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多くの方がご存知のことと思いますが、特別

養護老人ホームディアコニアのエントランスに

美しいステンドグラスがあります。これは、詩

編 23 篇１－３節を基に、羊飼いに寄り添う羊

たち、いこいの水のほとりなどが描かれていま

す。今年、長谷川事務局長たちは、このステン

ドグラスの由来について白川牧師に問い合わせ

てくれましたので、皆さんにも紹介します。 

贈り主は、1950 年代に宣教師として来日して

いた Gボーランド師を中心とした方々です。ボ

ーランド師は、帰国後の 1977 年に BOF 交流プ

ログラムの団長として来日されました。掛川教

会にいたこともあり、皆さんでデンマーク牧場

を訪ねられたようです。その後、かつて訪ねた

デンマーク牧場に高齢者の施設が建設されよう

としているというニュースが伝わると、「住む

人が豊かな気持ちになれるようにステンドグラ

スを贈ろう」とツアー参加者中心に募金を呼び

かけてくれました。ツアー参加者もすでに高齢

の方が多かったようですが多くの方が賛同され、

7千ドル(約 75万円)が集まり、送られてきたと

いうことです。これを基に、クリスチャンとし

てステンドグラス工房アスカを主宰する山﨑種

之氏に制作を依頼し、すばらしいステンドグラ

スが据えられることになったのです。  

デンマーク牧場福祉会 10周年記念誌には、 

 

 

「下記の聖書の一部（詩編 23篇 1－4節）を

理念として、『目の前にいる一人ひとりは、神

様から愛される人として大切にされるいのちで

ある』という人間尊重の精神を重んじていま

す。」と記されています。 

また、福祉会のスタートとなったディアコニ

アの定礎には、「傷ついた葦を折ることなく」

（イザヤ書 42 章 3 節前半）があります。この

箇所には、弱い者のことを忘れず、見捨てるこ

とをしない神の愛が示されています。 

福祉会の施設長会議である法人協議会では、

法人の理念が明確でないのではないかという声

もあり、再検討をしてきました。上述の二つの

聖書の箇所を大切に、創設にかかわる方々の思

いを受け止めながらも、困難な状況になったと

きに立ち返れるような理念に整理できるとよい

と考えました。そして、「目の前にいる一人ひ

とりは、神に愛される人として大切にされるい

のちである」を理念として再確認させてもらい

ました。 

この理念が、福祉会で働く方々の基本姿勢と

して生かされることを願っています。また、福

祉会の事業が、施設を利用される方々にとって

「魂を生き返らせられるよう

なところ」になるようにと祈

っています。 
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『主は羊飼い』 

デンマーク牧場福祉会   理事長 櫻井 隆 

巻頭言 
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この度、令和 3年 10月１日より、特別養護老人

ホームディアコニアの介護主任に就任しました荒木

和弘です。 

初めに少し自己紹介をさせて頂きます。私は三ヶ

日出身で現在は掛川市在住です。 

聖隷介護福祉専門学校を卒業後、初めての就職先が

オープニングスタッフとして、ここディアコニアで

した。４年半勤めた後、一身上の都合により退職。

その後は介護の仕事から一度離れ自動車関係の工場

に５年半勤めました。一度介護の仕事から離れたこ

とで自分自身と向き合うことができ、やはり自分は

人と関わる介護の仕事がしたいと思えることが出来

ました。これを機に再び介護の仕事に就き掛川市の

老人施設に３年、そして、ちょっとした偶然とご縁

もあり 5年程前にディアコニアへ再就職。戻ってか

らはショートステイを担当し今年 1月より入居側へ

移動となり現在に至ります。 

 今は自分に介護主任が務まるか不安しかありませ

んが、自分に何ができるのか、何をするべきなのか

をしっかりと考え行動していきたいと思います。ま 

だまだ分か

らないこと

ばかりなの

でご迷惑を

お掛けする

ことも多々

あるとは思

います。皆様のご指導の下、少しずつ頼れる存在に

なれるよう精一杯頑張っていきますので、よろしく

お願い致します。 

 介護施設もご利用者様、ご家族に選ばれる時代と

なっています。 

我々職員はご家族に代わりご利用者様と一緒に生活

をさせて頂いているという自覚を持ち、選ばれる施

設を築いていかなくてはなりません。 

「空いていたから」「仕方なく」と言われるのでは

なく、第二・第三の人生、最後の生活の場として

「ディアコニアがいい」「ディアコニアに行きたい」

と選んで頂ける施設になる為にも人材育成、住環境

設備に力を入れて行けたらと思っています。 

また、今後は介護の効率化を目指し新たに見守りシ

ステムなどが導入されていきます。 
 

新しい取り組みには不安もついてきますので職員が

安心して働きやすい職場環境になるように、どんな

小さな意見にも耳を傾け寄り添い改善に努めていき

たいと思っています。 

 

   
 7月 28日に三者協議会が開かれました。三者協議会とは、社会福祉法人・デンマーク牧場福祉会と

日本福音ルーテル教会東海教区、そして日本キリスト道友会の三者から代表が集まる会議です。この

デンマーク牧場の働きを生み出し、支え、今では宣教の働きを互いに補い合っている宣教共同体の三

者がより良い働きのために、必要に応じて話し合うものです。 

昨年は地域小規模児童養護施設の建設について話し合い、それぞれの理解と協力を得て取り組み始

めたところですが、今回は、中小規模の社会福祉法人の今後の運営の難しさも想定される中、さらな

る安定運営と、地域の需要に応える在り方について話し合いました。児童発達支援センターや児童家

庭支援センターが地域でも手薄で行政からも求めと支援がある予定とのことで、これら新規事業の可

能性を方向性として三者で合意しました。また、これら新規事業に合わせて、旧来よりの懸案の旧諸

建築物の処理や教会の移設の可能性など残された課題も同時に解消していける道を探しています。 

        （文責：東海教区教区長 徳弘浩隆） 

 

 ディアコニアのいま 
                        

介護主任 荒木和弘 

  

三者協議会の報告 
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１．2022年カレンダーの制作 

 法人内の連携推進プロジェクトにおいて、2022

年のカレンダーを作ろうということになりました。

急遽、2 週間程度で制作しました。是非ご利用くだ

さい。 

 

 

 

２．牛乳等のネット販売について 

 12 月より、ネット販売を開始する予定です。利

用するサイトは PIPPO というものです。PIPPO はハ

ンディキャップのある方々が携わっている商品に

特化したショッピングモールです。今後はこのサ

イトから購入をいただけます。 

 

 

https://pippodnation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．施設の様子 

ディアコニア    

中庭カフェを行いまし

た！本来であれば中庭に

出て行いたい所でした

が、天候の関係により玄

関ホールで行いました。

参加された皆様は、普段

とは違う雰囲気の中でお

いしいお茶菓子を召し上

がりながら職員の伴奏に

合わせて歌を歌ったりして、楽しいひと時を過ごし

て頂けたかと思います。 

まきばの家   

秋合宿では、小学生

は牛のフン掃除を行い

ました。黙々と作業を

する子、仔牛を可愛が

る子、仔牛を怖がる

子、その姿を見て「大

丈夫？」と声を掛けて

くれる子、そんなやり取りには目もくれず羊に餌を

あげ続ける子。そんな子どもたちの新たな一面に出

会いました。  

いぶき 

10月末いぶきは、

クリスマスのオーナ

メント、来年の干支

の寅をひたすら作っ

ています。丸い形を

作る人、なにかしら

の胴体を作る人、サンタや雪だるま、寅の顔を入れ

ていく人、分業で作業をしており、昨年よりもスピ

ードアップ、質も向上しています。注文も順調に入

り、利用者の工賃アップのめどもつきました。あり

がたい事です。感謝です。 

 

各施設のトピックス 
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編集後記  青い空にコスモスが揺れて紅葉も始まっています。 

９月末で緊急事態宣言が解除され 10 月からは少しずつ活動が戻ってきています。牧場も入れるよ

うになり訪れる人も増えてきています。これからアドベントを迎えますが、今年はクリスマスを地

域の方と一緒にお祝いできるように祈っています。  (H) 

皆さまの上に主イエスの豊かな恵みと慰めがありますように。 

 

 
 

 

 

個人 

勝部 哲 [蒲田] 相馬和美 [日キ藤沢] 徳川一三  [大阪市] 藤井邦夫・貴子 [宇部]  堀川 悦 [札幌] 

松比良節子 [日吉] 森部 信 ・榮子 [甘木]  吉岡宏美 [竹の塚]  梅田和寛 [デンマーク牧場福祉会 

ディアコニア] 小野エミコ、西野孝枝、宮崎典子、望月隆延、山本美智代[清水]   安齋久子、鈴木 

暁美、鈴木春江、寺澤陽子、中井弘和・奈津子、芳賀 直哉 ・美江、増田恵子、増田治子 [小鹿]   

池谷益代、遠藤富美子、宗 美江、原 ふじ子、船城秀樹、宮武晴昭 [静岡]  伊藤 節彦・真理 

大柴 潔、櫻井 隆・國江、杉本光子、高橋臣子、田代洋子、沼野寿子[栄光] 葛 長弘、後藤 進 

高島洋子、高橋義樹 [掛川菊川]  梅村亜恵 [挙母]   伊賀佐與子 [知多]     ロビンソン・ケネス/ 

小坂敦子[なごや希望] 石川吏志・美代子、犬飼通之・佐智子、大野信雄・良子、小澤周平・実紀 

小原春子、神﨑  昇 ・悦子、岸 享子、木村敦子、黒野正信・ 春枝、白井 美枝子、杉浦良一 

鈴木光治・貴美子、高田弘子、田村辰夫・勝子、鳥飼勝隆・豊子、永津浩哉・睦子、深谷昭治・

節子、藤田房子、藤原  薫、宮田増男・久美子、宗像玲子、安井則夫・芳子 [名古屋めぐみ]   

 浅井道子、稲垣八重子、甲斐亜希、勝田周子、長谷川善造、古川のぞみ、松宮洋子、安田久夫・ 

チヨ子、山下裕子 [高蔵寺]   秋田明子、秋田義彦、大場弘子、 岡田敦子、小板恵子、齋藤幸二・

末理子、柴田るみ子、鈴木輝一郎、千田知栄、田口道治・和子[大垣]   匿名（3名） 

 

団体 

小城ルーテルこども園、みのり教会、知多教会、名古屋めぐみ教会（福祉村を覚える日）、 

ふく茶 

              2021年 7月～10月 募金合計額   774,086 円 

                                    募金現在額 2,117,390 円 
                                 

       〈福祉村募金振込先〉（郵便局）振替口座番号 00800-2-98186 福祉村委員会 

 
福祉村委員会会計 櫻井國江（栄光教会） 

 

 
 

 ●デンマーク牧場福祉会のホームページは下記 URL です。 

http://www.denmark-bokujyo.or.jp 

   ●QR コードにスマホのカメラを向けて、タップしてください。 

 

 
 

 

「福祉村募金」献金者（敬称略） 2021年 7 月～2021 年 10月 
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