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挑戦！自分と未来に
2015年　創立50周年

太陽の家創立50周年記念式典開催　天皇・皇后両陛下がご臨席

　本年10月５日、故中村裕博士によって創設された

当法人は創立50周年を迎えました。この半世紀の歴史

を祝うため、10月４日のサン・スポーツセンターで

天皇・皇后両陛下のご臨席を賜り、創立50周年記念式典

を執り行いました。

　式には塩崎恭久厚生労働大臣、広瀬勝貞大分県知事

はじめ、駐日ネパール大使夫妻や国会議員、行政、企業、

社会福祉施設関係の団体、地域などの招待客や、太陽の家

の立石義雄会長、鍋島英幸顧問などの関係者及び関連企業

社員や利用者、職員など約330人が出席しました。また、

食堂とラウンジでは利用者や太陽の家OB・OGなど

400人以上が、式典の様子をビデオ中継で見守りました。

　式典は、太陽の家サポーターで歌手のサラ・オレイン

さんの国歌独唱で始まり、中村太郎理事長が「東京パラ

リンピックの翌年に７人の障がい者と創設し、〝No　

Charity, but　a Chance〞 の下、障がい者が普通に働き、

暮らす社会の実現を目指してきました。社会にはいまだに

生活の向上や自立が叶わない人々がおり、これらの取り

残される人の居ない社会の実現、『ソーシャルインクルー

ジョン』を目指して

チャレンジを続け

ます」と挨拶。続い

て、来賓の塩崎厚生

労働大臣が「これまで

にもまして充実した

活動に取り組まれる

ことを」、広瀬大分県

知事が「障がい者の

未来を照らす希望と

して引き続き活動

していただくよう期待します」と祝辞を述べました。

　また、元太陽の家事務局長で日本で初めて車いすの

市議会議員を務めた吉永栄治さん（下・写真右）と法人

本部職員でパラリンピック出場を目指す宿野部拓海さん

（下・写真左）が、「歴史をふりかえり、未来をかんがえる」

をテーマにスピーチをしました。吉永さんは、「中村博士

は今は苦しいが、ビルを建て冷暖房が整った環境をつくり

たいと話され、大きな夢と希望に向かって走り続けま

した」と話しました。また、宿野部さんは、「東京パラ

リンピックで金メダルを取りたい。太陽の家のシンボル

マークの麦のように困難を乗り越えて強く、たくましく

成長し続けたい」と力強く宣言しました。

　その後、太陽の家の立石会長より、長年寄付やボラン

ティアとして尽力いただいた個人５人や共同出資会社の

親会社７社、長年協力いただいている企業７社と２団体

に感謝状を贈呈。また、中村裕博士の廣子夫人と畑田

和男前理事長を特別功労者として表彰し、長年太陽の家

に就労した利用者94人、共同出資会社などで働き自立

した元社員16人と元事務局職員13人にも表彰状が贈られ

ました。最後に、アンサンブル太陽により「威風堂々」

が高らかに演奏されて式典を終了しました。
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表
彰
式

献花式＆寄付金贈呈式＆記念植樹
　

　

　
　記念食事会の後、中村裕博士の銅像前で献花式が行われ、約100
人の方が出席しました。太陽の家の立石義雄会長、鍋島英幸顧問
をはじめ、各関連企業本社の代表者に続き、協力企業、利用者代
表による献花が行われました。
　また、創立50周年を記念して、障がい者スポーツ支援事業として
オムロン株式会社、ソニー株式会社、本田技研工業株式会社、三
菱商事株式会社、デンソー株式会社、株式会社富士通エフサスよ
り中村裕基金へ寄付金贈呈式が行われ、代表してオムロン株式
会社の立石文雄会長（写真左）が太陽の家の中村太郎理事長へ
目録を贈呈しました。最後に、記念植樹が行われ、立石義雄会長
と中村理事長（写真右）が本館前ロータリーに、大分県の県木で
ある豊後梅を植樹しました。３月上旬には八重咲きの花を咲かせ
てくれるでしょう。

献花式

記念植樹寄付金贈呈式

感謝状授与　
(左より）長尾繁さん　秦野晃郎さん　
　　　　 福田博美さん　仲山とも子さん

特別功労者表彰
中村廣子創業者夫人　畑田和男前理事長

感謝状授与
（前列左より）オムロン立石文雄会長
　　　　 　　ソニー平井一夫社長兼CEO
　　　　 　　本田技研工業尾高和浩執行役員
(後列左より）三菱商事廣田康人常務執行役員
　　　　 　　デンソー下方敬子常務役員
　　　　 　　本田技術研究所小澤学執行役員
　　　　 　　富士通エフサス高萩弘社長

感謝状授与　
（前列左より）電子印刷センター杉本恵子社長
　　　　 　　大分タキ上野哲也社長
　　　　 　　大分銀行姫野昌治頭取
　　　　 　　トキハインダストリー吉弘晃社長　
（後列左より）大分三菱会唐津敏徳会長
　　　　 　　明石会中根功会長
　　　　 　　山下工芸山下謙一郎社長
　　　　 　　六興電気長江洋一社長
　　　　 　　三洋産業甲斐克茂専務

永年勤労利用者代表
　　　　　　 橋本信三さん
(後列左より）山口二郎さん　坂しのぶさん 永年勤労利用者94人（挙手している皆さん）

永年勤続元社員(自立更生者）16人
炭谷理事より代表の上野茂氏へ贈呈

感謝状授与
立石義雄太陽の家会長より
立石文雄オムロン会長へ贈呈

永年勤続元職員13人
代表　猿渡ミス子さん



パラリンピックを目指す選手をご視察

　記念式典の後に、サンスポーツセンターのトレーニングルームで天皇・皇后両陛下がパラリンピックを目指す選手をご視察
されました。ボッチャの木谷隆行選手（別府就労継続支援B型：写真左端）に声をかけられ競技について詳しく尋ねられま
した。パワーリフティングの城隆志選手（オムロン太陽）が111㎏のバーベルを持ち上げると、天皇陛下に「身体を痛めたり
はしませんか」とお声かけいただきました。卓球の宿野部拓海選手（事務局）と江川正喜さん（別府工場）には、天皇陛下が
「ちょっとやりましょうか」とサプライズも。陛下と両選手のラリーが行われ、「びっくりしました。私たちと真剣に向き
合っていただきました」と感激の様子でした。最後に、車いすマラソンで北京パラリンピック銀メダリストの笹原廣喜選手
（オムロン太陽）はロボットスーツHALによる歩行訓練の様子を披露。皇后陛下より「選手時代はご苦労さまでした。これ
からも皆さんをお願いしますね」と言葉をいただきました。

ネパールのスベディさんと
駐日ネパール大使バッタライ氏参加

　

　

　

　創設者の中村裕博士は、障がい者の支援を国内だけで
なくアジアの発展途上国でも行っていました。その支援を
受けたネパールのラクシム・スベディさん（写真左）も

記念式典に招待されました。スベディさんは14才の時、
1977年のオーストラリアFESPICで中村博士と出会いま
した。博士は自身の病院で交通事故のため切断された左足
の手術を行い、義足を作りました。その後、何度か来日
して義足を作り直し、最後に訪問したのは1989年の神戸
フェスピックでした。現在ネパールで障がい者の自立を
支援しているスベディさんは、その時に作った義足を今も
使っているため、体にも合わなくなっていました。今回、
中村裕博士次男で明野中央病院の中村英次郎副院長の支援
で新しい義足を製作しました。スベディさんは、中村博士
の墓参りにも行き「私に新しい人生をくださった博士、
母親のように優しく接してくれた廣子夫人、そして太陽の
家の皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」と話していました。
　今年の４月に発生したネパール大震災への募金活動を
太陽の家職員カルキ・ビラムさんが行っており、駐日
ネパール大使マダン・クマール・バッタライ氏（写真右)
も夫人とともに招かれました。太陽の家では地震直後約
20万円の募金が集まり、ネパール大使を通して現地へ送り
ました。その後、太陽の家むぎの会が行った募金活動では
30万円が集まり、震災で被害を受けた学校の再建に寄付
されました。翌日、大分銀行宗麟館にて開催されたネパール
Dayにも参加され、ネパールと日本の交流について講演し、
震災復興支援に協力した大分県民の皆様へ感謝の気持ちを
伝えました。
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ホームカミングデー開催
　太陽の家創立50周年記

念式典に合わせて、10月
４日にホーム

カミングデーが開催され
、９時20分からタイムカ

プセル開封式が

始まり、懐かしの写真展示
会、歴史資料館オープン、

式典中継放映、

福祉機器展示、記念コン
サート等が行われました

。ホームカミング

デーは、開所当時から今日
までの土台を築いてこられ

たOB・OGの

皆さん、現在の利用者や
社員の皆さん約400人が

ラウンジや食堂、

あおぞらかふぇに集い、
交流する機会として企画

されました。遠く

は東京や静岡等の県外か
らも参加し、再会を喜び

、旧交を温め

ました。

　会場では、開所当時から
の写真映像が放映されると

「懐かしい～｣、

｢○○さんや、わけぇーの
う」と懐かしい友の名を出

しながら思い出

を語り合い、涙あり、笑
いありの一時を過ごしま

した。開所から

半世紀が経ち、太陽の家
に求められているものも

多様化しています

が、古き良き時代のことも
忘れず、いつまでもOB・

OGの皆さんが

気軽に集える場であるこ
とが期待されています。



タイムカプセル開封式
　

　

　
　４日の記念行事はタイムカプセル開封式で始まりました。
タイムカプセルは、太陽の家創立20周年の時に中村裕像裏
に埋設されました。式は第一作業棟1階のトラックヤードで
行われ、太陽の家のOB・OGはじめ、多くの方が出席しま
した。タイムカプセルの中には、当時各職場で作った製品
や写真、メッセージなどが入っていました。1975年に入所、
当時ソニー・太陽で働いていた江上公男さんは「制服を
見て当時を思い出しました」と懐かしそうに話していま
した。
　開封式の後に中身がお披露目された展示コーナーにも
多くのOB・OGが集まり当時を振り返りながら思い出話を
しました。展示された製品は、愛知や京都の太陽の家でも
巡回展示されます。
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50周年記念コンサート
　

　

　
　４日サンスポーツセンター２階で50周年記念コンサート
が始まると、会場の雰囲気ががらりと変わりました。伊藤
京子さんのピアノ演奏では、手拍子と参加者の歌声で会場
が一体となりました。次に登場したベテスダ弦楽四重奏団は
40年前に太陽の家で研修を行ったメンバーも在籍しており、
真剣な表情と技巧を凝らした演奏を披露、コンサートの
司会も務める今成佳奈さんは透通る歌声と笑顔で会場を盛り
上げました。４人の障がい者がメインとなっているバンド
‘4Disabilities‘ は自身の体験を基にした歌詞を表現力豊か
な手話ダンス・歌声ですべての人の心を掴みました。様々
なイベントで活躍中のアンサンブル太陽は息のあった演奏
で「麦の唄」や「明日があるさ」など思い入れのある曲を
披露。トリを飾ったのは式典で「君が代」を独唱したサラ・
オレインさんが美しく神秘的な歌声で参加者を魅了しま
した。コンサートには太陽の家関係者だけではなく地域の
方も大勢お越しいただきました。



　９月18日に太陽の家創立
50周年を記念して作成した
キャップアートパネル（５.５m×
５.５m）が完成しました。今年
の３月から各事業本部で集めた
ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ が
125,111個になり、内20,736
個を使用して作成しました。

　作業は各本部で分担して行いましたが、メーカーによりキャップ
のサイズにすこし違いもあったため、組み込み作業は大変苦労
をしました。完成したアートパネルは、多くの方に見ていただ
けるように道路からも見える第一作業棟外壁に2016年３月まで

展示しています。
現 在 は 見 学
コースにも入れ
てお客様からも
喜んでいただ
いています。
終了後解体した
キャップは、
太 陽 の 家 も
参加している
世界の子ども
たちにワクチン
を送る活動に
贈られます。

キャップ
アート

パネル写真

中村裕博士を想う夕べ 10月３日19時より別府湾ロイヤルホテルで開催され、

約130人が出席し旧交を温めました。

(後列右から）立石文雄オムロン会長
　　　　 　　立石義雄太陽の家会長
　　　　 　　中村理事長　南廷勲聖再園常任理事
　　　　 　　今井幸隆富士通エフサス常任顧問
（前列）　　　韓国ベテスダ四重奏団申鍾鎬氏

韓国聖再園
南商堯氏 井深亮氏サラ・オレインさん（後列左から３人目）を囲んで

愛　知 日　出

杵　築京　都

最終組立作業別　府
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区　分
就 労 移 行 支 援
就労継続支援Ｂ型
障害者支援施設（ゆたか）
障害者支援施設（ゆうわ）
介 護 施 設
施設利用者小計

就労継続支援Ａ型
（サンストア）

就労継続支援Ａ型
（福祉工場）

関 連 企 業
　

事 務 局
　

雇用労働者小計
　　
合　計

8
184
40
0
26
258
22
(6)
40
(8)
515
(261)
138
(128)
715
(403)
973
(403)

0
0
0
80
0
80
0
0
0
0

173
(62)
70
(68)
243
(130)
323
(130)

0
34
0
0
0
34
0
(0)
90
(15)
82
(6)
23
(21)
195
(43)
229
(43)

0
58
0
0
0
58
0
(0)
91
(26)
37
(19)
23
(22)
151
(67)
209
(67)

8
276
40
80
104
508
22
(6)
221
(49)
807
(348)
311
(296)
1361
(700)
1869
(700)

別府・大分 日出 愛知
0
0
0
0
78
78
0
0
0
0
0
(0)
57
(57)
57
(57)
135
(57)

杵築 京都 計

８/１６～９/１５

秋田県県議会議員　11人
本田技研工業役員　15人
熊本県玉名市区長会　15人
別府市立中部中学校　2人
大分市立下郡小学校　2人
藤くに子様　他　5名　6人
熊本保健科学大学　OT　51人
西日本新聞原田記者　1人
熊本保健科学大学PT学科　53人
宮崎リハビリテーション学院PT学科　47人
三菱商事関連会社　15人
九州・山口産業人クラブ　20人
韓国プサン障害者協会　19人
　
岡崎特別支援学校職員　20人
豊橋聾学校PTA　27人
岡崎市六ツ美北部学区福祉委員会　34人
山口県徳山工業高等専門学校　三浦靖一郎准教授　1人
　
株式会社アドニス　2人
公益財団法人　立石科学技術振興財団　6人
広東省佛山市南海区産業促進協会　31人
三菱東京UFJ銀行　京都支社長　3人
西京区桂坂学区社会福祉協議会　23人
NPO法人ダイソーサポート　1人

別 府

　

愛 知

京 都

8/21
〃
〃
8/26
8/31
〃
9/  7
9/  9
〃
〃
〃
9/10
9/14

8/19
9/10
〃
9/14

8/17
8/21
8/26
8/27
8/28
9/  2

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　8人
大東市民生委員児童委員協議会　15人
京都ＡＲＵ（大藪）　2人
関西IE協会・若手マネジャー交流研修　14人
大阪河崎リハビリテーション大学　4人
伏見区民生児童委員協議会　69人
呉竹総合支援学校　4人
大阪交野支援学校　19人

9/  3
〃
〃
9/  4
9/  5
9/10
〃
9/11

主な来訪者［８/16～９/15］

在籍者数

京 都

★ありがとうございます～皆さまからメッセージ～★
　10月３日の祝賀会会場で多くの皆さまからお祝いのメッ
セージをいただきました。一部を抜粋して掲載します。
　柳瀬房子様（難民を助ける会会長、太陽の家評議員）「皆
さまの毎日の積み重ねによってこうして50周年を迎える
ことができ、記念に残る思い出となったことと存じます。
障がいをもった方が活躍するのが普通の世の中になって
欲しいと願っています」。
　長尾繁様（49年間ご寄付　感謝状授与者）「私が今まで仕事
を続けて来られたのも太陽の家で働く皆さんの姿を見たから。
働く喜びを教えていただき、私の方が勇気づけられました」。
　サラ・オレイン様（アーティスト)「50周年おめでとう
ございます。これから私もできる限り協力してがんばって
いきたいと思います」。
　越膳泉様（オムロン執行役員）「当社の新人から幹部の
研修で中村博士の成し遂げたオムロン京都太陽などの現場を
見て、世界中の社員が感激して心打たれています」。
　堀信之様（富士通エフサス太陽社長）「私たちも50年、
100年続けるためにがんばっていきたいと思います。中村博士
の精神を継いでいきたい」。
　岩間秀和様（三菱商事OB　太陽の家元評議員）「中村博士
の思いと実行力に感動し、何かお手伝いをと20年お付き合い
をさせていただき、私からありがとうございますとお礼を
申しあげたいです」。

★「証」企業会より発行★
　太陽の家と共同出資会社、協力企業11社でつくる企業会
は、創立50周年を祝う記念誌「証　太陽の家と共に」を
1,000部作りました。中村裕博士の生涯や人柄、中村廣子
夫人・畑田和男前理事長のインタビュー、染川通氏などOB
７人の思い出、各社の現役・元社員33人が仕事への思いや
自立などについて語っています。「50年前、中村裕博士が
前人未到の地を切り拓くようなすさまじい努力を始められた。
いま私たちはその意思を継ぐものとして自分たちの姿をここに
記したい。私たちが証（あかし）である」という思いが詰まっ
ています。記念誌は各社をはじめ、太陽の家、各地の図書館
や学校などへ寄贈されました。


