などで訪れる本当
の意味での予防医療や健康のアドバイスのでき
る施設を目指しています。これまで以上に地域
の皆様への医療の提供、さらには予防医学の推
進に取り組んで参りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

住

新築移転の森山病院外観
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敬生園
敬生園

介護員

稲村

晋哉

12月18日に敬生園3階食堂でク
リスマス会を行いました。毎年
１階のホールで行なっていまし
たが、今年は、感染症予防のた
め各階で行うこととなりました。
職員による余興では、ヒット

クリスマス会
中の「パプリカ」のかわいいダ
ンスと歌を披露し、楽しまれて
いました！ハンドベルではクリ
スマスソングを３曲演奏し、少
しでもクリスマスの雰囲気を感
じてもらえたのかなと思います。
例年とは違うクリスマス会では
ありましたが、皆さんとても楽
しまれていらっしゃいました。
昼食は、豪華なお寿司とフラ

クリスマスパーティー !!

イの盛り合わせや、食後のデザー
トも美味しそうに食べられ、と
てもご満悦な様子でした！
今年は、コロナの影響により
ご家族と会えない状況が続き、心
配な部分もあると思いますが、利
用者の皆さんは変わらず元気
いっぱいに過ごされています。

乾杯！！！

介護予防体操
敬心園

看護師

窪田

由佳

敬心園では週に２回介護予防
体操を行っています。長年行っ
ていますが、今年度から趣向を
凝らして、みんなが楽しく身体
を動かせるよう、音楽を取り入
れた体操を開始しました。サザ
エさんのテーマ曲や沖縄民謡の
リズムに合わせて、手足、身体
全体を動かすことで筋力低下予
防にもつながり、また、笑顔も
見られコロナ禍ですが気分もリ
フレッシュできているようです。
また、合わせて、平行棒を使
用した筋力トレーニング、歩行
訓 練、 リ ハ ビ リ 運 動 も 取 り 入
れ、元気に長生きを目標に皆さ
ん頑張っています。今は、外に
出られない日々が続いています
4
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が、この自粛中に筋力をつけ、今年みんなで外出行事に出かけたいで
す。

平行棒につかまり、ゆっくり立ち上がります

足上げ頑張っています！

座るときも ” ゆっくり ” と心掛けています

敬愛園初めての敬老会

敬愛園（入所）

利用者

米内

悟史さん

コロナ禍のため、令和２年は
何かと窮屈な一年でした。そん
な中で、コロナ以外のことで私
の記憶に残ったのが、お祝いと
窮屈な暮らしの気散じを兼ねた
敬老会の劇でした。敬老会のこ
とで驚いたのが、その時の劇に
出演のお声がこの私にかかった
こと。それも主役なのです。と
は言っても催された劇は「水戸
黄門」で、私は舞台の上にいる
名ばかりの主役。だったのです
が、問題が。敬愛園にある使え
そうな衣装が、浴衣とどう見て

もサンタ用の付け髭としか思え
ない、その二つだけでした。時
代劇を作ろうというのにです。
演劇の才能があればそれだけで
何とかなったかもしれません
が、華の無い私では、どう頑張っ
ても無理。だけどそこは貧乏性
の私のこと。諦めずに、ゴミと
して捨てるしかなさそうな擦り
切れかかった布を、よくもまあ
こんな物までとっておいたもん
だ、と自分のことを呆れながら
も取り出すと、インスタントコー
ヒーでベージュ色に染め、タコ
糸をボンドで貼り付けて、己が
自前の天然月代（さかやき）を

助さん格さんと

利用してのカツラや、付け髭に
付け眉毛を揃えたのでした。他
にも、袖無しの羽織もどきも作
りました。演技よりも熱心に。
だから劇の出来よりも小道具の
出来の方が気になり、より記憶
に残った私でした。

一座で挨拶

上を向～いて歩こ～う♪

景品を頂きました

紅葉見学・りんご狩り
敬愛園（通所）生活支援員

阿部

彩香

コロナウイルス感染予防を行
いながら、10月12日（月）～ 17
日（土）まで、毎年恒例の「り
んご狩り」へ出かけました。今
年は神居古潭の近澤果樹園さん
にお世話になりました。
天気に恵まれず道中は雨。大
雨の日もありましたが、果樹園
に着くとウソのように雨は上が
り、車を降り果物を購入する事
が出来ました！皆さん普段の行
いがとてもいいのです！
この時期のりんごはつがるや
あかね、さんさが多いと思われ
ましたが、旭やトキもあり皆さ
ん好きなりんごを購入しました。
他にもプルーン・葡萄・千両梨

もありましたよ。一番盛り上がっ
たのは、りんごと梨の詰め放題
です。規格外の小さなものが対
象となっており、袋から落ちな
ければＯＫとのこと。利用者さ
んはこれでもか！とギュウギュ
ウに詰め込みチャレンジしまし
たよ。みなさん楽しんで頂けて
良かったです。
今後も、楽しい行事を企画し
たいと思います。

🍏 色んな種類がありました

🍏 詰め放題した利用者多数！

🍏 買ったぞーー！！！ 🍏 詰め放題好き放題☆
敬生会だより
〈第66号〉令和3年2月1日

5

紅葉見学に行ってきました
敬生園

生活相談員

我妻

初美

秋も深まり、残念ながら曇り空だった10月27日、神居古潭方面に紅葉見学
を兼ねたドライブに行ってきました。今年は新型コロナウイルスの感染予防
のため外出行事が行えず、せめてドライブくらいは…と介護員が企画し実施
しました。まず、新築中の森山病院と数年前に新しくなった旭川駅を車窓か
ら眺め、神居古潭へと向かいました。赤や黄色に色づいた山々を見て、「きれ
いだね。出かけられてうれしい。
」等会話も弾み、みなさんで歌も歌

満面の笑みです

いながらドライブを楽しみました。神居古潭の果物屋さんでお土産の
リンゴを買い、リンゴの試食もさせてもらいました。とても甘くてお
いしいリンゴでした。お腹も満たされ、帰路に就く予定でしたが…。
園長がソフトクリームを食べに行こうと提案してくれ、深川の道の駅
でソフトクリームを食べ、敬生園に帰ってきました。視覚と味覚で秋
を感じられた一日となりました。

おいしくてしあわせ～

ハロウィンパーティー
敬心園

生活相談員

朝枝

麻貴

1・2棟合同ユニット行事で、10月20日にハロウィンパーティーをしました。
敬心園では、全体行事の他に毎月ユニット行事を計画しています。10月は、ハ
ロウィンの季節でもあることから、園内で賑やかに楽しめる企画を検討し、1・
2棟合同で行いました。職員手作りのキャラクターの帽子を被り、仮装をしま
した。みんな喜んで被ってくれました。その後、３チームに分かれて、ストラ
イクアタッカーゲームをしました。このゲームは、高い点数が書いてある所を
狙って、１人３球投げて合計点をチーム毎で競います。「狙ったところに当た
らないな～」等、苦戦している方もいましたが「頑張って～！」と応援し合い
ながらみなさんゲームを楽しまれていました。優勝チームには、お手製メダル
と賞状の授与を行いました。身体を動かした後は、み
んなでお菓子を食べて和やかに過ごしました。コロナ
禍の中、なかなか外出出来ないストレスを発散出来た
時間だったと思います。これからも、生活の質の向上
を目指して、みなさんが笑顔でいつまでも健康で暮ら
せるよう、安全を配慮しながら行事を企画して行きた
いと思います。
当たったかな？

この調子で好得点

狙いを定めて・・

優勝しました！

クリスマス会の様子
敬愛園
（入所）
生活支援員

中島

晴美

12月16日にクリスマス会が行われました。黒松次長が
司会進行をする中、まずは「間違い探しゲーム」が始ま
りました。よくある間違い探しと同じ要領で、２枚の写
真に写った支援員の間違いを利用者の方々が次々と当て
ていきます。得意な方は何度も手を挙げて答えていまし
た。次の出し物は「箱の中身はなんだろな」です。指名
された何名かの入園者の方は、気合十分だったり、おっ
かなびっくり手を入れていたり、周りもとても盛り上が
りました！そして夕食時には本日皆さんが一番心待ちに
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箱の中身はナニかな？

職員と一緒に ( ⌒∇⌒ )

全体の様子

わかるかな？

していたクリスマスケーキが出ました。コロナ禍の中でも、感染対策をしながらこうして行事を開催でき、利
用者の方々に楽しんで頂けて良かったです。

ハロウィンでレク活動
敬愛園(通所)

生活支援員

阿部

彩香

通所では毎月レクリエーション、スポーツレクリエーション、創作活動、茶
皆さんお似合いですよ☆
話会などを行っています。10月最終週に行ったレクリエーションは神経衰弱！
ただ神経衰弱をするのではなく、ハロウィンが近いと言うことで皆さんに出
来る限りの仮装をしてもらい参加してもらいました。チームでの戦いだった
ので、仮装をそろえるチームもありました。
神経衰弱はトランプではなく手作りのボードで行ないました。絵柄はその
時のレク担当の趣味嗜好で変化するため、同じレクが続いても楽しいのです
全然笑ってくれないんです…
☆ 季節の食べ物だったり、利用者の皆さんの写真だったり、過
去の写真が出てきたり… と覚えやすい絵が並んでいますが、意
外と難しい神経衰弱。脳の活性化を目指して時間いっぱい楽しみ
ました。
今後も皆さんと楽しく過ごせる活動を行っていきたいと思って
います。
真剣に説明を聞いてくれています（笑）
俺は強い !!

新任職員の紹介

退職職員の紹介

敬生園管理員

敬愛園管理栄養士

令和2年10月1日付

令和2年10月19日付

齊藤

公俊

小野寺

夏奈

ボランティアの皆様
●福祉健康理美容

訪問サービス

善意のご寄付

９

敬心園支援員

敬愛園生活支援員

令和2年12月21日付

令和3年1月1日付

尾崎

正也
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たんぽぽ 様

●㈲ラッシュ 様

●翔 GROUP 訪問理美容ポプラ 様
令和2年9月1日～令和2年12月21日

月

12

月

⃝㈱柴滝建築設計事務所 様
⃝宮林 俊幸 様
⃝山脇 洋子 様
令和2年9月1日～令和2年12月21日

月

⃝末広地区市民委員会 様 
⃝学校法人つくし学園 つくし幼稚園 
⃝学校法人大雪学園 大雪幼稚園 
⃝篠原 雄司 様
⃝小川 百合子 様
⃝畑地 瞳 様

朱音

令和2年9月1日～令和2年12月21日

⃝寺下 るみ子 様
⃝春光台地区社会福祉協議会 様
⃝春光台地区社会福祉協議会 様

善意のご寄贈

中島

敬愛園管理栄養士
山中 弥生

令和2年10月23日付
敬生園介護員
岩渕 瑞希
敬心園生活支援課長
渡邊 真由美
敬愛園生活支援員
川田 直章

令和2年12月31日付

10

月

11

月

晒
DVD
DVD
手作りマスク
馬鈴薯
お米

⃝公益社団法人生命保険ファイナンシャル
アドバイザー協会 旭川協会 様

タオル

⃝真宗大谷派 北海道教務所 様 法語カレンダー
⃝学校法人 旭川龍谷学園 旭川龍谷高等学校 様
合唱部 ～合唱 DVD

12

月

⃝末日聖徒イエス・キリスト教会 様 
ウエス
クリスマスの木・門松
⃝翠光園 様
カレンダー
⃝苫米地 孝範 様
⃝日本財団ファインドレインジングチーム 様
使い捨てマスク 50枚入り

⃝北海道コカ・コーラボトリング株式会社 様 飲料
歯ブラシ
⃝のあ合同会社 様
敬生会だより
〈第66号〉令和3年2月1日
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敬愛園

!!

(o^―^o)

敬愛園
敬愛園

誕生会

通所 クリスマス会

完成しました！

敬愛園 通所
合同壁画除幕式

敬生会の各施設で各種利用相談を受け付けておりますのでご利用ください。
あづま

敬生園：入所・ショートステイの利用相談

担当 生 活 相 談 員 我妻 初美・杉本 充康 ℡５１-５１１５

敬心園：入所相談

担当 生 活 相 談 係 長 砂金 昌明

℡５１-５１１７

敬愛園：入所・短期入所の利用相談

担当 生 活 相 談 次 長 黒松 秀一

℡５５-５５４５

敬愛園通所：通所の利用相談

担当 生 活 相 談 員 古畑 安敏

℡５５-５５４５

敬愛園きさーら：障害者の相談支援

担当 相談支援専門課長 板垣 玲子

℡５５-８３８９

いさご

年明け最初の『敬生会だより』となりましたがいかがだったでしょ
うか。昨年は敬生会にとっても施設内の行事や外出行事も減り我慢
の年となりましたが、少しでも楽しんでもらえるようにイベントも
工夫して行いました。
2021年の干支、丑年は「先を急がず一歩一歩物事を進めることが大切な年」を表す年で
あると言われています。今年は良い年になると期待したいですね。少しでも多くの笑顔が見
られる年になると嬉しいです。
（朝枝）

編集後記
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サンタさんが二人・
・
・

学習会

今日は簡単かな〜？

敬心園

自分たちで掘った芋は
美味しいね！

敬心園 ポテフェス（収穫祭）

出前行事

ハイチーズ

行 事 のア ル バム

綺麗な紅葉を見に来たよ

敬生園
紅葉見学

大きくガブっと

みんなメリークリスマス☆

敬生園 クリスマス会

