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インクルーシブ教育

学校はみんな一緒がいいじゃん
こんにちは、久しぶりの池山です。私の息子は現在中学１年生、
発達障害（自閉症スペクトラム）でコミュニケーションや細かな
作業などが苦手です。小学校３年から支援学級に籍を置き、通級
という形をとっていましたが、中学からは通常学級に籍を戻しま
した。今回は支援学級から通常学級に戻すまでのいきさつ、現在
の息子の様子を書かせてもらうことにしました。
池山ひろみ

二分脊椎、透析歴 27 年
独身の頃は情報誌でレジャーやグルメを取材して書いていました。結婚してからは
単発で記事を書かせてもらっています。
出せている場所だから、その行動の何が悪いのだ

息子から学んだこと

ろうと不思議でなりませんでした。

小３から支援級に籍を置くことにしたのは、学

そして家庭訪問の時、支援級の担任から衝撃的

力面でついていくのがしんどくなるのではないか

な報告がありました。なんと息子が支援級では物

という、私のおせっかいな思いからでした。最初

やイスをなげて暴れるようになったと知らされ、

息子は「なんで支援級に行くの?」ってところはあ

「今後、医療で相談された方がいいかもしれませ

りました。旦那も「このまま通常級でいいじゃな

ん」と言われてしまいました。家ではとてもやさ

い?」と言っていたのですが、しんどくなる前に「息

しくおだやかな息子なので信じられませんでした。

子のペースでやっていけばいいじゃん」と旦那を

でもきっと何か理由があってそんな行動に出て

口説き落とし、息子は小２の２学期から支援級に

いるのだろう、息子の本音を探らなければ解決し

遊びにいくという形で少しずつならしていきまし

ないなと思いました。その日の夜、布団に入って

た。

から息子に「今日先生から学校で暴れているって

３年から算数と国語を支援級で学び、その他は

聞いたんだけど、きっと何か嫌なことがあるんだ

通常級で学びました。４年生までは何の問題もな

よね?教えて」と言うと、しばらくして息子は「先

く、支援級の担任からも「通常級はおとなしいで

生がえこひいきするの」と答えました。そこでな

すが、支援級ではうるさいくらいよくしゃべりま

んとなくなく謎が解けました。昨年の担任は騒が

す。うるさいということは自分を出せていると思

しくても大目に見てくれたのに、今年の担任は落

いますよ」と好意的に言ってくださっていたので

ち着いて授業を受けてほしいという思いがあり、

安心していました。

息子は色々指導されたことで対応の違いに混乱し

５年になり支援級の担任が変わりました。学校

ているのではないか、だから暴れてしまっている

へ行くたび、私の顔を

のではということが読み取れました。

見ると担任は「算数の

次の日、担任に「先生の思いと息子の思いがう

時間落ち着きがなかっ

まくかみ合っていないことが原因です」
「昨年の担

たですよ」と困った顔

任がやっていた対応をしてもらいたい」と伝えま

で話されました。私に

した。その後は徐々に落ち着いていったようです。

どうしてほしいのか?

今思うと息子自身が支援級は騒いでもいい場所、

むしろ支援級は自分を
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通常級はおとなしくしている場所と自分の中で分
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けていた気がします。このことがあって対応のし

支援級の教室に全く入れなくなるのが不安だった

かたで息子を良くも悪くもしてしまうのだという

ようです。家族３人で話し合い、私たちが「遊び

ことを学びました。

にいくことはできるよ」と説明しても息子は「行
きにくくなるからいやだ」と言って納得しません

息子の気持ちによりそいながら

でした。そこで話し合いの結果、６年は支援級に

最初私は、息子を支援級に入れて支援をしても

籍は置いて通常級で学ぶ比率を多くし、中学に

らい守ってもらうという考えでした。しかし、分

なったら学校自体変わるので、これをきっかけに

けて学ぶというスタイルに疑問を持つようになり

通常級へ戻すことにしました。

ました。別の教室で学ぶことは、どんな支援をう

中学生になりがんばってます

けているかなんて通常級の子どもたちは知らずに
過ぎてしまっていく、これではいつまでたっても

中学は４つの小学校から入学してきます。５月

障害について理解はされないだろう。息子も世間

ごろ、息子の特性を知らなかったクラスメイトに

のルールを学ぶ必要がある。お互いを知るにはや

いじめられていました。理由は息子が呼ばれたと

はりみんなと同じ教室で支援してもらいながら、

き、パニックになって逃げてしまったり、黙って

学ばなければ意味がないと思い始めました。

しまうので、
「こいつ無視かよ」という誤解でした。

そんなとき新聞に「インクルーシブ教育をめざ

実は最初、きっと彼はいじめているという非を

している“名古屋「障害児・者」生活と教育を考

認めないだろうと思っていました。しかし、きち

える会”が例会と相談を開きます。
」といった記事

んと非を認めてくれたので、その勇気を褒めた

を見つけました。さっそく息子を連れて相談に行

かったし、息子の特性と接し方を知ってもらえば

きました。

サポーターになってもらえるのでは？という思い
不安に思っていたことは２点。

から手紙を書くことにしました。

1 つ目は勉強についていくのが大

まず担任に中身を確認してもらって大丈夫であ

変なのでは? それに対し、
「学力の

れば、彼に渡してもらうようにお願いしました。

事は気にせず、その子なりのでき

その後、担任が中身を読んで道徳の時間にクラス

た、分ったがあれば十分なのでは

みんなの前で話したいと提案されました。息子は

ないか」。２つ目はいじめられるの

みんなの前で自分のことを取り上げられるのを嫌

ではないか?「いじめられたらと心配もするけど、

がったので、こっそりと他校から来た子達数人を

問題が起きたとき考えて動けばいいし、いろんな

集めて息子の特性と接し方について話してもらう

経験をさせた方が絶対いい、みんな一緒になるこ

ことにしました。その後いじめはなくなったよ

とでたすけられたり、もまれたりして息子さんは

うで、クラスメイトに苦手な数学問題を教えて

育っていくはずだから。とにかく親としては、息

もらったり、細かな作業を手伝ってもらったり

子さんのありのままの気持ちに寄り添って育てて

色々サポートしてもらっているようです。

いけば大丈夫だから」と、励まされました。一番

しかし、いじめ問題は誰にでもおきうること、

心強かった言葉は、学校とうまく交渉できなかっ

今後も注意深く見守る必要があるかなと思いまし

た時は私たちも現場に行って一緒に交渉してあげ

た。いじめ問題以外はト

るからと言われたことです。そんな言葉を聞いて

ラブルもなく、勉強も毎

６年から通常級に戻すことにしました。

日提出しなければならな

最初は息子も納得していると思いました。とこ

い課題を頑張っています。

ろが息子が嫌だと言い出したのです。その理由は

息子は「自分から友達に
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インクルーシブ教育

まとめ

なってと言ったんだ」と少し積極的になりつつあ
ります。部活も運動部に入り、休まず参加してい

これが支援級から通常級へもどしたいきさつで

ます。

す。息子は大人になれば地域で生活していかなけ

私たちが何も言わないと学校は何もしてくれま

ればなりません。いろんな人とかかわっていかな

せんので、
「具体的にしてもらいたい支援があると

ければならなくなるので、地域に育ててもらいた

きは要望書を書いた方がいい」と会からアドバイ

いという思いからこの道を選びました。発達障害

スをいただきました。

だからといって子育ての基本は何も変わらないし、

息子は話を聞いている時と聞いてない時のむら

子育ての正解不正解はないと思っています。さて

があります。教科で提出していない、完成してい

中学生活は後２年あります。とにかく息子が元気

ない、のは聞いていなかった本人が悪いと片づけ

で楽しく学校に行けるよう、先生たちと親で話し

るのではなく、教科、教科の課題や提出書類を必

合っていくつもりです。

ず本人と確認して、さらに連絡帳に書くという支
援をしてもらうことにしました。そして息子も参
連絡先

加できるよう工夫しながら学校生活を送れるよう
に先生たちと話し合っています。

名古屋「障害児・者」生活と教育を考える会
代表

川本道代

名古屋市中区千代田 4-11-17-203
TEL&FAX 052-321-7094
（19 時過ぎに連絡ください。）
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いよいよはじまる
障害者差別解消法
愛知県障害者差別解消推進条例
みなさん、ご存じですか？

いよいよ４月より「障害者差別解消法」と「愛知県障害者差別解消推進

条例」が全面施行されます。この法律と条例は、今後、わたしたち障害者の地域生活を大きく前進させ
る力を秘めているものです。最大限効力が発揮できるように、しっかり法制度を理解し、活用していく
ことが求められています。
とはいえ、あまりピンと来ていない人が多いのも現実。愛知県条例づくりに深く関わってきた辻直哉
さんに、分かりやすく説明してもらいましたので紹介します。
つじなおや

辻直哉

福岡県出身。愛知県美浜町在住。４４歳。頸髄損傷で簡易電動車いすを使用。
現在、愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）事務局長、愛知県重度障害者団体連絡協議
会副会長、DPI 日本会議常任委員兼事務局次長。2009 年度より ADF 事務局長に
就任、毎月の事務局会議開催等の日常業務や、愛知県福祉施策充実を求める愛知
県との懇談会開催と要望書のまとめ、県障害者差別禁止条例制定への取り組みと
しての愛知県議員団に対するロビーイング活動、シンポジウムの開催等、精力的
に活動の中心を担っている。

いつ、この法律と条例はできたの
ですか？

なぜ、このような法律や条例が
必要なのですか？

2006 年第 61 回国連総会で、障害者権利条約

みなさん、生活の中で困ったことや嫌な思いを

が全会一致で採択されました。翌年、日本はこの

したことって、ありませんか？たとえば、
「お店に

条約を守る方向で準備していきますという意思表

入ろうとしたら、入店を断られた」、「電車やバス

示（署名）をしました。当初、政府はなにも法律

での乗車拒否」などなど。

は変えず、条約を守る準備ができましたという意

そんなとき、どうしましたか？

多くの人が、

思表示（批准）をしようとしました。しかし、こ

がまんしているのではないでしょうか。これまで、

れでは、なにも、障害者の生活は変わりません。

日本の法律では、障害者基本法に「差別してはな

そこで、私たち障害者団体は、条約を作るとき、

らない」と書かれているのですが、なにが差別に

もっとも大事にされた「私たち抜きに私たちのこ

あたるのか、どういう解決方法があるのかといっ

とを決めるな！」を合い言葉に政府に働きかけ、

た、具体的な法整備がなされず、長期間にわたり、

障がい者制度改革推進会議を作らせ、2011 年に

棚ざらしにされてきました。

障害者基本法改正、2012 年に障害者総合支援法

そこで差別解消法では、この基本法の規定を、

の成立、2013 年には障害者差別解消法を成立さ

しっかり実現させるものとして、行政や事業者の

せました。

責任が明記されています。しかし、この法律では、

また、愛知県においても、愛知障害フォーラム

相談窓口や解決手段が、今までのものを活用する

を中心に、7 年をかけて、2015 年に、全国の自

ことにとどまっています。そのため、この弱い部

治体で、17 番目となる条例ができました。

分をカバーするため、愛知県独自の相談窓口や解
決手段が条例で明記されています。

-4-

2016.02.20

№140

AJU 福祉情報誌

特集：障害者差別解消法

差別とは、具体的にどのようなも
のですか？

保健福祉センター、障害福祉課が受け付けてくれ
ます。
詳しくは、愛知県のホームページ

ここでいう差別とは、障害がない人が利用でき

愛知県障害者差別

るのに、障害がある人は、利用できない、もしく
は制限や条件をつけられたりすることをいいます。

また、以上の相談窓口で解決できない場合、調

障害を理由にして、会社に雇わない、学校に入

整委員会による、あっせん、調整等の仕組みがあ

学させないなど、障害のない人と違った不利な扱

ります。

いをすることは、もちろん差別です。
また、例えば入社試験や入学試験を行うとき、

さいごに

障害を理由にはしませんが、
「会話による面接がで

４月から、障害者の地域生活がいきなり進むわ

きること」、「墨字（点字ではない、手書きや活字

けではありません。しかし、着実に進めることが

などの文字）の問題用紙が読めること」などの条

できるようになります。そのためには、なにが地

件をつくり、結果として障害者が不利になること

域生活のバリアになっているかを明らかにする必

も、差別としています。

要があります。そこで、いつ、どこで、だれに、

さらに、
「合理的配慮を行わないこと」も、差別

どのようなことをされて（言われて）
、嫌な思いを

であるとしています。

したか、かならずメモをしておいてください。ま

例えば、障害者がほかの人と同じように働くた

た同時に、
「すごくよかった、うれしかった」こと

めには、何が必要でしょうか。

もメモしておいて下さい。

●職場の入り口の段差をなくす

いわゆる、悪い事例と良い事例です。この事例

●仕事の資料を点字にする
●会議に手話通訳や要約筆記（文字による通訳）

は、この法律や条例の３年後の見直しや、事例の
蓄積等、幅広く活かされます。このことにより、

を置く

同じ嫌な思いをしている障害者を少しでも減らし、

●仕事の手順を分かりやすく説明する

たとえどんなに重い障害があっても、地域生活が

などです。

できる愛知県にしていきましょう。障害がある人

このように障害者一人ひとりの必要を考えて、

もない人も、すべての人にとって住みやすい社会

その状況に応じた変更や調整などを、お金や労力

を実現させるためにも。

などの負担がかかりすぎない範囲で行うことが、
合理的配慮です。
ただし、この合理的配慮について、民間事業者
は、努力義務（法律違反にはならないが、できる
だけ実行する）として行うこととされています。

差別をされた（嫌な思いをした）ときは
どこに相談したらよいですか？
たとえば、電車やバスのことは、中部運輸局な

2015/12/18 愛知県議会で条例成立後の記者会見

ど、今までどおりの窓口でも受け付けてくれます
が、
「担当が違うから」という理由で断られること
がありました。そこで、愛知県の条例では、県内
の市町村や愛知県福祉相談センター７ヶ所、精神
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編集委員で出し合ってみました。
S

小さい頃から「なんでお前は歩けないんだ!?

そんな腐った足、切ってしま

え」などと父親からいわれて育ち、その都度「へへへ」と笑ってごまかして
きた。ＡＪＵに関わるようになって、職員から「それって差別じゃない？大
丈夫？」と心配されて、初めて差別に気づいた。ショックだった。

Ｃ

弱視の人がバスに乗ったとき、乗客から「邪魔だっ」と
言われて突き落とされたっていう話を聞いたよ。

Ｋ

近くのカフェは改装によって使いにくくなった。大
きなソファーがドカンと対向して置かれたので、車
いすの人と向かい合って使えないよ。

Ｔ

最近はやりの立ち食いステーキとか、立ち食いフレンチって
いうのは、車いすの人が使えなくて排除しているよね。

Ｄ

近くのスーパーは、以前は障害者がレジでもたも
たしていると、レジ担当の店員に舌打ちされて不
愉快だったけれど、最近はわざわざ応援を呼んで
エコバッグに入れ替えるのを手伝ってくれるよ
うになった。不愉快な思いを店側に申し入れたの
がよかったのかな。

Ｗ

近くのコンビニも、２階に買い食い
スペースがあるのに、階段しかない
ので使えない。
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区役所と闘った 365 日
皆さん、こんにちは。障害者就労支援事業所わだちコンピュー
タハウスの「みっくん」こと広瀬光博です。僕は、デュシェンヌ
型筋ジストロフィーという進行性の障害を持っています。電動
車いすを使用し、ヘルパーの介助を受けながら生活しています。
今回、初めて福祉情報誌の記事を書きます。
さて、僕は 2015 年 12 月 26 日に福祉ホームサマリアハウ
スを卒業し、地域のマンションで自立生活を始めました。地域
生活が実現するまでは、さまざまな困難がありました。一番は、
区役所福祉課とのヘルパー支給時間数の交渉です。僕が希望し
た時間数をなかなか認めてもらえず交渉は難航。でも、粘り強
く交渉を続け、最後の最後で認めてもらうことができました。
区役所との長い交渉についてお話します。

地域生活に向けての準備

請をしました。
改造工事が終わって２月末、区役所の担当から

2013 年 11 月、部屋探しからスタートしまし

支給時間数についての電話が掛ってきました。し

た。10 軒ほど不動産屋を回り、約 10 ヶ月かけて

かしスムーズに話が進むかと思いきや、僕が希望

部屋を探しました。2014 年９月にサマリアの近

した時間数より全く少ない時間数を提示されまし

くでやっと新居が見つかりました。

た。これではまずいと思い、サマリアスタッフに

その後、住宅改造工事が必要なため、
「やさしい

相談したところ、
「もう一度区役所に行って、この

住まいの支援ネット」に相談し、住宅改造のこと

時間数では足りない理由を言ったら？」と言われ

について教えてもらったり、工事箇所と内容を話

ました。再度区役所に行って、時間数の必要性に

し合い、図面作成等をやりました。その他、区役

ついて説明し、以前提示された時間数が足りない

所で住宅改造補助金の申請等、工事に向けて準備

理由について話しました。福祉課の担当から「一

をしました。

度、検討します。
」と言われたので、検討結果を待

工事の準備が整い、2015 年２月、新居の改造

ちました。しかし、
「広瀬様が希望した時間数では、

工事が行われました。２週間ぐらいで工事が終わ

支給決定できません。」と言われてしまいました。

り、あとは引っ越しの準備をして引っ越すだけと

ここから、区役所との長い交渉が始まりました。

なりました。新居が決まってから、工事が完了す

交渉は予想外に難航し、あと少しで引っ越しとい

るまで約 5 ヶ月かかりました。

うところで、大きな問題に直面しました。

ヘルパー支給時間数の申請

区役所福祉課との闘い

2015 年１月、ヘルパー利用の支給時間数を増

ちなみに、僕が必要としている時間数は、平日

やすため、区役所にセルフプラン（ヘルパーが必
要な時間と理由をまとめた書類）を提出しました。

時間はすべて必要ということになります。

サマリア入居中は、居住地特例がある関係でＨ

ところが区役所からは、平日の朝と夕方、土日

市役所から時間数の支給を受けていました。引っ

の朝から夜までの時間は認めてもらえたものの、

越し後は、名古屋市民になるため､名古屋市のサー

夜寝てから翌朝起きるまでの時間は認めてもらえ

ビスを利用するという関係もあり、区役所にて申
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ませんでした。夜間については、スポット的に２

ついて」と「石田訴訟」の資料を元に時間数の必

時間おきにヘルパーがきて、１時間以内に体位変

要性について話しました。それからは、交渉に行

換とトイレ介助等必要な介助をやってもらう、こ

くたびに録音させてもらい、話をしました。その

れが３回あるというもので、合わせて３時間しか

後、区役所から電話があり、
「今の段階では、希望

出してもらえませんでした。時間数を増やしても

された時間数の支給ができません。夜間の必要性

らうにあたって、名古屋市が基準としている時間

について、ヘルパーがいない時間で必要な介助を

数があり、基準を超える場合は、審査会にかけら

受けられなければ支障が出るということの根拠を

れます。僕が希望する時間数は基準を超えてしま

添えて教えてください。」と、

うので、審査会にかける必要がありました。しか

さらに根拠を求められてし

し、区役所は基準内で支給決定しようと考えてい

まいました。

たため、審査会にかけてもらえませんでした。

当初は４月に引っ越しする

僕は、
「夜間は体位変換、トイレなどの介助が必

予定でしたが、時間数の交渉が難航しているため、

要なためヘルパーが張り付きで入ってもらえない

サマリアスタッフと話し合い、入居期間を延長して

と困ります。提示されたプランでは当然ヘルパー

もらうことにしました。

がいない時間帯が出てきます。ヘルパーがいない
時間にトイレなどしたくなったら困ります。」と、

市役所本庁にも足を運ぶ

足りない理由について話しました。しかし、なか

サマリアスタッフから「こういう状態が続いて

なか認めてもらえない状況だったので、サマリア

いるので、一緒に名古屋市役所本庁の障害者支援

スタッフに相談しました。アドバイスとして、
「主

課に話をしに行こう。」との話があり、2015 年５

治医の先生にお願いして、医師の意見書を書いて

月に本庁の障害者支援課と話し合いました。提出

もらったら？」と言われ、主治医に記入してもら

したセルフプランの内容、夜間の必要性などを話

い、区役所に提出しました。

し、僕の意見について区役所に伝えてもらうこと
になりました。

僕とサマリアスタッフで区役所へ時間数の必要

後日、区役所で話を聞きましたが、変化がなかっ

性について話をしに行きました。
2015 年４月半ば、サマリアスタッフ、障害者

たので、僕は今の生活で支障が出ているところに

ヘルパーステーションマイライフのスタッフと話

ついて話しました。当時、時間数が足りない関係

し合う時間がありました。そこでサマリアスタッ

で、夜間張り付きではヘルパーを使えず、巡回ヘ

フから２つの資料をもらいました。１つは「重度

ルパーで対応していました。夜間巡回は深夜２時

訪問介護の適切な支給決定について」の資料、も

から 30 分間のみでした。
「ヘルパーがいない時間

う１つは、
「石田訴訟（昔和歌山県であった、石田

にトイレに行きたくなって、緊急で時間外で夜間

さんという障害当事者が、希望の時間数獲得をか

巡回ヘルパーを呼んだことが何回もありました。

け、裁判を起こした）
」についての資料です。あと、

ただ、夜間巡回ヘルパーは他の巡回があります。

「区役所の担当と話をする際に、録音させてもらっ

呼んでもすぐには来れない時もあり、来るまで待

たらどうかな？そうした方が記録にも残るし、あ

つという現状があったので困っています。
」という

とで聞いて次の作戦を立てれるからいいのではな

ことを区役所の担当に伝えたところ、
「それは、Ｈ

いかな？」というアドバイスをもらいました。そ

市役所の支給決定の中（サマリア入居中）で起き

の後、もらった資料を読み込んで、どのように話

ていることですよね。でしたら、Ｈ市役所に言う

を持っていくか考えました。区役所に行き、録音

べきだと思います。Ｈ市役所で現状を認めてもら

させてもらい、
「重度訪問介護の適切な支給決定に

わないと、なぜＨ市役所では認められていないの
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に区役所で認められるのか、という協議が出てく

かうまくいかず、途方に

る。」と言われました。

暮れていました。

それを受け、サマリアスタッフに相談し、区役

闘いは続く

所に提出したセルフプランをＨ市役所で認めても
らい、
「区役所でも認めて下さい」というふうに話

2015 年 10 月、サマリアスタッフと話す機会

をもっていくという作戦を立てました。

がありました。
「サマリア側としては、広瀬さんの

６月末、Ｈ市役所の担当に電話で相談しました。

入居期間を 12 月末までで区切らせていただきた

「今、区役所で時間数の交渉をしていますが、僕

い。」「今は正念場。何回も区役所に行って、自分

が希望する時間数で、夜間（寝てから起きるまで）

の思いを訴え続けていかないといけないよ。サマ

の時間帯がなかなか認めてもらえません。夜間は、

リア入居期間のこともあるから。
」と言われました。

夜間巡回だけでは足りなくて、ヘルパーがいない

僕は 12 月末までにサマリアを退居し、新居に引っ

時間帯に、体位変換したくなったり、トイレがし

越す決断をしました。

たくなったりした時が多くなったので困っていま

僕は、
「ここで頑張らないと自立生活は実現でき

す。」と現状を伝えました。Ｈ市役所の担当から「一

ない。退居時期もあるし、最後まで頑張ろう。こ

度サマリアに伺いますので、そこでお話しましょ

れがラストチャンスだ。
」と思い、あきらめず区役

う。」と言われました。

所との交渉を続けることにしました。

７月初め、区役所に提出したセルフプランの内容、

障害の進行で体位変換の回数が増え、１時間に

交渉の状況、夜間の状況などについて話しました。

１回やらないと体の痛みが出るようになっていま

その後、検討の結果、希望通り支給決定してもらえ

した。体の変化を感じたため、主治医の先生に相

ました。これで、毎日夜間張り付きでヘルパーを使

談したら、
「褥瘡ができるといけないから、必要な

えるようになりました。このことをサマリアスタッ

だけ（１時間に１回）体位変換はしたほうが良い。」

フに報告し、「これで１ヶ月ぐらい使ってみて、実

とのこと。このことを区役所の担当に伝えたとこ

績をつくって、区役所に話を持っていこう。
」とい

ろ、夜間１時間おきに１時間の介助が入るという

う話になりました。

プランを提示されたので、さらに足りない理由に

区役所にも伝えたところ、
「区として、Ｈ市がどう

ついて説明しました。
「このプランでも、ヘルパー

いう経緯で支給決定したか知りたいので、こちらか

がいない時間帯が出てくるので困ります。夏と冬

らＨ市役所に聞き取りをします。
」と言われました。

はエアコンを使っています。ベッドで寝ている時

８月、区役所からＨ市役所への聞き取りが全て

は、リモコンを届くところに置いてもらっている

終わったと連絡が入り、詳しい話を聞きに区役所

が、誤って落としたり届かないところにいってし

へ行きました。区役所からは、
「月の実績など広瀬

まうと、リモコン操作で温度調節ができない。ス

様の状況を調べて支給決定する必要があると思う

マホも同じで、緊急時に電話できない。また、体

が、Ｈ市役所は実績を調べていない。広瀬様から

位変換したものの、体の位置が悪く、違和感があ

聞き取った内容だけで支給決定している。Ｈ市が

った。体の位置を調整してもらわないと、体が痛

どういう経緯で支給決定したか不明確だったので、 くなる。これらのこともあるので、夜間は張り付
きでヘルパーが必要です。」と話しました。

前回言っていた時間数での支給決定しかできませ

Ｈ市役所で時間数を増やしてもらってからは、

ん。」と言われてしまいました。
区役所との交渉を始めて、進展がないまま７ヶ

マイライフスタッフに夜間のヘルパーを調整して

月が経ってしまい、心身共に疲れ果てていました。

もらいました。僕自身もヘルパーを探し、毎日夜

いろいろな作戦で交渉するも、効果なし。なかな

間張り付きで入ってもらっています。区役所が提
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示する時間数は、Ｈ市役所と比べて非常に少ない

どきしながら話を聞きました。

です。もし、夜間が巡回対応となれば、ヘルパー

すると、
「広瀬様の時間数、希望通り支給決定でき

自身も入り辛くなり、信頼関係が悪化して、やめ

ました。
」と。ついに僕が希望していた時間数が認め

られる方も出てくる、というヘルパーの実情につ

られました！長かった交渉にやっと決着がつきまし

いても伝えました。

た。１年弱かけて、最後まであきらめず自分の思い
を訴え続け、粘り強く交渉を続けた、その努力が報

いよいよ審査会へ

われたと思いました。正直うれしかったです。

2015 年 11 月、区役所から電話がありました。

実は、新居が決まってから、引っ越しするまでの

「夜間に入ってもらっているヘルパーさんに、直

約 15 ヶ月間、サマリアと新居の家賃を二重払いし

接こちらから連絡させてもらって、夜間の介助内

ている苦しい状態でした。月々、サマリアと新居の

容などお聞きしたい。それと、広瀬様の生活環境

家賃合わせて約 8 万円を払い、15 ヶ月間で合計約

（新居、サマリア）についても知りたいので、訪

120 万円の出費になってしまいました。

問させていただきたい。審査会にかけるための資

引っ越しするにあたり、住宅改造工事、電化製品

料とさせていただきたいので。」とのことでした。
僕は、ヘルパーを２人ピックアップして事情を

購入等でもコストがかかるため、二重払い生活はと
てもつらかったです。

話し、区役所からの電話で夜間の状況について話

区役所との交渉に決着がつき、引っ越しが決まっ

してもらいました。

た時は、
「二重払いの苦しい状態からやっと解放され

数日後、区役所の担当が新居とサマリアへ訪問に

た！」と思いました。

来られました。最初に、新居でリフォームしたとこ
ろなど、生活のことについて話しました。その後、

やっと引っ越し

サマリアでこれから新居に持っていくものについ

時間数も、無事僕の希望どおり出たので、あと

て説明し、移動式リフトでの移乗介助、ベッド上で

は引っ越しの準備をして、引っ越すだけとなりま

の介助について実際やりながら説明しました。

した。段ボールに荷物を詰めるのはこちらでやっ

区役所の担当から、「今回、広瀬様の状況につい

て、荷物運びはサマリア、マイライフをはじめ、

て見させていただきましたので、これを審査会の１

AJU スタッフに依頼しました。そして、2015

つの資料とさせていただきます。あと、夜間につい

年 12 月 26 日、引っ越しの荷物運び等を終わら

て、張り付きにするのか、スポット巡回にするのか、

せ、今まで住んでいた、サマリアの部屋も最後き

検討していきたいと思います。
」と言われました。

れいに掃除をして、夕方サマリアを退居し、新居

12 月初旬、区役所から電話があり、
「広瀬様が

へ引っ越ししました。無事引っ越しできて、ほっ

希望された時間数（プラン）で話を進めていこう

としました。

と考えています。12 月のどこかの審査会にかけ

これからが、真の地域生活なので、大変なこと

ようと思います。
」と言われました。あとは、審査

もあるかと思いますが、楽しく生活していきたい

会の結果を待つのみとなりました。

と思います。

時間数の交渉も話が進んだので、
サマリア退居と新
居への引っ越しの日を、12 月 26 日に決めました。

ついに決着！
2015 年 12 月 18 日、区役所に電話しました。
はたして、審査会の結果はどうなったのか。どき
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ひと・活動紹介

木村高人
岩手県出身。先天性骨形成不全症のため寝たきり。外出の際はストレッチャー型
車椅子を利用する。
東日本大震災での被災を機に、33 年３ヶ月暮らした介護施設を出て名古屋へ移
住。サマリアハウスで１年ほどお世話になった後、2014 年夏に地域のマンション
（築 40 年）で暮らし始めた。
この自己紹介は阪神淡路大震災から 21 年目の日に書いている。あの日はゲーム仕事の修羅場中だっ
た。朝食のため集まった食堂の席の間近に大型テレビがあり、映し出される惨状に目を疑ったのを思い
出す。ＮＨＫの宿直室のカメラには、ロッカーが張り子細工のように吹っ飛び、寝ていた当直職員があ
わててふとんにくるまるところが記録されていた。生死のはざまには、いつもいくぶんかの滑稽さがあ
るものらしい。
いてくれれば我慢はできる。

１

おはようホラーハウス

だが敵はどうやらかなり活発そうだ。おそらく

朝起きると、古マンションの部屋がお化け屋敷

は巣を張らず、歩き回って獲物を探すハエトリグ

に変わっていた。

モの仲間だろう。私の目の前を横切る蜘蛛糸は、

と言っても目立った変化はない。前夜、寝つい

やつが足場として用いたはずだ。となると当然、

た時とほとんどおんなじだ。

行きと帰りがあり得る。足場糸はやつにとって「開

ほんのわずかに違うのは、目の前を横切るひと

発済みの安全ルート」だ。このまま糸を放置すれ

筋の細い糸だ。

ば、やがてはやつがのこのこ戻ってくるかもしれ

蜘蛛の糸である。

ない。

寝ている間にせっせと狩りにいそしんだのか、

となれば、まずは糸を払いのけるしかない。

ベッド上の空間を斜めに横切って、右側の柵の向

が、どうやって？

こうへと掛け渡された蜘蛛糸の

変形した腕は思うように動かず、目の前十セン

橋。顔面上空推定十センチのと

チの距離にある糸を払いのけるにも自助具（魔法

ころにあるその糸を見ただけで、 の杖と呼んでいる）を使わなければならない。こ
寝ぼけまなこは一瞬で醒め、平

ういうときに使うのは杖２号か３号だ。が、あい

和な部屋はサスペンス空間と化した。

にくどちらもベッド

私は蜘蛛が何より嫌いなのだ。

脇の柵に引っかけて

特に糸を引いて下がってくるやつは天敵と言っ

ある。

ていい。あんなものが顔の上へでも落ちてきたら

そこには、
やつが、

心臓が縮み上がってあの世行きだろう。

いるかもしれない。

そんなやつが、目の前に堂々と痕跡を残している。

気分はもうホラー

今もこの部屋のどこかにいるに違いない。

映画の登場人物だ。

どこだ？

しかも間抜けな犠牲

どこに隠れてる？

者役の。ほら、よく

出てこいとは言わない。そのまま姿を見せずに

あるでしょう。凶悪
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なモンスターに立ち向かおうと手に取った武器が、 らだ。
敵の尻尾だった……みたいな展開が。我が身とな

握手やスキンシップが怖い。善意と親しみがあ

ると笑えませんよ、あれ。

るぶん厄介だ。拒めば悪者になってしまう。
そんな状態の私が「抱っこ」などという全身運動

２

怖いものの多い人生

をどれだけ恐れたか、おそらく想像はつくまい。そ

思えば幼い頃から怖いものばかりだった。

れは世界の破滅を宣言されるに等しいことだった。

サイレンが怖かった。消防車が鳴らす｢ウ～ウ～
ウ～｣というやつ、
あれが聞

なのに母は当然のように「抱っこして逃げる」
などと言う。

こえてくると居ても立って

四面楚歌だ。サイレンが鳴るたび、またかすか

もいられない気分に襲われ

な揺れを感じるたびに、どっちみち逃げようのな

た。といっても実際には「居

い破滅が私の前にぽっかりと口を開ける。

る＝座る」わけでも「立ってる」わけでもなく「寝

そんな毎日が延々と続くのだ。

ている」のだが、だからこそ恐怖は募った。

はたちを過ぎて障害が安定し、くしゃみぐらい

寝たきりの私が逃げるのは大仕事だ。

ではびくともしなくなる頃には、多少の度胸もつ

何かあったらまず逃げられまい。

いた。何かあっても取り乱さず、助けは呼ぶまい

だから地震も怖かった。ほんのかすかな揺れで

と考えるようにもなっていた。

も身がすくんだ。また因果なことに、寝ていると

だがあの頃の怖さは今もどこかに残っていて、

揺れに敏感になる。無感に近い微動でも「地震だ！」 不意にひょっこりと顔を出す。
とびくびくすることになり、当然ながら臆病者扱
いで笑われる。実に理不尽だ。が、まあ、今になっ

３

てみれば無理もないよなあとは思う。

鵺の鳴く夜

話は変わるが、この「鵺」という字。読めますか？

「何かあったらどうやって逃げるの？」

「ヌエ」と読む。
『平家物語』に登場する化け物

尋ねると、こともなげに母は答える。

の名前としても知られるが、私の世代だと角川映

「心配ないよ。抱っこして逃げっから」

画のキャッチコピーとして耳になじんだ。

抱っこ！ なんてことを！

「鵺の鳴く夜は恐ろしい……」

あれほど恐ろしいものがこの世にあるだろうか？

映画『悪魔が来たりて笛を吹く』のＣＭに使わ

そう、いつの頃からか抱っこは私にとってこの世

れたと記憶していたが、今調べてみたら間違いで、

で一、二を争う「怖いもの」になっていた。ダッコ

正しくは『悪霊島』だそうです。1981 年の制作。

フォビア──抱っこ恐怖症などと呼んで冗談の種

あの頃テレビでじゃんじゃんＣＭが流れてましたね。

にできるようになったのは、おとなになってから

ここで言う鵺は鳥の名。本名をトラツグミとい

のことである。

う種類で、別名がヌエ。

フォビアの理由は簡単だ。
「いだぐする」からだ。
骨の疾患で、ちょっとしたことで体のあちこち

その頃いた岩手の施設では、夜になるとよくこ
の鳥の鳴き声が聞こえたものだった。かん高くか

を「痛くする＝痛める」のが日常茶飯事だった。

すれた声で「ヒィー……ヒョ

岩手訛りの濁音だらけの「いだぐする」という言

オオ……」と絞り出すような

い方は、その響きの鈍さ呪わしさを含めて、あの

鳴きっぷり。

頃の重苦しい気分を表現するのにぴったりだ。

真夜中、眠れずに聞くこの

くしゃみが怖い。肋骨を折るからだ。

声の寂しさはたとえようがな

座位が怖い。腰や股関節を「グギッ」とやるか

い。
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これからどうなるんだろう？

大量の痰が詰まって呼吸ができなくなり、このま

そんなことばかり考えてしまう。

ま死ぬのかと思うことが何度もあった。骨形成不

死に場所として選んだ施設だ。山奥の隠れ里の

全の死因が循環器か呼吸器由来だとの知識はあっ

ような場所で、このままひっそり終わればいい。

たが、なるほどこういうことかと納得できる経験

そのはずなのに心配の種は尽きることがなかった。 だった。
腰を痛めた職員の予後が気になった。

病状が悪かった時には咳のひどさで血尿が出た。

虐待事例を見聞すれば、どうしたらいいのか

もともと尿管結石を患っており、これまでにも何

考えずにはいられず、しかも結論はなかなか出

度か病院の世話になっていた。二度あることは三

なかった。

度ある病気だけに再発は覚悟していたが、どうや

利用者間のトラブルは身に迫る危機だった。

ら今回は咳による腹圧で成長途上の石が動いたら

福祉制度の転換のたび不安は募った。

しい。

しまいには職員同士が

患部は把握していた。日頃から体調が悪いと痛

声を潜めて語りあう姿を

むので、石があるのはわかっていたのだ。命に関

見るだけで動悸がするよ

わるわけではないからと放置していたが、血液検

うになった。また誰か辞め

査時に炎症反応を指摘され、痛みも増すばかりな

るのか。そう思い込んでし

のでやむなく泌尿器科で検査を受けることになっ

まうといっきに様々なことが脳裏に押し寄せる。

た。ＣＴ撮影である。

残った者の負担。鳴り止まないコール。
「ちょっと

ところが異状はないという。確かに石はあるが、

待っててね」のあとの永遠にも思われる無為の時

周辺に炎症反応はみられない。寝不足なのか不機

間。けれど引き留めることはできない。どんなに

嫌そうな医師はそう言った。

親しく接してくれた頼りになる人でも、いずれは

なるほど、と私は考える。血液検査からＣＴ撮

いなくなる。微笑んで見送るしかない。そんなこ

影までに間が空いたため、炎症が治まったのだな。

とは小学生の頃からわかっていたはずなのに。

撮影日の朝の排尿は、それ以前の２日間に比べて

やれやれだ。体が痛まなくなっても、怖いもの

明らかに澄んでいたし。

からは逃れられないらしい。要するに小心者なの

だが、
それならば今も続く鋭い痛みはなにゆえか？

だろう。

「整形外科を受診してみたら？」

それでも、それなりに楽しくやってきた。

医師は言った。

怖いものは多いが楽しいこともまた多い。ベッ

「骨疾患からくる痛みかもしれないよ」

ドの上でもできることはある。つくづくありがた

そのとおりだった。

いことだったと思う。

骨形成不全が進行している。腰椎のレントゲン

時を忘れて打ち込むうちに、気づけばいつしか

撮影による骨密度測定結果は、健常者の 37 パー

五十の坂を越していた。

セント。通常 60 パーセントを下回ると骨粗鬆症

そこにゾンビが待ち構えていた。

と診断されるため、状態はかなり悪い──との診
断だった。

４

ゾンビとふたり連れ

覚悟はしていた。この病気は第一次、第二次性

昨 2015 年初夏、風邪をこじらせて寝込んだ。

徴の時期に骨折リスクが高まるのに加えて、骨粗

これをきっかけにダニアレルギー性喘息を併発し、 鬆症も早期に発症する。そのときに備えて準備も
いまだに投薬治療を続けている。
とにかくひどい咳が続き、夜も眠れなかった。
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意識して使うようにしてきた。その甲斐あってか、

どこかで鵺が鳴いている。
「ヒィー……ヒョオオ

四肢のレントゲン像は骨盤のそれに比べて輪郭が

……」と寂しいその声は、しかし親しい声でもあ

くっきりしており、骨密度も多少はマシだろうと

る。それはずっとそばにいて、ひっそり笛を吹い

思われた。ただそれも漠然たる印象でしか言えな

ていたのだ。今またそれがはっきりと聞こえるよ

いことではあった。医師によれば、四肢の骨によ

うになった。ただそれだけのことなのだ。

る骨密度測定には信頼できるデータの蓄積がない
という。

加齢による二次障害は誰にでも訪れる。健常者
の場合は老化と呼ばれるだろう。

結石の痛みと考えていたものは、骨の痛みだっ
た。尿管付近、おそらくは股関節近辺の骨を、激

そしてその先には完全に平等な結末が待ってい
る。

しい咳による負荷で損傷したのだ。どうりで痛い
わけだ。

願わくばそのときを取り乱すことなく迎えたい
ものだが──さて。

しかも、これがはじまりなのだ。

皆様、お覚悟のほどはいかがですか。

怖いものだらけだった幼い頃のように、これか
らはちょっとしたことで体のあちこちを「いだぐ
する」ことになるだろう。ゾンビのようによみが
えってきた痛みの日々は、もう忘れ去るわけには
いかない。生きている限り、ふたり連れでの旅が
続くのだ。
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街へ出かけよう
こんにちは。はじめまして、池田待恵です。
私は日本福祉大学の１年生です。今回は、私が入っているヘルパーサーク
ル CHANGE について紹介させてもらいます。まず簡単に紹介しますと、ヘ
ルパーサークル CHANGE は 2008 年 11 月に発足し、現在 20 名程度の人
数で活動しています。それでは、もう少し詳しく紹介していきます。
池田待恵

愛知県出身、名古屋市在住。脳性まひ。現在、日本福祉大学在学中。
本誌編集委員になりたてです。よろしくお願いします♪

気づきを仲間は生んでくれることでしょう。さら

ヘルパーサークルって何？

に歴代メンバーの方々が築いてくださった外部団

ヘルパーサークル CHANGE では「誰もが生き

体や人との関係を引き継いで活動を展開していま

ていて良かったと思える社会を目指して」という

す。そのため、サークルの仲間だけにとどまらず、

理念のもとに、自分を変える，学校を変える，社

他大学のサークルや福祉事業所などと出会う機会

会を変えるということを三本柱にして活動してい

が多く生まれます。それは、一人一人の成長や理

ます。

念の実現へ向けて大きな原動力となっています。

ここでヘルパーサークルとは何？と疑問を持たれ

活動内容としては週一回のミーティング（予定

た方もいるのではないでしょうか。ヘルパーサーク

確認・企画提案）、休日に行われるボランティア活

ルでは障害当事者の生活・人生に寄り添い、ヘル

動への参加、合宿・キャンプ・お出かけ企画、大

パーサークルとしての独自性を常に模索して、そ

学祭（ボッチャ、模擬店）
、ドミノなどがあります。

の場限りで終わらない活動を実践します。

今回はその中でもお出かけ企画について取り上げ

またヘルパーと言えば、一人でも活動はできる

たいと思います。

はずです。なぜ、メンバーが集まりヘルパーサー
クルとして活動しているのか。そこには理由がい

お出かけ企画

くつかあります。それは「一人ではできないこと

私たちは毎年夏にお出かけ企画を行っています。

ができる」ようになること、
「誰もが生きていて良

その内容について説明したいと思います。お出か

かったと思える社会」を目指して仲間と活動する

け企画は「障害のある学生が行きたいところへみ

こと、
「ピアカウンセリングの場」としての機能が

んなで助け合って行く」という目的で毎年恒例の

あること、
「様々な人た

2016.02.20
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企画となっています。

ちと出会える場」
がある

お出かけ企画ができたきっかけは、生まれたと

ことなどです。また、私

きからずっと美浜町に住んでいるある方の「名古

たちは学部を問わず

屋に行ったことがない」という一言でした。
「ヘル

様々な学生が活動して

パー制度を使って、なかなか外出できない人たち

います。それは、十人十

を家から連れ出して外出する」という目的を持ち、

色の考え方や感じ方が

近場ではありますが、阿久比のアピタにみんなで

あり、今までの自分には

行ったことから始まりました。その時のことを、

なかった新しい発見や

当事者の方に聞いたところ「みんなで昼ご飯を食

AJU 福祉情報誌
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べたり、買い物をしたりして楽しかった。
」と教え

ということは、とても大切なことだと思います。

てくれました。実際に外出してみると、交通バリ

楽しくなければ学ぶことに対しても一生懸命にな

アフリーの問題やサービス提供時間の地域格差な

れないし、サークル活動をしたいと思うこともで

ど多くの課題を発見しました。このことから、毎

きないと思います。なので、今後も自分自身も楽

年この企画を通じて発見した課題をメンバーで共

しむということを大切にして活動していきます。

有し考え、今後のサークル活動にもつなげていま

また、私はヘルパーサークル CHANGE に入って

す。

１年間を通して、肢体不自由のある人と主に活動
をしていて、視覚障害や聴覚障害のある人と活動

今後どうしていきたいか

することが少ないように感じています。様々な障

私たちは、障害のある学生や地域で暮らす当事

害のある人と活動することで、新たに知ること・

者の方々と共に過ごすことに重きを置いて活動し

気付くことがあると思います。なので、今後は様々

てきました。共に過ごすことにより、公的サービ

な障害のある人と関わって活動していき、学びや

スや福祉分野の改善点はもちろん、公共交通機関

考えを深めていきたいと考えています。活動して

などの日常生活における当事者のニーズなどをよ

いく中で様々なことに疑問を持ち、疑問を疑問で

り密接に感じることができるからです。それは福

終わらせずに活動していきたいと思っています。

祉を学ぶ私たちにとって、講義や教材からは得る
ことのできない大切なものです。また、当事者と
共に過ごし、共に遊ぶことで当事者が楽しむこと
はもとより、自分自身も楽しむことを忘れないと
いうことを最も重要視して CHANGE は活動して
きました。この自分自身も楽しむことを忘れない
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かつきのページ

サルと落花生
堤 剋喜
「サルを見に行きたいのですが、幸島へはどう行けばいいですか？」母が尋ねた。
「大人なら、ここから歩いて渡れます。潮が引いてくればね。でもまあ、舟を待った方が。
ちょっと前に釣りのお客さんを乗せて出て行ったから、こっちにお客がいることが
分かれば、そのうちに戻ってきます。顔が見える位置に舟が来たら、合図してみます。」ご親切な応対。
（これが今だったら、「携帯電話で連絡してみます」となるのだろう。）
ここの舟は、渡し船というよりも、釣り船としての営業が主。
だから、いつ来るかは、時計の時刻ではなくて、客の有無と釣果で決まるらしい。
「島のサルはお行儀がいいから安心してください。」
雑貨店で落花生を２袋買う。殻付き。サルたちへの手土産に。
『島が見えるところでわざわざ売っている、ってことは、
サルと落花生が、（奈良公園の）シカと鹿せんべい、みたいなものなのかな。
落花生、ねぇ。僕はあまり好きじゃないのだけれど。』
そんなことを思いながら、最後の給水地点で缶ジュースを 1 本飲みきる。確か白桃だった。
退屈し出す前に、舟へ乗せてもらえた。釣り場を変えるついでに回り道してくれた感じ。
「この箱の上に座るといい。今日釣れたウツボが入ってる。まだ生きてるぞ。」
生きたウツボの上と聞いてひるむが、「頑丈な箱だから、怖がらなくていい。」
ご厚意に従う。舟が岸から離れる。エンジンの音や震動は覚えていない。
手漕ぎだったかもしれない
目の前を影が走った。あまり友好的でない触感が左の頬に残るが、痛みはもうない。
2 つもっていた落花生の袋が、1 つしかないのに気づく。『今の何？！』
状況を、「当事者」の僕だけが分かっていなかった。
「もう行っちゃったからね。あれは離れザル。群れにまだ入れてもらえない若い雄でね。
普段ろくに餌をもらえない。舟にごちそうがあるのを見つけて飛んできたんだよ。
驚いたろう。でも、サルも必死だ。悪く思わないでやって。あいつ今頃喜んでるよ。
久しぶりにおなかいっぱい食べられる。これ全部俺のものだ！ってね。」
島の砂浜に降りる。管理人が待っていた。残りの落花生の袋を渡すと、けだるそうに
受け取り、群れのサルたちに 1 つずつ、1 匹ごとに顔を確かめながら分配していった。
本日のメインディッシュは終わっていておなかがすいていなかったのか、
管理人の権威と注意深さの故か、取り合いにはならなかった。
サルが順番待ちをするような風景。
「島のサルはお行儀がいいから安心して」は群の中にいるサルたちに関しては当たっているようにも見える。
一見、管理人らしい人物が、無愛想だったのも、彼の本職が「野生ザルの研究者」で、観光協会の職員でも、
動物園（博物館と同様、市民のための教育施設でもある）のガイドでもないことを思えば、ある程度納得できる。
観察対象に、余計な刺激を与えないためだろう。
同じ舟で帰る。島の丘の上に 1 匹のサルがいた。
何かを抱えながら、中身をほおばっている。
「ほら。さっきの離れザルだよ。開封に成功してもう宴会をやっている。」
一期一会。舟で会った人たちからは可愛がってもらったし（観光地の流儀であるにせよ）、サルもサルなりのやり方で「歓迎」してくれた。
確かめようがないけれども、もし、今どこかにあの離れザルの子孫が暮らしていたら、僕としては、うれしい。
待てよ。僕が行ったとき、幸島には森はなかった。きっと昔はあったと思うが。
サルの天然の餌は草の実と切羽詰まったときの海藻くらいしかない。餌付けがなかったら、足りまい。対岸の森の方が食糧事情はよい。
研究、教育、観光、あるいは動物愛護等と、目的は色々だけれども、人間の都合で餌付けされ、本来住みづらい小さな島に定住。
ひょっとしたら隔離されてサルたちが、不足分の食料を外来の農産物で補って暮らす。
森の中なら、サルが 1 粒のドングリのために仲間と争うことはない。争う必要がない。
ドングリは散らばっている。動かないし、逃げない。時間制限も緩いから、争うよりも、自分で別のを探す方が得策。
ところが、一粒でなく袋丸ごと、ドングリでなくて、サツマイモやバナナ、それも今度いつ現れるか分からないとなると、事情が変わる。
多少の危険をいとわず、奪ってでも独占を狙う・・・
食べ物が変われば、サルだって、腹の虫の組み合わせや居所がちがってくるだろう。
なんとなく身につまされる。僕は手土産でなく、争いの種を持ち込んだことになる。
幸島で会ったのは野生のサルならぬ、「天然記念物の野良ザル」だったのでは？
この拙文を考えながら、年賀状の準備。ワオキツネザルなら描けるかと、思考実験。
ＮＧ！僕が描くと、猫かアライグマか、どっちつかずで正体不明の生き物になりそうだ。
練習している余裕はない。もたもたしていると、年が明けてしまう。
結局、いや、まあ半ば予定通りだった気もするが、ボール遊びをしている人間の子ども、そんな図柄にした。人もサルの一種。
少なくとも、生物学者や獣医からは咎められまい。ともあれ、できるだけ森のニホンザルをまねた方が平穏な日を送れそうに思う。
サルの場合、子が自活してから次の子を産む。ということは、親の愛情や保護、食べ物で兄弟げんかは起きようがない。
言葉のやりとりが祝福と建設的な力につながればいいのに、知らぬ間に、大小さまざまな争いをあおる道具にも化けてしまう。
さるのみなさんへ。あんまり人のまねはしないでください。
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BY 松本

旅の空から
皆さん、こんにちは。いつも旅行情報を掲載していただいている
（株）チックトラベルセンターの松本です。そろそろ花粉が舞う季
節ですね。読者の皆様にも花粉症でお困りの方も多いと思います。
知り合いの人が「60 歳超えたあたりで花粉症がぴたっと治った」と
いうことも聞きました。うらやましいですね。

オーストラリアのメルボルンで開催されていた

道が８車線、線路が２本、歩道まで整備されてい

テニス大会では錦織選手が残念ながらジョコビッ

て 1932 年に完成したアーチ橋です。こんな時代

チ選手に敗れてしまいました。オーストラリアは

に将来を見越した橋を完成させていたシドニーは

日本との時差があまり無い国なのでテレビ中継で

すごいですね。

試合を観戦なさった方も多いかもしれませんね。

夜になるとライトアップしてうっとりするよう

今回はオーストラリアのシドニーについての情報

な風景が楽しめます。この橋は歩いてアーチの上ま

です。

で行けるツアーがあります。アクセスは階段だけと
なりますので、残念ながら車いすご利用の方は参加

シドニーの風景

できませんが、ご年配の方もチャレンジなさってい
シドニーはオー

ます。アーチの頂上で手を振っている人の姿が確認

ストラリアで一番

できますので、お出かけになられたらよく観察して

大きな都市です。

ください。シドニー湾ではハーバークルーズが多く

ここが首都と思っ

運行されていますので、その日にチケットを購入し

ていらっしゃる方

て乗船できます。サーキュラー･キーという場所が

もあるようですが、 クルーズや客船が出発するところです。車いす用の
首都はキャンベラです。シドニーはオペラハウス

トイレは案内所の横にあるトイレのみとなります

やハーバーブリッジがありますので、写真でご覧

ので、ご注意下さい。１時間ほどのハーバークルー

になられた方はおわかりだと思います。オペラハ

ズ（Ａ＄24～）やランチクルーズ（Ａ＄57～）な

ウスは、貝殻を組み合わせたような外観が海に映

どがありますので、滞在中の時間と予算に合わせて

える建物で、シドニーの代表的な風景となってい

選ぶことが可能です。海から見る世界三大美港シド

ます。４年で完成するはずが 14 年もかかってし

ニーの街やオペラハウスは印象深いものになるで

まい、かなり予算オーバーになり、設計者は残念

しょう。

ながら途中で辞任し、その完成を自身の目で見る

シドニー郊外の世界遺産

ことはありませんでした。今では世界遺産となっ
てシドニー市民ばかりでなく観光客にも愛され

シドニーの西

る観光地となっています。写真では白い屋根が目

約 50ｋｍのと

立っていますが、実際に近くで見ると黄色っぽい

ころに位置する

特注のタイルで、雨や風で汚れが落ちてしまうと

ブルーマウンテ

いうスウェーデン製のタイルです。そしてオペラ

ンズ国立公園で

ハウスのほかにすぐ目に飛び込んでくるのが、シド

す。アクセスは

ニー湾にかかるバーバーブリッジです。この橋は車

電車と車があり
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旅の空から

ますが、１日

けなさることをお勧めします。園内は昨年に改装

観光で行くな

されて車いすでもアクセスしやすくなりました。

らば車を利用

残念ながらコアラの

したほうが便

抱っこはニューサウ

利です。シド

スウェールズ州では

ニーから１日

禁止されていますが、

観光でツアー

すぐ横で写真撮影が

が出ています

可能です。ユーカリ

が、残念ながらリフト付きのバスはないので、車

の葉っぱをムシャムシャ食べている音が聞こえま

いすご利用の方は専用のリフト車を利用されたほ

す。それほど混雑をしていないのでゆっくり楽し

うが便利です。

めます。時々地元の小学生が社会見学で来ていま

ここはロープウェイがありますし基本的に段差

すので賑やかです。園内にはオーストラリア固有

がない歩道も整備されていますので車いすをご利

の動物たちがいます。カンガルーの小さいタイプ

用の方も楽しめます。

のワラビーに餌を与えて頭をナデナデする体験は

急勾配のケーブルカーがありますが、こちらだ

楽しいですよ。時々お腹に赤ちゃんを入れたワラ

けは階段でのアクセスとなる為、車いすご利用の

ビーもいますのでよく観察してみると袋から顔を

方はお乗りいただけません。巨木の森林、滝やス

出していることが

リー・シスターズと呼ばれる３つの奇岩の風景が

あります。のんび

楽しめます。ビジターセンターには身障者用トイ

り屋のウォンバッ

レやレストラン、お

トも穴から顔を出

土産ショップがあり、 して寝ている微笑
ここからロープウェ

ましい姿がありま

イやケーブルカーに

した。動物を触れ合っていると時間を忘れてしま

乗ります。ケーブル

いそうです。園内にはワニのコーナーもあります

カーは下りに乗ると

が、さすがに餌を与える体験はありませんでした。

ジェットコースターのようなスリルが味わえます。 タロンガ動物園よりこちらのほうが数倍楽しく感
あまりの急勾配なので座席も角度をつけてありま

じます。売店にいろんな種類の動物のぬいぐるみ

す。現地の日本人ツアーガイドが「さあ皆さん、

が販売されていました。ウォンバットが可愛いの

両手を上げて～！」と団体ツアーの人を盛り上げ

で購入しましたが、買うときはオーストラリアン

ていました。スリー・シスターズはその姿が間近

メイドと表示されたものを選びましょう。毛並み

に見られる展望台が車で少し走ったところにもあ

も顔もとても良いものが手に入ります。

ります。こちらもビジターセンターの設備がとて

シドニータワー

も良いので安心してお楽しみいただけます。

シドニーの中心部は超高層ビルが建ち並んで大

フェザーデール自然動物園

都会になりました。ひときわ目立つシドニータワー

動物好きの人にお勧めしたいのは、シドニー市

はぜひ展望台に上って街を一望してみてください。

内のタロンガ動物園ではなく、フェザーデール自

日～金曜は夜 22:30、土曜は 23:00 までなので

然動物園です。こちらも車でのアクセスとなりま

恋人と夜景を見たい人にもお勧めです。

すが、ブルーマウンテンズの観光と兼ねてお出か
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タワーはウェストフィールドというショッピン
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BY 松本

グセンターの中にありますので、エレベーターや

電車や公共船を使って移動なさる人には、それ

エスカレーターで５階へ行き、入場券売り場でチ

ほど影響はありませんが、車を使う人、団体旅行

ケットを購入します。地上からのエレベーターは

で観光バスがホテルへお迎えに来る団体様には大

１箇所なので歩いている人に聞いてみるか、観光

渋滞のため予定が遅れることが多いようです。こ

客が入っていくときに後ろをついていく方法があ

の工事はあと３～４年続くということです。日本

ります。ほとんどの観光客がエレベーターを使う

の旅行会社のパンフレットにはそのようなことが

ようです。チケット購入後は４Ｄの映画を楽しん

一切書かれていませんが、どの旅行会社のツアー

でから高速エレベー

も困り果てているようです。個人旅行の場合はほ

ターで展望台へ上が

とんど影響ありませんが、空港へ車で行く場合は

ります。360 度の大

少し早めに出発なさることをお勧めします。

パノラマですからお
勧めです。ハイドパー

飛行機

クの全景も見渡せる

成田空港や羽田空港からはシドニーへの直行便

ので、ほとんどの人が

が就航していますが、他の都市からは乗換が必要

「タワーを下りたら

です。格安航空会社のジェットスターもシドニー

あの公園へ行きます。」 へは直行便がありません。名古屋や大阪などから
と言われるほどです。

は香港や台北、シンガポール、バンコク、クアラ
ルンプール、ソウルなどを経由して１回乗換で到

ホテル選び

着できます。ほとんどの航空会社が燃油サーチャー

オーストラリアは思ったより物価が高いところ

ジを値下げや廃止していますので長距離飛行の海

です。シドニーは世界中から観光客が集まる都市

外旅行のチャンスかもしれませんね。

ですから、ホテルは超高級からドミトリーまでい
ろいろです。街中を徒歩や車いすで観光したい方は
中心部の便利な場所にあるホテルを選びましょう。
車いす用のお部屋は、バスタブがなくシャワーだけ
の設備という部屋が多いため、事前に確認をしたほ

観光庁長官登録旅行業第７３５号
㈱チックトラベルセンター
ハートＴＯハート事業部
も教育されていますし困ったことがあったら親身
松本 泰守（まつもと やすもり）
に相談にのってくれるでしょう。良いサービスを
ハートＴＯハートを担当して20年目
期待なさるなら名前の知られたホテルを選ぶこと。
〒460－0003
名古屋市中区錦１－20－19 名神ビル６Ｆ
値段だけで選んだら６人用相部屋だったなんてこ
TEL（052）222-7611
とにならないようにご注意を。
FAX（052）212-2778
うが良いでしょう。ある程度のホテルなら従業員

現在のシドニー
昨年私がシドニーへ出かけたときに教えてもらっ
たことがあります。現在シドニーでは街中に市電を
通すため大工事をしています。道路を通行止めに
して工事をするため場所によっては車が大渋滞し
ています。
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＜いつでも出発可能！個人旅行やグループ旅行＞
リフト付き観光バスで行く、日帰りバスツアー
元善光寺とおやき作り体験をどうぞ。おやきは
長野県のソウルフードとして有名です。焼きあが

個人やグループでお出かけいただける手配旅行です。
２名様から手配可能ですので思い立ったらすぐにご
相談下さい。担当の松本はお近くまでお邪魔するこ
とも可能です。

ったらお土産として持ち帰りもできます。昼食も
含まれていて安心です。

旅行日 ：4 月 2 日（土）
料 金：ひとり 8,800 円
ポイント：楽しいバスガイドさんが同乗して
います。電動車椅子で車椅子のま
ま固定も可能です。お早めにお申
込み下さい。

☆リフト付き専用車で観光するバンコク旅行☆
タイ･バンコクやアユタヤなど有名観光地をリ
フト付きの専用車でご案内する個人プランです。
ホテルはもちろんバリアフリールームをご用意。
サンデーマーケットで掘り出し物のお土産を格安
で手に入れるのも楽しいでしょう。

バリアフリールーム利用の
お徳な北海道３日間

☆石垣島でのんびり☆
石垣島への直行便を利用してリゾートホテルで

札幌駅近くのホテルでバリアフリールームをご
利用可能です。電車や地下鉄の利用もとても便利

のんびり滞在するプランです。観光をご希望なら
福祉タクシーの手配も可能です。牛車の荷台での

です。

んびりと観光する体験も可能です。

旅行日：5 月 9 日（金）～22 日（日）
どの出発日も
料 金：ひとり 65,800 円（2 名１室）
ポイント：出発日はご都合に合わせて選べま
す。どの出発日でも同じ料金で出
発可能です。
※個人やグループ旅行に最適なプランです。

☆三島でボランティアガイドと歩く一日☆
新幹線で三島駅へ。現地のボランティアガイド
が街歩きにご案内します。お泊りは熱海や伊豆に
てご用意いたします。富士山を眺めながらゆっく
り宿泊旅行はいかがでしょうか？

グランドサークルとラスベガス７日間
自然が長い時間で創りあげたグランドキャニオ
ンをはじめ、国立公園を巡るツアーです。最後は
ネオンがきらびやかなラスベガスで滞在します。

■申し込み・問い合わせ■
旅行日 ：10 月 6 日（木）～12 日（水）
料 金：ひとり 460,000 円（2 名１室）
ポイント：全行程リフト付き大型バス利用で

観光庁長官登録旅行業第 735 号 日本旅行業協会正会員

(株)チックトラベルセンター ハート TO ハート
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-20-19 名神ビル６F

TEL：052-222-7611

す。電動車椅子でのご参加も可
能。お食事と観光を含めた安心プ
ランで添乗員も同行いたします。
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FAX：052-212-2778

【月～金 09:30-18:30 土日祝休】

http://www.tictravel.co.jp
〔担当〕松本：matsu@tictravel.co.jp
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あいち旅サポートセンター
こんにちは。
旅サポートセンターです。
雪も降り、冷たい風が吹き荒れ、
いよいよ本格的な冬を肌身にしみ
て感じるようになってきたように
思います。寒さの中にも寒暖差はあ
り空気の乾燥なども感じられるか
もしれませんが、心身ともに体調にはお気をつけて
お過ごしください。
今回は草津温泉の「湯畑」について少しご紹介し
たいと思います。訪れた日には雪が舞っていました。
湯畑に着くと硫黄の匂いが出迎えてくれます。
湯畑周辺は舗装されており平坦で車いすの方でも一
人で回ることができます。ただ、湯滝の下へ行くには
坂が急なため、車いすの方ひとりで下りるのは危なく、
介助者さんにお願いすることをお勧めします。道に面
しているお店の入口もスロープ状になっていたりと段
差が少なく、そのまま入れるようになっていました。
「熱の湯」では湯もみ見学、体験ができます。入
口がフラットで車いすのまま入れます。貸出車いす
も有り。他にも足湯や、お湯を触れる場所、周辺の
マンホールの柄など他にも意外な発見があるかもし
れませんよ。
余談：私には、硫黄の臭いがかなり強烈でした。臭
い等に敏感な方は体調を崩さないよう気を付
けてください。

モデルコース１
◇京都のお花見＆ご参拝◇
名古屋ご自宅 ── 下鴨神社 ─── 北野天満宮 ─
8:00 発

（休憩）

（昼食）

── 伏見稲荷 ──── ご自宅
（休憩）

18:30 頃着

＜利用交通機関＞

介護タクシー
（1～8 名様の乗車が可能です）
＜出発日＞ ３月中旬～４月中旬のご希望日
＜旅行代金＞ 47,440 円（４人様ご参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 行程中の交通費、入場料、
旅サポーター１名同行費用。
（昼食は含みません）
＜同伴者追加代金＞ 3,000 円（ご同伴１名様につき）

モデルコース２
◇大阪城の春を感じよう◇
名古屋駅 ── 新大阪駅 ─ 通天閣 ─ 大阪城公園
9:00 発（JR）

───── グランド花月 ─ 新大阪駅 ─ 名古屋駅
(花見散策&昼食)

（JR）19:40 頃着

＜利用交通機関＞

JR（新幹線）
、介護タクシー
（1～8 名様の乗車が可能です）
＜出発日＞ ３月中旬～４月中旬のご希望日
＜旅行予算＞ 57,340 円（４名様ご参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 旅サポーター１名同行費用、
行程中の交通費、入場料。（昼食は含みません）
＜同伴者追加代金＞ 16,200 円（ご同伴１名様につき）
＊入場施設の休館日により行程が変わる場合があります。

モデルコース３
◇日帰り東京隅田川散策◇
名古屋駅 ─ 東京駅 ─ 浅草 ─ 隅田川ライン ～～
8:00 発（JR）

（地下鉄）

（乗船）

～ お台場 ─ 銀座等散策 ─ 東京駅 ─ 名古屋駅
（地下鉄）

旅サポーターと一緒にでかけましょう！
＜モデルプランの特徴＞
◎ヘルパー資格を持った旅サポーターが同行します。
◎車いすでご参加いただけます。
◎１名様から催行！
＊使用車種により 1 台に 2～9 名様の乗車が可能です。
◎介護タクシー又は公共交通機関を利用します。
◎バリアフリーに配慮した行程でご案内いたします。
◎期間中、都合の良い出発日を選んでいただけます。
お時間はご希望に合わせて調整します。
◎ご家族、ご夫婦など、介助の必要のない同伴者様
も追加代金にてご参加いただけます。
◎ご自宅や最寄り駅へのお迎えも可能です。
（別途交通費が必要な場合もあります）
◎2、3 コースは休憩タイム（飲物付）を設けています。
◎旅行代金は大人お一人様の金額です。

（JR）22:00 頃着

＜利用交通機関＞ JR（新幹線）
、地下鉄
＜出発日＞ 6/30 までの毎日
＜旅行予算＞ 79,800 円から（１名様参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 行程中の交通費、乗船料、
旅サポーター１名同行費用。
（昼食は含みません）
＜同伴者追加代金＞ 28,600 円（ご同伴 1 名様につき）
＊詳しくはお問合せください。
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あいち旅サポートセンター
TEL (０５２)５８２-２１６４
e-mail：tabisupport@mwt.co.jp
（受付時間：9：00～18：00 土・日・祝日は休業）
〒450-8577 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル３F

名鉄観光サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第55号 日本旅行業協会正会員
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リサイクル情報

福祉用具のリサイクル情報（16/2/3 現在）
欲しいもの、不要なものはありませんか？
リサイクルの輪を広げよう！
なごや福祉用具プラザで、福祉用具のリサイクル品の
コーディネートと福祉用具の販売、自立生活情報の提供などをしています。

譲りますよ！ ＊金額のないものは無料です。 譲って欲しい！
★ベッド、床周り品

★ベッド、床周り品

・オーバーテーブル
（KQ623 用

・１、２、３ 各モーターベッド、幅の広いベッド

パラマウントベッド）

14 年使用

・各マット（体位分散、エアー、ロホ）

★移動用品

・サイドテーブル

・段差解消機（スマートリフト S120 ハナオカ）
\要相談 3 年使用
・床走行電動昇降いす
（コロロ コムラ製作所）
不明

★移動用品
・各車いす
（手動、簡易電動、介助用、リクライニング）
・子供用車いす、バギー、ＰＣＷ

★入浴用品

・歩行器（馬蹄型）、歩行車

・バスリフト（TOTO）

\要相談

3 年使用

・シルバーカー、四点杖
・マイリフティ ・つるべー床走行式リフト

★トイレ用品

・JW1 か JW2 のバッテリー

・ポータブルトイレ〔木製〕
1 年使用

（不明）
（座楽アウポット脱臭、長穴便座

パナソニック）

2 週間使用
・ポータブルトイレ〔プラスチック製〕
（安寿 FX-CP ソフト便座

アロン化成）

数回使用

・段差解消機（屋外用）

★入浴用品
・入浴用車いす（安楽キャリーＢタイプ）
・入浴用チェア ・バスボード

★その他

★その他
・足浴器（ 冷えとり君ニュースーパーマイコン）
\要相談 4 年使用
・スライディングボード
（イージーグライト L パラマウント）
不明

・スロープ（折りたたみ）900cm、2M、2.5 M、3M
・座位保持用クッション ・ロホクッション
・車いす用座位保持ベルト・車用つり革
・置き型手すり・昇降座いす ・紙おむつ

★洗浄消毒、点検整備済中古車いす★
・自走式車いす
（Skit4

ミキ）

（LS-2 ミキ）
（ミニモちゃん
（プチカル

松永）

ミキ）

\69,800
\49,800
\49,800
\39,800

※なお、中古商品の販売も行なっておりますので、
ご要望等ございましたら、お問い合わせ下さい。
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｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。
＜福祉用具についての問い合わせ＞
なごや福祉用具普及協議会代表事業者

㈱メディ.ケア リサイクル相談事業部
TEL 052-851-0059
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FAX 052-851-0159

いろいろ情報

い ろ い ろ
ひかり針灸院
東洋医学体験談
ひかり鍼灸院のマッサージを受けられ
た方から、体験談をいただきました。ひか
り鍼灸院さん（最後のページに広告掲載）は、健
康保険が使える訪問マッサージ・リハビリ
です。お困りの方は、お気軽にお電話を！
・施術目標
関節可動域の維持、拡大（肩、肘、手指股、膝、
足関節）、褥瘡の予防
・施術内容
全身マッサージ、右半身中心に関節可動域維持拡
大訓練、体位変換
・施術効果
右半身の各関節の拘縮は以前に比べて改善され、
可動域は拡大されました。
褥瘡は予防されています。
○施術者からの連絡事項
麻痺のない左下肢も屈曲していることが多く力が入っ
ているので、拘縮の予防に留意が必要と思われます。
当院を利用される方は、病名に関わらず歩行困難

の方や寝たきりの方が対象
体験クーポン
です。
１回体験（マッサージまた
無 料 券
は鍼灸 20～25 分）中です。
マッサージ
こちらの「体験クーポン無料
または鍼灸
券」を、マッサージの担当者
20～25 分
へ渡して下さい。
緑区

ひかり鍼灸院

報

動いてまうからです。あ～あ！がっかりだがね～。
参加者の中には脳性まひの人もいて、うまくいった
人もいます。仕事には向いてないと思うけど、家で
コミュニケーションツールとして使ったり、インター
ネットで情報収集などはできますよ。

視線を動かすことによってマウスが移動し、一定
時間「注視」することによってマウスをクリックし
ます。
また、マウス左クリックモード中は、デスクトッ
プおよび起動中アプリが拡大表示されます。なお、
視線検出・クリック反応時間・拡大機能等について
は、個人に合わせて詳細に設定することができます。
動作確認：OS:Windows７／８ メモリ:２GB 以上
ハードディスク容量:100ＧＢが必要
価格：1,000 円（税込）
問合せ先：株式会社ユニコーン（開発元）
MAIL：info@miyasuku.com
TEL：082-850-1020
miyasuku 意思伝達システム

検索

検索

春のパレード、シンポジウムなど

意思伝達
「ｍｉｙａｓｕｋｕ ＥｙｅＣｏｎLT」の紹介
はぁ～い、でっちゃんです。40 半ばから、障害も
体重も重たくなってきて、最近は手が開かんで、キ
ーボードで入力するのも大変になってきたんだわ。
そこで、視線入力による意思伝達システムのデモに
参加してみました。
次の方法で視線を認識させます。
１，ディスプレィに向かって、10 秒間、じーっとに
らめっこします。
２，次に、上下左右の光をおっかけます。
ところが、でっちゃんは１で脱落。なんでかという
と 10 秒間も目を開けとれんし、不随意運動で頭が

【原発のない未来へ ３/26 全国大集会】
福島原発事故から 5 年を向かえようとするなか、
原発事故の影響は複雑化し、多くの被災者に苦悩と
困難をもたらし続けています。フクシマの現実の声
を聞き、何ができるのか、共に考える集会です。
開催場所：代々木公園（サッカー場、野外ステージ、
ケヤキ並木）、渋谷区代々木神園町、神南二丁目
開催日：3 月 26 日（土曜日）
スケジュール（予定）：
11:00～ブースなどの開店時間
11:30～オープニングライブなど
12:30～メインステージライブ・集会
14:40～３コースに分かれてデモ

- 24 -

2016.02.20

№140 AJU 福祉情報誌

いろいろ情報

交通アクセス（電車）：
・JR「原宿」下車 徒歩 3 分
・東京メトロ千代田線「代々木公園」（C02）下車徒歩 3 分
・東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前（原
宿）」（C03、F15）下車徒歩 3 分
・小田急線「代々木八幡」下車 徒歩 6 分
問合せ先：
さよなら原発 1000 万人アクション実行委員会
TEL:03-5289-8224
原発をなくす全国連絡会 TEL:03-5842-5611
首都圏反原発連合
携帯:080-9195-2688
反原発運動全国連絡会
TEL:03-3357-3810
原発のない日本

３・２６

検索

【障害者差別解消法施行パレード】
2016 年４月１日は、国の障害者差別解消法と、
愛知県の愛知県障害者差別解消推進条例が同時にス
タートする記念すべき日です。
施行直前の 3 月 27 日、障害を理由とする差別が
社会から無くなるよう、「障害者差別解消法」と「愛
知県障害者差別解消推進条例」を広く一般市民に知
ってもらうことを目的に、名古屋の中心地・栄で楽
しくパレードを行います！！
開催場所：名古屋市・栄
開催日：3 月 27 日（日曜日）13:30～16:00
参加費：無料
問合せ先：愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）
TEL:052-841-6677
FAX:052-841-6622
MAIL:adf.jimu2008@gmail.com
障害者差別解消法施行パレード

大名古屋ビルヂング
オープン
最近、名古屋駅周辺はビルの建替えラッシュが
続いています。その第１弾として大名古屋ビルヂン
グが、このたび３月９日に晴れてオープンします。
｢大名古屋ビルヂング｣内
の商業施設は、B1F〜5F
および地下街の商業ゾーン
『Shops&Restaurants』
と、7F〜16F にまたがる
ショールーム、クリニック
モールを含む集客ゾーン『Lifestyle & Services』に
大きく分けられます。グルメ店もいっぱいあるので、
機会があればレポートします！
階数：地上 34 階 搭屋 1 階 地下 4 階
交通アクセス（電車）：
・ＪＲ名古屋駅より徒歩 3 分
・名鉄名古屋駅より徒歩５分
・近鉄名古屋駅より徒歩８分
・地下鉄東山線名古屋駅より徒歩５分
・地下鉄桜通線名古屋駅より徒歩１分
・あおなみ線名古屋駅より徒歩 10 分
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購読に関する手続きについて
いつも福祉情報誌をご愛読いただき、あり
がとうございます。
今号（140 号）を発送の際、全ての方に振
込用紙を同封させていただきました。これは、

検索

ご購読のご継続をお願いするものです。ご納

【シンポジウム「原発災害と障害者」】
福島県の障害者・支援者を中心に８名のメンバー
が中心となり、2014～2015 年にかけて、鹿児島、
鳥取、島根、青森、福井の５か所で障害者防災出前
講座が開かれました。シンポジウムでは、出前講座
で行われたグループワークの報告と、今福島に住ん
でいる人たちから福島の現状について語られます。
開催場所：大阪市立市民交流センターひがしよどかわ
開催日：3 月 27 日（日曜日）10 時～12 時
バネラー：6 名
交通アクセス（電車）：新大阪駅からすぐ
主催：障害者防災出前講座委員会
問合せ先：認定ＮＰＯ法人 ゆめ風基金
TEL:06-6324-7704
FAX:06-6321-5566
MAIL:yumekaze@nifty.com
原発災害と障害者

大名古屋ビルヂング

検索
- 25 -

入状況は、送付しました封筒の宛名ラベルに
ある、「購読料支払い済み年度」をご確認下
さい。また、振込用紙には、住所、氏名等、
必要事項を必ずご記入下さい。なお、「ＡＪ
Ｕ福祉情報誌オンラインショップ」もござい
ます。（詳しくは最終ページ参照）
すでにご納入いただいている方には、大変
申し訳ありませんが、ご了承下さい。
これからも情報誌発行委員会一同、皆さまの
ご期待にこたえられるよう努力してまいりま
すので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
福祉情報誌オンラインショップ
※年間購読でダウンロード版を
ご希望の方は、編集部まで
ご連絡ください。

検索

いろいろ情報

自宅療養・歩行困難の方が対象
です。寝たきりゼロのために
ご利用下さい。
健康保険が使用できます
（医師の同意が必要）

㈱東洋医療グループ

ひかり鍼灸院
緑区鳴海町字大清水 69-1029



-

-

//

編 集 後 記
もうすぐ春ですね。今年の冬は、寒～い日もあ
りましたが、全体としては暖かかったように思い
ます。
さて、国の「障害者差別解消法」が４月１日に
施行され、それに伴い地方自治体条例も施行され
るところもあります。
その第１弾として、本号では「愛知県障害者差
別解消推進条例」について、条例づくりにかかわっ
た人が解説しています。
「こんなことがあった」、
「あんなことがあった」
とかいう事例や、「こういうときはどうすれば良
いか？」などの質問、あるいは他の自治体の取り
組みなどありましたらお寄せください。
今後とも、このテーマに関する記事を載せてい
こうと思っています。
（ナベ）

でんわ ０９０-９１８４-５５１５
名古屋市千種区新池町２－２２－８
tel／fax ０５２－７８２－３１７２
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医療相談室

やさしい住まいの支援ネット

長年、診療機関で障害がある仲間の医療ケアに

障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開

携わってみえた、リハビリテーション医の万歳登

設し、住宅の改造などの相談に対応。

茂子先生のご協力で開設。

《相談日》３月５日、19 日

《相談日》3 月 12 日、26 日

４月２日、16 日（要予約）

４月９日、23 日

いずれも土曜日、午後１時半から

いずれも土曜日、予約制、30 分程度

事前にご連絡下さい

時間は要相談

《費

用》無料

《対

象》障害がある人

《受

付》サマリアハウス

《費

用》無料

ＴＥＬ 052-841-5554

《受

付》自立生活情報センター

ＦＡＸ 052-841-2221

ＴＥＬ 052-841-6677

E-mail

ＦＡＸ 052-841-6622

URL
《場

《場

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

淺井

http://sumai-sien.com

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福）AJU 自立の家

（社福）AJU 自立の家 サマリアハウス内相談室

福祉情報誌オンラインショップ

サマリアハウス内

情報募集中！
障害福祉制度への意見、町で見つけたアクセ

ＡＪＵ福祉情報誌オンラインショップを開
設しました。あなたの家まで年間購読や最新
各号のバックナンバーを郵送するだけでな
く、インターネットからダウンロード販売も
行えるようになりました。

シブルな穴場、あれ？ちょっとおかしいな？と
思う車いすトイレの造り、親切なお店、グルメ
なお店、みんなに聞いて欲しい事件などなど、
皆さんからの情報をお待ちしています。

お支払方法は次の３つです。
① 銀行振込（ゆうちょ銀行）
② 郵便振替
③ カード決済（Paypal）

ぜひぜひ、編集部までご連絡下さい
■編集部
ＴＥＬ 052-841-9888
ＦＡＸ 052-841-3788

問い合わせ先：
ＡＪＵ福祉情報誌発行委員会（担当：水谷）

お待ちしていま～す

TEL：052-841-9888
FAX：052-841-3788
福祉情報誌オンラインショップ

隔月発行
振込先（郵便局にて振込）
加入者名：福祉情報誌発行委員会
口座番号：00890-0-90573
お問い合わせ・購読中止のご連絡は、こちらまで
TEL:０５２－８４１－９８８８
FAX:０５２－８４１－３７８８
E-mail:

検索

※年間購読でダウンロード版をご希望の方は、
編集部までご連絡ください。
E-mail：
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