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残暑お見舞い申し上げます。 

 いよいよ本格的な夏がやってきましたが、皆様お元気でご活躍のことと存じます。 

明石通信（旧「徹ちゃんだより」)第１号を出してからちょうど２０年になります。 

「徹ちゃんだより」は、昭和６０年(１９８５年)春、５年間暮らした佐賀から

川崎に転居した後、お別れの寄せ書きをいただいた佐賀の皆様から、｢その後

どうしていますか？｣というお手紙が１００通以上きまして、そのご返事に、

我が家の近況報告として出したのが始まりでした。 
 

 第１号は、昭和６０年（１９８５年）８月３０日発行です。その後、暑中

見舞いと年賀状をかねて最低年２回は出し、徹之の進路などイベントが多いときは、年５回ほ

ど通信を発行したりしました。当初の佐賀の方への近況報告にとどまらず、川崎に戻っても徹 

之がいたずらするたびにお詫びと説明に伺うことになるのですが、こ

の「徹ちゃんだより」が、川崎の地域の方々への更なる理解と支援

をいただく「生き活きツール」になりました。 

第２号は、昭和６１年（１９８６年）１月１月号の年賀状を兼ねましたが、

新年の挨拶に干支の虎をカットに描いて、「人のものはトラない！」と虎にセ

リフを入れ、徹之のその年の約束事にしました。当時はまだ人の物やお店の

物を取っていたのです。その後「物はお金と交換、お金は働いて得るもの」

と徹之には金銭感覚と労働意欲を育み、今では働いて自分でお金を稼いで、

当たり前に欲しいものはお店で買い物をしています。 

当時は徹之が公務員として働けるなどまったく想像もで

きませんでした。本当に皆様のおかげで、自立のスキルを

獲得し、人としても成長したと、通信２０年目を振り返っ

てあらためて感慨深く思っています。本当にご支援ありが

とうございました.  
 

１９９９年１１月２１日(日)ＮＨＫ新日本探訪｢笑顔で

街に暮らす｣で紹介されてから全国で、｢参考にして、通信

を作り始めました｣という若い親御さんからいろいろな通 

                   １          長寿荘の池の掃除中・楽しそう 

明石通信        

発行責任者 明石洋子 

                            200５年８月７日発行  
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信が送られてきました。皆様写真やカット、マンガなどいろいろ工夫され、ことにお父さん参

加の通信は、父親が我が子に向き合うきっかけともなったようで、感謝の

手紙(メール)がたくさん来て、本当に嬉しく思います。 

（｢光とともに｣のドラマでも通信を配っていましたね）          

 地域の方に「知って、理解して、支援していただく」ことこそ、我が子

を特訓して治すことより(治らない！徹之の障害は一生続くと思いました。)

大切だと思い、知っていただくための通信を今でも続けています。 

徹之に対して、視覚的・具体的な情報提供や言葉掛けなどを周りが工夫

することで混乱することなく、穏やかに地域で暮らすことが出来ればそれ

が幸せと思いました。その理解者や支援者を増やす最高のツールが｢通信｣となりました。 

徹之が「徹之は２０歳です。大人です。徹ちゃんと呼ばないでください」と大人宣言をした

２０歳の誕生日から「明石通信」として名前を変えて発行してきました･。 

さて、個人的には「明石通信」を出して、地域の方々に徹之を理解していただいていますが、

まだまだ「自閉症等発達障害」に対しては、身体障害と違って見た目では障害がわからないた

め（奇異な行動で変だとは一目瞭然ですが）、正しい理解も適切な対応や

支援の対策も立ち遅れています。思考や理解や学習パターンも、情報整理

も、普通の人とは違っており、それ故コミュニケーションや人間関係に障

害を生じて、日常生活や社会への適応が困難になっています。加えて正し

い理解をされずに、長期にわたって不適切なかかわりをされたため、２次

障害（自傷、他害、パニック等の強度行動障害や不登校、引きこもりなど）

も引き起こしています。 

本人への正しい理解とかかわりがなされ、家族等の負担感を軽減するなど、幅広いきめ細か

な対応や支援が必要なのです。誤解や偏見に負けて、今なお、子殺しや無理心中など悲しい事

件があとを絶ちません。 

１年間法律策定の勉強会にかかわり（私は勉強会のメンバー１６人の一人）、４月に施行さ

れた「発達障害者支援法」は、早期発見し、適切な療育や教育、就労

支援や生活支援の体制整備を国や自治体に義務付けた法律ですが、理

念法に終わっており、各自治体がその法律をどのように運用するか、

自治体の裁量が問われています。 

この法律で社会的にようやく発達障害も認識され、子育て、療育、

保育、教育、就労、生活等の、生涯にわたる総合的な一貫した支援システムが早急に望まれます。

川崎市に対して、政策提言をしたいと思い、１７年度の「社会福祉法人あおぞら共生会」の活

動方針として「サポートセンターあおぞらの街」で、発達障害児者の支援事業を立ち上げました。 



 3

２００５年１０月４日発行 ＳＳＫＷ  増刊通巻第５４６号 付録 

集いの場として川崎区にマンションを購入し、場所を確保しました。どうぞお気軽にお立ち寄

りください。 

すべての年齢における必要なサービスを、必要なときに、必要な場所で、身近に気軽に提供

できるよう、支援体制の整備を行い、発達障害のある人たちも当たり前に地域の中で一生暮ら

していけるよう、一人ひとりの生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指して、必要な事業や活動を更

に一層強化してモデルを示していきたいと思っています。 
 

５つの柱として、①家族支援（子育て支援等），②医療、教育、

福祉、労働等の機関との連携つくり、広い範囲にまたがったサー

ビスの提供と開発、専門家や支援者の養成等、③障害者に対する

地域社会の理解と支援促進のための啓蒙活動，④「あおぞら共生

会」の現在の活動（日中活動の場、暮らしの場、生活支援等）と

の連携と発展、⑤親や兄弟姉妹の会活動支援等々考えています。 

定期的に個別相談やグループ相談、学習会（発達障害や福祉の勉強、支援ツール制作等）、

ホームヘルパー派遣やガイドヘルパーを派遣して生活学習や余暇活動支援、さらに親のレスパ

イトケア等々の事業を行う予定です。 

今、子育てに悩んでいる親や自閉症の対応に苦慮している支援者や 

広く市民への啓蒙を考え、１０月（親対象相談学習会）・１１月（専門

家養成講座）・１２月（講演会とシンポジューム）の「発達障害３回連

続セミナー」を計画しています。 

特に、１２月１０日（土）は、福島豊衆議院議員（議員立法である「発

達障害者支援法」の議員連盟事務局長）の「法案成立から未来の可能性

について」の講演、またシンポジュームは赤塚光子立教大学教授（全国障害者生活支援研究会

会長、川崎市の各福祉委員会の委員長）をコーディネーターに迎え、川崎市の福祉を考えたい

と思っています。 

＊河出書房新社発行（２００５年５月３０日発行）の「発達障害者支援法ガイドブック」に、

私は「ネットワークの中での地域支援つくり」と題して執筆しておりますので、それもあわせ

て読んででいただくとうれしく思います。 
 

さて昨年１０月の「改革のグランドデザイン」からスタートし、今国会で審議中の「障害者自

立支援法」は、身体・知的・精神という３つの障害種別に分かれていた福祉法（さらに発達障

害支援法も）が１つになって、一貫性のあるより広いサポートを受け、障害者がその人らしく

自立して地域で暮らす」ための法律です。（のはずです！） 

今までの措置（保護管理）でなく契約（社会参加の保障）であり、地域社会にも貢献できる 
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仕組みつくりを進めるというもので、「施設から地域へ」という国の方針をはっきり示した 

もので、「ノーマライゼーションの実現と就労支援」が謳われています。 

ところが「実際は」と言うと、すっかり「スモールデザイン」になり、中には「自立を阻害

している」と思われる節が大で、（故に廃案にしようという流れもあります）、ただ現在一般企

業における就労はもちろんのこと、自治体採用試験においても自閉症等発達障害および知的障

害者への大きな壁を感じますので、企業や自治体に「働く場の拡大」が推進されればうれしく

思います。 

徹之の就労に関して、この春やっと第 3 巻『お仕事頑張ります』を発行でき、それに詳しく

公務員チャレンジの過程（ノウハウ）等書きました。今回も多くの方々に読んでいただき、読

後感などもたくさんいただき、また質問も多く頂戴して、嬉しい悲鳴を上げています。 
 

第３巻は、当初の予定より 2 年遅れになってしまい、多くの方から “いつ？” “まだで

すか？”と、沢山の問い合わせや催促が 私や、ぶどう社に届き、プレッシャーを感じていま

したが、4 月 5 日に、やっと上梓することが出来ホッとしています。 
  

序文は『光とともに』の作者 戸部けい

こさんがすばらしいイラスト（徹之と私・

そして後方には光君も）つきで書いてくだ

さいました。（左掲） 

第 3 巻は、徹之の中学入学から現在まで、

特に「働く」を中心に書きました。「働く」

といっても 18 歳になって「さあ働きまし

ょう」といって働けるものではありません。

幼児期からの自立への思いを育み、自立へ

のスキルを獲得させることが必要です。 

お店屋さんに入って物を取ったり食べたりするたびに「お金と交換」を教え、お金を取るよ

うになったときには「お金は働いて得るもの」を教え，金銭感覚と労働意識を育みました。 

  更に「働いたお金は自分の欲しい物を買ったり、趣味に使う」ように社会参

加や趣味や人間関係を広げることもあわせて行いました。 

自立への思いとスキルを獲得した徹之は「高校へ行きたい！」「清掃局で働きた

い！」と自己選択・自己決定したのですが、立ちはだかる厚い壁を前に親はエ

ネルギーが失われそうになることが度々でした。でも、本人の一途な思いと一

生懸命頑張る姿に周囲の支援は広がり、そのおかげで川崎市の職員（公務員）となったのです。 

QOL は障害の重い軽いではなく、周囲に「本人を知って、理解して支援してくれる人がど 
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のくらいいるか」にかかっているようです。徹之は人という財産をいっぱいもらい、有意義

な人生を歩んでいます。徹之の生き方やチャレンジの過程に関心をお持ち

の方は、お近くの本屋さん又はぶどう社から第３巻「お仕事がんばります」

を取り寄せて読んでくださいますと嬉しいです。私は読者の皆様からの感

想を読ませていただくことで、エネルギーをいっぱいいただいています。 
 

さて、今、日本の自閉症関係者だけでなく広く、下記の記事のように、映画「マラソン」が話題

になっています。 

自閉症理解へ日韓交流を＝映画「マラソン」機に模索 

 自閉症の青年が、母親の献身的な支援を受けてフルマラソンを完走する実話を基にした韓国

映画「マラソン」の日本公開をきっかけに、日韓の関係団体が自閉症理解を深めるための手掛

かりを求め、交流を模索し始めた。日本自閉症協会の氏田照子副会長は「アジア諸国の団体と 

は交流がほとんどなかった。隣の国なので参考にしあえれば」と話している。 

（時事通信） - 7 月 17 日 16 時 0 分更新 

私も早速 映画「マラソン』見に行きました。 

主人公の自閉症の特徴をつかんだ演技がとても上手で、まるで徹之を見るようでしたし、お

母さんの気持を自分の思いと重ね合わせて、胸にぐっと来るものがあって、涙がとまりません

でした。原作が最近日本語に翻訳され、しかもその訳者が北朝鮮拉致被害者の方(蓮池透氏)で

すので、この映画や翻訳本の話題がマスコミに載って話題騒然です。また、日本自閉症協会で

は、「原作者のお母さんを日本に呼びたい」という話もおきているようです。 

ところで昨年 11 月 1 日～７日、私どもが韓国に行った時には（韓

国自閉症学会で特別講演もしたのですが）、この方の話も映画の話も

全く聞こえてきませんでした。映画を見るとクライマックスのマラソ

ンコースは紅葉の春川のようで、私どもが、「冬のソナタ」のロケ地

の観光をさせていただいたあの春川で同じ時期になります。今年にな

ってマラソンが放映されたようですがその後、韓国内で自閉症の理解

が進んだのでしょうか？ 韓国では、「マラソン」を５００万人の方 

が見られ、しかも映画の最高の賞も獲得されたとか、自閉症の理解が加速し、ノーマライゼー

ションが定着するといいですね(韓国も日本も)。でも主人公のように何かに秀でた障害者は認

められても、まだまだ障害者は対等ではないように感じました。 さてさて、この記事を見る

限り、日本では、韓国の自閉症の情報は全くつかんでないようですね。 

このたび,NHK 総合 TV で、私どものドキュメント番組が、新日本探訪「笑顔で街に暮らす」 

及び列島スペシャル「お仕事がんばります」に続いて、第 3 弾として作成されます。徹之は、 
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「お仕事がんばります」の次は「結婚がんばります」と思っているようです。以前、内多勝

康さんが、全日本育成会の情報誌「手

をつなぐ」の「ひびき」欄に「次は

第３弾〔結婚がんばります〕を作る

ことを期待して・・・」とエッセイ

を書かれたので、今回はすっかり結

婚を意識して「結婚がんばります」

をカメラに向かって連発し、カメラ

マンさんはタジタジです。７月３０

日から,我が家で撮影がスタートしま

した。（８月９日まで) 

徹之の新しい職場(３回目の異動先)である長寿

荘での仕事ぶりも撮影の予定で、８月２３日の

「生活ほっとモーニング」（生放送）に徹之と私

が出演して５０分ほど放送することになってい

ます。（放送日は決定では有りません。また当事

者が生放送に出るのは初めてとのこと、ちょっと

冒険ですから、変更もありです） 
  

この NHK の番組で、２００２年３月１７日韓

国の KBS 日曜スペシャル「幸福なレインマン、

走って世の中に」(１時間)という(我が家のドキュメント番組)が放送されとことや、２００２

年と２００４年に各１週間にわたって韓国内を講演旅行をしたこ

と、また「ありのままの子育て」や「自立への子育て」の本が韓

国語で翻訳出版されたこと、（第3巻は作成中）しかも徹之主人公

のコミックが３冊も出されたことなど少し 

は日韓友好親善のお役に立っている話も言いましょうか。前頁の

記事のように交流が無いということはありませんもの。 

でも、このような個人レベルでは知られることがないのでしょ

うね。日本自閉症協会というオフィシャルな団体間の交流は必要

ですね。この映画のおかげで、自閉症の理解が広まって、日韓交流がいっそう盛んになります

よう、願っています。近況報告として、講演旅行の様子を少し書きます。自閉症協会奈良県支部

の講演会（４月２４日）は会員数の倍以上の参加者が来られ、３００席の大和郡山城ホールは

立ち見が出たほど、主催者が驚きまた喜んでおられました。 
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本の読者が多かったようですが、会員勧誘の機会になった

ようですね。１年半前から講演依頼をされていた「自閉症協

会九州大会大分」（6 月 26 日）は 22 年前の第５回佐賀大会

を運営した当時の私（37 歳）を思い出し、感慨深いものが

ありました。基調講演では（私）、特別講演（徹之）、シンポ

ジュームの助言者（私）、と、出ずっぱりの大会でしたが、徹

之は初めて一人で壇上に上がってお話をしました。 

初めは「お母さん横にいてください」と不安げでしたが、自分だけの名前を司会者から呼ば

れると、「徹之一人で行きます」と決心して、壇上に上っ

たのです。でも書いたものを読む前に、しばらく日本全

国の放送局名（ＲＫＢ．ＹＢＳ等々）を連呼して、やっ

と文章を読み始めたと思ったら、所々に、地名や人名や

駄洒落のフレーズが入ったり、私はハラハラドキドキで

した。でも会場の雰囲気がとてもよくて、皆その時もじ

っと待ってくださり、徹之のひょうきんさに笑いが漏れ

ていました。受け入れて共感して下さっているのが伝わ

りました。                       「国宝臼杵の石仏」前で 

自閉症協会本部の田中さんから「徹之さんのお話されているときの会場の雰囲気がとても素

敵でした。早く世の中が、あの会場の雰囲気に少しでも近づけるよう、協会としてもがんばっ

ていかなくてはいけないと、感じました」とのメール

をいただきました。 

 大分はじめ九州のみなさまのやさしさに触れて、嬉

しく思いました。また大会の前日には待望の「国宝臼

杵の石仏」を拝観でき嬉しく思いました。徹之は退屈

するだろうと思っていましたら、とても気に入った様 

子で、お賽銭を上げお線香をともし、「ハイにっこり

笑って」と石仏に向かって声をかけながら盛んに写真

を撮っていました。石仏も、もしかしたら「笑った？」

のかもしれないな？・・と思えるくらいの入れ込みようでした。 

お土産にいただいた石仏の器に入った「もろみ味噌」をおいしそうにいただきその器を大切

にしています。徹之にとってもいい思い出になったようです。７月は、近隣の朝霞市、船橋市

と行き、同年代の若いお母さん方のサイン攻めにあって、それはそれは、うれしそうでした。 

7 月２３,２４日は富山で、一昨年に続いて２回目の訪問でした。前回は、立山、八尾のおわ 
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ら風の盆や白川郷を観光し、今年はトロッコ電車に乗って黒部峡谷を堪能しました。 

２６日～２８日は三重に。２７日、三重県盲ろう養護学校実践研究大会の基調講演と、午後

から特別分科会（講師は私と徹之）、これも丸１日の講演でした。出発日の２６日は、台風７

号にぶつかり、三重県は２６日早朝から警報発令、関東地方も午後からとのこと、無事たどり

着くか本当に心配しました。出発を早めて、台風が上陸する前に津に着こうと、苦心さんたん、

初めて新幹線のグリーン車にも乗りました（早い便は普通車の空席はなかったので）、徹之は

お絵かきをして結構おとなしく乗ってくれました。紙とペンがあれば環境に適応できるので、

文字や数字・記号へのこだわりは「自立」には役に立ちますね。２８日、伊勢市での民生委員・

児童委員さん対象の講演会は台風一過の晴天でした。しかし観光はまったく出来ず残念！また

いつか熊野の世界自然遺産も満喫しに、三重に

行きましょう。徹之とこうして日本各地を講演

し、観光できることは嬉しく、また行く度に徹

之の成長を感じさせられます。人は何歳になっ

ても成長するものですね。その為には楽しい経

験をたくさんさせてあげたいと思います。経験

することで概念の形成ができ、概念が形成され

ると、自己選択も自己決定にもつながりますか

ら・・・・。 
 

徹之が障害児と宣告されたとき、「不幸な子  

若いお母さんたちに囲まれてのサイン会    を持つ不幸な親」と絶望したのは、「障害児の将

来が、障害を訓練し、教育し、指導して、治らなければ特別な場で（入所施設）一生を終える」、

そのような人生になると落胆したからです。でも今はっきり言えることは、「障害＝不幸」な

のではなく、障害ゆえに生きる場が限定していたから不幸と思えたからで、地域の中で生きる

場が拡大することによって、普通の人と同じように人生を楽しめるなら何も不幸なんてないの

です。徹之は同年齢の人以上に、このように日本各地に旅行ができ、多くの人に受け入れてい

ただき、幸せな人生を送っています。障害は本人のハンディ以上に、社会との関係性だとつく 

づく思います。いい関係をこれからも培っていきたいと思います。地域の皆様には、心より感

謝しています。また全国のたくさんの皆様ともお会いできますように・・・・。 

 


