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8月壷阪寺
夜間拝観にお越し下さい

こ

し ん

か い

去年行った 8 月土日限定の夜間拝観。好評につ
き、今年も開催することになりました。
ライトアップされた境内は、夕涼みに最適です。
ぜひお越しください。

壷 阪 寺

平成27年（2015年）7月〜 10月行事予定
●7月

行事はございませんが、ラベンダーが見頃です

●8月
毎週土日

夜間拝観

8月18日

観音ご縁日（大施餓鬼会）

18：00 〜 20：00

11：30

住職法話会

13：30

大施餓鬼会

●9月
9月18日

観音ご縁日（彼岸回向会）
11：30

住職法話会

13：30

彼岸回向会

9月18日〜 11月30日

かいひ

壷阪寺二大塔同時開扉

秘仏大日如来像御開帳

EPA介護士として光明園で働く3人

●10月
10月18日

観音ご縁日

秋の眼病封じ祈願会

昭和40年に始まったインドとのご縁、今年で50年になります。その中で、大観音石像を始め多くの石仏を造らせて

11：30

住職法話会

頂いた南インド・カルカラの石彫事業も40年近くの歴史を持つようになってまいりました。インド・アグラで行われ、

13：30

眼病封じ祈願会

壷阪寺も参加していたハンセン病患者救済事業が、インド政府に移管されることになり、その事業を記念するために
始まった石彫事業も気が付けばそれだけの長い年月をインドの人たちと合同で、様々な仏さまを作るご縁を頂いてい

編集後記
97号では、共に働く仲間の紹介が中心の内容に仕上がりました。
福祉業界では人材の確保および育成には、大変厳しい時代が続いております。ただ、厳しいから仕方ない・・・
時代が悪いだけ・・・では成り立っていきません。
厳しい時代だからこそ、今できることはないだろうか？今後の時代を見据えて、今から準備できることはな
いだろうか？時代の流れを受け入れながらも、一歩先を歩んでいきたいものです。
（鳥越）

発行・編集／お問合せ 南法華寺福祉事業後援会 つぼさか壷心会
〒635-0102 奈良県高市郡高取町壷阪３ 電話:0744-52-2016 FAX：0744-52-3835
壷阪寺 http://tsubosaka1300.or.jp/
ホームページ （社福）壷阪寺聚徳会 http://tsubosaka1300.or.jp/shutokukai
（一財）アジア・アフリカ国際奉仕財団 http://www.aivjapan.org

ました。石彫に従事していたインドの方々も、当初は、金づちを一本持って、何百キロも離れた村から、単身で石彫の仕
事を求めて、壷阪寺の石彫事業に参加していましたが、大観音石像の制作後も継続的に石彫のプロジェクトが立ち上
がっていきましたので、単身だった石工さんたちも家族を呼び寄せ、その家族のための家を建て、その家の建築の折に
は、お寺からの補助金も利用して頂き、そのお蔭で石工達の村が出来あがりました。この事業は当初、機械化を図らな
いで、出来るだけ多くを雇用しようとの基本的な考えがありましたが、時代の変化もあり、
石彫用の機械も導入してい
きました。その前後から、インド経済好調に伴い今まで参加していた石工達も独立していき、
自立の道を選んでいきま
した。そのような道を選ぶことは、お寺の事業継続には少し痛手でしたが、自活の道を与えることができるまで、事業
を継続できたことは、喜んでいいことだと思いました。これも大きな観音さまのお導きかと思っております。このよう
に大多数の石工が自立、自活の道を歩むことを選んでいきました。現地に訪問すれば、道中彼らに会うことがありま
す。仕事に精を出していると、話しをしながら旧交を温めます。多くの人が安定した仕事を得ることができるまで、ご
奉仕できたことに感謝したいと思います。今現在、四天王像制作に汗を流しています。来年の春には、四天王像を壷阪
大仏の周りに設置する予定です。
合掌

壷阪寺住職

常盤 勝範

つぼさか壷心会
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聚 徳 会 だ よ り

今回ＥＰＡ介護士として働いている3人に、
日本に来てから感じたことなどを尋ねました。

施設で働く魅力的な職員
インドネシアからのＥＰＡ介護士
こうみょうえん

ダルファ

光明園には現在 3 人のインドネシア人のＥＰＡ介護士が働いています。

ムカフィラ

ヤンティ

◎インタビュアー
鳥越 信孝 副施設長

ＥＰＡ介護士とは日本政府とインドネシアやフィリピン、ベトナムの政府が経済連携協定を結び、4 年間の期限で
鳥越ーーーダルファさん、日本で働こうと思った

やってきた介護士のことです。当法人では 2012 年から受け入れを行っています。
彼女たちは母国で介護士や看護の勉強をして来日しました。日本で働き始めて 3 年経つと介護福祉士の国家資格
を受験することができ、合格後は制限なく日本で働くことが出来ます。
インドネシアは日本と同じ島国ですが、日本の 5 倍以上の面積があり人口も 2 倍以上暮らしています。経済発展
が著しく、日本企業の進出も進んでいます。イスラム教を信仰している人が多く、女性は肌を見せないように長いス
カートをはいたり、髪が見えないようジルバブをかぶっている人もいます。光明園では、このような文化の違いも受
け入れて仕事しています。
当法人では多様な人材を受け入れながら、利用される方々にとって過ごしやすい空間を作っていきたいと考えてい
ます。

鳥越ーーー仕事をしていてやりがいを感じたり、楽

きっかけはなんですか？

しいと感じたりすることはなんですか？

ダルファー家族を経済的に支えたいと思い日本に来

ダルファーご利用者の介護をしている時やりがいを

ることにしました。

感じます。

鳥越ーーームカフィラさんは？

ヤンティーご利用者と一緒に笑ったり、みんなの笑

ムカフィラー私は、いつか海外で働いてみたいと思っ

顔を見るのが楽しいです。

ていました。当時日本だけでなく、

鳥越ーーーインドネシアは60才以上の高齢者は

クウェートやオランダなどでも募集が

8.2 ％（2010年）と 日 本 の25.1 ％

あったのですが、アジアにある日本で働

（2014年）に比べるとずいぶん少ないよ

くことにしました。

うですが、老人福祉やご年配の方との接し

鳥越ーーーヤンティさん、日本に来て大変だったこ

＜ＥＰＡ職員として光明園に来るまで＞

方で違うところはありますか？

とはなんですか？

※インドネシアからの場合

ヤンティーインドネシアでは老人ホームはあまりあ

ヤンティー最初は自分の思う事や意見を日本語でな

国によっては、日本に来てから研修を受けることもあります。

りません。老人福祉のための法律も少なく、

かなか伝えられず苦労しました。

家族と一緒に住むことが多いです。

鳥越ーーー日本に来てインドネシアとの文化の違い

＜インドネシアにて＞

鳥越ーーー光明園には3人のＥＰＡ職員がいますが

で驚いたことや困ったことはあります

よかったなと思うことはありますか？

か？

ヤンティー 3人ともインドネシアから派遣されたＥ

ダルファー食べ物や習慣の違いがあり苦労しまし
た。

日本語研修（6か月）
（社福）
壷阪寺聚徳会に採用決定

ＰＡ職員なので、安心できることです。

光明園では
職員の顔写真などを渡して、
早く馴染めるよう工夫しました。

鳥越ーーー 3人のこれからの目標や夢を教えて下さ

ムカフィラー日本の夏はとても暑い一方、冬はとても

い。

寒いので困りました。

ダルファー来年の介護福祉士の国家試験に合格し

鳥越ーーームカフィラさんは別の施設で働いている

て、日本で暮らしたいです。

時に介護福祉士の資格を取られ、それか

ヤンティー今後は介護福祉士として働いていきたい

ら光明園に来ましたよね。

と思っています。

介護職の経験は一番長いと思うのです
＜日本にて＞
光明園で働き始める

ムカフィラー今は介護福祉士の資格を持っています

が、ご利用者と接する時に気を付けてい

が、それ以外の資格も取りたいです。また

ることはありますか？

日本で生活を続けようと考えているの

ムカフィラーご利用者との関係を大切にすることや健

で、家族を呼びたいです。

康状態に気を付けています。

鳥越ーーー 3人とも忙しい中、ありがとうございま
した。

1

2

つぼさか壷心会

つぼさか壷心会

聚 徳 会 だ よ り

新しい職員を紹介します
今年4月に3名の新入職員が入社しました。現在の仕事のようすなどを伺いました。

特別養護老人ホームから障がい者支援施設へ 〜 3年目の職員〜

盲養護老人ホーム

壷阪寺聚徳会に入社して早2年が過ぎ、特別養護老人ホーム光明園から障がい者支援施設明

4月より養護盲老人ホーム五色園で働

日香園に転勤して1か月が過ぎました。明日香園に来る前は、高齢者介護の施設で仕事をしてき

いている森本晃正です。約3 ヶ月が経ち、

た私にとって、障がい者支援施設での仕事内容やご利用者との関わり方など、少なからずとも違

少しずつではありますが、ご利用者一人一

う部分があるのではと内心は不安に思っていました。最初は、なぜこうなるのかと戸惑う部分も

人の気持ちが分かってきました。まだまだ

ありましたが、日が経つごとに、基本的には変わりのないものだと気づかされました。例えば、ご

覚えなくてはいけない事が多く、日々勉強

ごえん

利用者の高齢化に伴い、
高齢者施設と同様の介助をさせていただく部分もありました。また誤嚥
障がい者支援施設明日香園
稲村 和之

五色園

です。ご利用者の話を聞いたり頼まれごと

や転倒など事故が起こらないように見守りをさせていただくことや、ご自分でできることはご

をされたりと毎日が充実しています。ま

自分でしていただく部分も同じでした。明日香園の同僚も私の質問に対して快く指導していた

た、先輩職員や長年生活されているご利用

だき、迅速な対応と無駄のない動きを日々勉強させていただいています。
これまでに経験し勉強させていただいたことを応用し、これからの経験をプラスアルファし
ていき、よい仕事ができればと考えています。

ご利用者と中庭で

先輩からの一言 課長 新田 良
新人のうちは、慣れるまでの間はなにもかもが新鮮
で得ることばかりだと思います。
しかし、これから慣れてくると、何を質問していけ
ばいいのか見失いがちです。大切なのは人徳と、
知識
を生かした知恵です。ベテランと新人の違いは、
一つ
の行動に対してどれだけ深みをつけていけるかです。
はじめはメモをとり、きっちり行動していく、行動の
流れを覚えると余裕が出てくる。余裕ができると周り

者も分からない事があればすぐに教えて

にも目が行くようになる。目がいくと出来ることが増

くれます。社会人1年目として言い訳はせず謙虚に日々学んでいき

える。そこが仕事の深みであり、楽しさです。 深みを

たいと思います。これからも相手の立場から物事を考えより深く知

知ったらそれを後輩に伝える。こういったことが今後

り、多くの事に気付ける職員になっていけるよう精進していきま
す。今後ともよろしくお願いします。

入社8年目を迎えて
をしています。

インタビュアー

ご利用者との関わりは学校の授業でしか経験がありませんでした。仕事に就き始めた頃、直

のこの仕事の深みにもつながっていきます。期待の新
人です。皆さん森本さんの成長を見守って頂ければと
思います。

特別養護老人ホーム

私は特別養護老人ホーム光明園で5年間働き、現在盲養護老人ホーム慈母園で3年目の勤務

光明園

久保 祐太
先輩からの一言

副施設長 鳥越 信孝

菊本 真美

−新人研修の思い出はありますか？

接身体に触れる介助にとても不安を感じていました。しかし、そんな自分にでもご利用者から
は「ありがとう。」という言葉をかけてもらいました。
自信がなかったので、とても勇気づけられる言葉でした。
盲養護老人ホーム慈母園
安下 恵造

森本 晃正

今は視覚障がいをお持ちの方を支援する職場で、特に言葉で説明する事の難しさを感じてい

新入職員研修では実際にご利用者と関わったり、先輩職員の

入社した時は、分からない事

話を聞く中でこの仕事の難しさや楽しさを学ばせて頂き、自分

ばかりで壁にぶつかったりと

も頑張ろうと思いました。

大変でしたが、先輩が沢山いる

−今後の目標を教えてください。

ので、その都度聞いたりして下

ます。年数が経つに連れ、関わり方や気を付けなければならない事が分かってきました。

今はまだまだ知識、技術共に不足しており、先輩職員の方に助

これからも多くの方との出会える機会を楽しみに仕事に努めていきたいと思います。

けてもらってばかりですが、早く一人前になり、様々な仕事を任

ご利用者と一緒に

特別養護老人ホームから盲養護老人ホームへ 〜異動して1年を振り返って〜

さい。これから一緒に頑張って
いきましょう！

されるような職員になりたいです。

特別養護老人ホーム

第二慈母園

藤谷 こずえ

特別養護老人ホーム光明園から盲養護老人ホーム慈母園へ転勤になり、ちょうど1年が経ち
インタビュアー

ました。

−第二慈母園（特養）に配属となり、初めて担当した仕事内容と感想は？

初めは分からない事だらけで、ペンを片手にメモをとっては家に帰ってから再確認を行う毎
日で、初めて施設へ配属された時の頃を思い出し、懐かしい感じがしました。
新しい場所で、色々と教わっているうちに、私は今まで理解してもらえる説明が行えていた
のかと思うようになりました。自信を持って説明できていたと思っていたけれど、振り返って
みると実際は、そうではなかった事も多々あったように思います。

じています。同じ言葉でも「声のトーン」や「速さ」によって、相手への伝わり方は変わります。
私は慈母園勤務2年目を迎え、これから言葉を交わす際、今以上に気をつけ日々の業務に努
めていきたいと思います。

盲養護老人ホーム慈母園
田野上 剛

1日の申送りにて

主任

上田 順

これから仕事で壁に

思い、言葉をかけさせて頂きましたが、意思疎通が上手くいかず、ま

当たったり、悩む事もあ

た技量不足でスムーズにおすすめすることができませんでした。大

ると思います。各施設に

切なご利用者の健康を保つ為にも、お一人ずつの状況を理解し、仕

は、頼りになる先輩職員

事に務めていきたいと思いました。

がいますので、一人で抱
え込まずに、どんなこと

専門学校の実習で、他の施設でも勉強をする機会がありました。そ

でも声に出してほしい

の中で「この人すごいな、こんな人になりたいな」と思う介護職の方

です。

がいました。最近は介護職に就きたい若い方が少ないので、自分が
見た目標となるような人、介護のできる人になれるよう努力したい
と思います。

3

先輩からの一言

食事介助を担当しました。食事は美味しく召し上がって頂きたいと

−今後の目標や夢は？

今は教わる事の方が多くありますが、今後、年数が経つにつれ、説明する機会も増えてくるか
と思います。相手に理解してもらいやすい、分かりやすい言葉の表現をしていかなければと感

主任 薮ノ内 祐佳（訪問介護事業所第二慈母園）
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ウガンダ ンゴビャ学校増築完成しました

つぼさか壷心会

今年2月よりンゴビャ学校の校舎の増築を始め、無事完成しました。
ウガンダでは就学率が93.9％（2011年）と、他のアフリカ諸国に比べて高いもののすべての子どもが学校に通え
る状況ではありません。その問題の一つに学校や教室が足りない事があります。ンゴビャ学校も例外ではありません。
先生方は学ぶ意欲のある生徒を受け入れたいと考えていますが、教室が少ないため狭い空間で沢山の生徒が学ばなけ
ればいけなかったり、午前午後で学年を分けて授業する必要がありました。
そこで校舎を増築しました。既存校舎は壁を塗り替え、
生徒たちが楽しく学校に通ってくれるようイラストを施し
ました。現在は2学期が始まり、新しい生徒を迎える事ができています。

平成26年度会計報告
収入の部

いつもつぼさか壷心会へのあ

支出の部

摘要

金額

摘要

金額

たたかいご理解とご協力を頂

正会員受取会費

1,159,000

支払寄付金

2,630,033

き、誠にありがとうございます。

受取寄付金

2,337,271

印刷製本費

344,386

皆さまからの会費やご寄付に

受取利息

49

通信運搬費

421

よって前年度も無事活動を行う

消耗品費

11,640

事ができました。ここに収支を

支払手数料

61,436

来年度へ繰越

報告させて頂きます。

3,496,320

写真に写っているのは学校を設立したセキベンゴ校長先生の妻と、
現在主として運営を行っている息子さんです。

448,404
3,496,320

「ウガンダの首都には高いビルも建っていますが政府の建物がほとんどです。多くの人は貧しくスラムのようなとこ
ろで暮らしています。
就学率や識字率が80％近いという結果もありますが、実際は読み書きができる人は4割ほどの

つぼさか壷心会について

人しかいないと感じています。そんな中、今回増築の支援を受ける事ができて非常に感謝しています。」というメッ
セージを頂きました。

つぼさか壷心会は、壷阪寺が行う福祉事業を応援する会です。
壷阪寺は昭和30年代から視覚障がいの方の支援を始め、現在では社会福祉法人壷阪寺聚徳会として5つ
の福祉施設を運営しています。また、海外ではインドでのハンセン病患者の支援をきっかけに一般財団法
人アジア・アフリカ国際奉仕財団として活動を続けています。
これらの活動を応援するために「つぼさか壷心会」は設立されました。現在は、
会報の発行や壷阪寺境内
における広報活動を中心に行いながら、みなさまからのあたたかいご支援を国内外の福祉活動の充実のた
めに使わせて頂く際の「橋わたし」の役割をしています。

年会費

つぼさか壷心会

ご寄付

学校の運営スタッフと建設中の校舎

社福）壷阪寺聚徳会
各施設の環境改善等に

募金
一財）アジア・アフリカ国際奉仕財団

出来上がった新校舎

インド・ウガンダでの教育支援に

新校舎の前で生徒と
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