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皆様ご無沙汰しています。 

あおぞら共生会も、5 月 14 日の法人本部の引越し、及び 19 年度の事業報告と決算報告

の「理事会・評議員会」（5 月 30 日）を無事終え、やっと一段落したところです。5 月発

行予定だった法人会報「あおぞら」と「明石通信」を、やっと発行することができました。 

お送りした封筒の表書きに書いておりますが、「社会福祉法人あおぞら共生会」の住所が

「川崎区元木町 2-4-9」から「川崎区京町 1-16-25」に変更になっています。ご注意を。 

今まで元木町の住所で明石洋子宛にお手紙下さっていた方は、明石の自宅か、京町の新事務

所の方に「住所変更」してくださいませ。郵便局は 1 年間転送してくれますが、クロネコメ

ール等は転送されませんので、住所変更のほどどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

さて、川崎市による法人監査で、理事会評議員会の出席率が問題になり、「出席できる人

を役員に」との指導があって、あおぞら共生会の理事評議員の変更がありました。 

新しいメンバーを下記写真にてご紹介いたします。（当日欠席された方もいらっしゃいます）。 

 

私は昨年 4 月から、ケアホームの

サービス管理責任者として、法人業

務に携わっておりますが、事務局長

職が不在のため、本部の事務作業の

方にすっかり時間がとられておりま

す。法人運営に関しての業務、たと

えば定款、理事会評議員会、事業計

画と報告および予算決算のチェック、県や市への申請書類や報告書類作成、自立支援法によ

る支援給付費等の申請業務、事業所（借家 8 ヶ所）と駐車場の移転や更新・保険契約等の手

続き・・・等々、これら膨大複雑な事務作業に、若くはない私の頭は音を上げています。ま

た電話の応対や他団体機関との会議等もあり、毎日があっという間に過ぎ、 近は一段と年

をとるのが早く感じられます。 

またグループ（ケア）ホームの利用者 20 名の個別支援計画作成、そのために必要な利用

授賞式会場にて内多氏市毛氏と（帝国ホテル）

あおぞら共生会理事評議員会にて（新役員） 
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者のニーズの把握（アセスメントからモニタリング、エバリエーション＝事後評価等々）と

職員の勤務状況の把握、問題解決のための相談会やケアカンファレンス等、本来の業務であ

る「サービス管理責任者」として大事な仕事があります。特に、昨年 5 月に実地指導があっ

た「自立支援法にもとづくケアホーム運営」に関して、その改善策の遂行に努力をしました。 

しかし法人としての未整備な懸案が山積みで、私の非力による限界を感じています。 

特にサポートセンターに関しては、センター長の肩書きは名ばかりで、二人のサービス提供

責任者に任せ、運営に係わる時間は全く取れない状況でした。サポートセンターは、この 2、

3 年、膨大な赤字を抱え、今年度は経費節減のため、事業所の移転や人員削減等、縮小せざ

るを得ない事態になり、とても残念に思います。 

会報「あおぞら」（14 号・15 号）に詳しく書いておりますが、自立支援法の「施設から

地域に」と言うのは、 初から地域で草の根運動をしている「地域発」の地域支援は対象外

のようです。膨大な福祉予算投入の「施設」を、安上がりにできる（ともくろんだ）「地域

移行」が目的なのでしょうか？「大きな施設」を持つ法人でないと、委託事業が回ってこな

い構造になっているようです。経済的基盤がないと優秀な人材も確保できません。「良質の

支援システムを構築して、地域社会との共生を」という設立の理念は実現、できない？ 小

回りのきく地域支援は、できない？ でも、親亡き後も入所施設でない選択肢を用意してあ

げたいという親の思いは、年々強くなっており、地域発地域支援を、これからも理事評議員

そして賛助会員の皆様に助けていただきながら、職員とも

どもがんばっていきたいと思っていますので、ご支援のほ

どどうかよろしくお願いいたします。 

徹之は相変わらず、「結婚がんばります」を毎朝言って、

だから「お仕事がんばります」と元気に出かけて行ってお 

ります。講演会でも「皆さん、応援してください」が「皆 

  さん、応募してください」になり、お嫁さん候補者   

の応募を待っておりますので、どうぞよろしく。  

さて、次は「川崎市自閉症児者親の会」

活動の現状をご紹介します。私が会長をお

引き受けして３年目になりました。会も設

立３０周年、そして「川崎市自閉症協会」

という名称になりました。詳しくは、次頁

の総会（20 年 6 月 5 日）の会長挨拶にて、

会の様子をご報告いたしたので、「くさぶえ

90 号」の原稿をそのまま転載いたします。 

 

雛飾り、娘に買ってあげたいなぁ～？ 

川崎市自閉症協会の役員達（ＮＨＫハートフォーラムで）
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 明石 洋子 

おはようございます。川崎市自閉症協会会長（川崎市自閉症児者親の会会長）の明石洋子です。 

本日は、このように多くの皆様が、早朝よりお集まりくださいましてありがとうございます。来賓の皆様も 

お忙しい中、また雨でお足元の悪い中、当会の総会に来てくださいまして心よりお礼申し上げます。 

日ごろのご支援ご協力に深く感謝いたしております。 

さて、昭和５４年に「川崎市自閉症児者親の会」が設

立いたしまして、今年で３０年目になります。 

それを記念しまして、総会後に「設立３０周年記念講

演会（パート１）」として佐賀の「それいゆ」の服巻智子先

生をお招きして「自閉症スペクトラムの人たちの社会的

自立を目指す支援」の講演会を行ないます。更に来年２

月に宇都宮大学の梅永雄二先生を講師に（パート 2）

「就労と社会参加」についてのお話を予定しております。 

また、本日は、３月５日の｢臨時総会｣にて承認を得ま 

した「川崎市自閉症協会」のお披露目をかねております。「社団法人日本自閉症協会」の定款が変更するに伴って、

支部が廃止されることになり、「日本自閉症協会川崎市支部｣から「川崎市自閉症協会」と名称を変更し、「社団法

人日本自閉症協会」の団体加盟会員となりました。 

ただし「川崎市自閉症児者親の会」の名称は変わりません。「川崎市自閉症協会」としましては、親の会だけでな

く、支援者や本人や兄弟姉妹の会も作ることが出来ますので、今後検討していきたいと思っています。 

 

さて、この３０年間、わけの分からなかった「自閉症」という障害を持つ子の親たちが、自ら学びあい、交流と親睦

を図りながら、子供たちの幸せな未来を願い、社会での自立を願って運動してきました。私たちの子どもの、知的な

障害がある部分は「知的障害」でのサービスを受けることが出来ますが、知的障害より大変な、理解困難な障害で

ある「自閉症」に対しては、正しい理解も適切なサービスもなく、親たちは子育てに困難を極めていました。正しく理   

解されず適切な支援がないまま、二次障害の「強度行動障害」になったお子さんもいます。 

平成１７年４月、「発達障害者支援法」が施行され、自閉症に対し

て「地域の中で一貫して支援する」と言う理念で法律がやっとできま

した。川崎市も平成１８年から「川崎市発達障害者支援体制整備検

討委員会」が開設され、今日は後ほど、委員長の藤生（ふじう）こど

も事業本部本部長さまからご挨拶をいただきますが、川崎市が「自

閉症等発達障害児者の地域生活支援」を本格的にしていただけること、本当に嬉しく思います。その委員として、親

の会の皆様の意見を集約して、私が参画させていただきましたこと、心より感謝いたしております。 

そして平成２０年１月から「川崎市発達相談支援センター」がスタートし、見学会もさせて頂き、職員の皆様がすす

会長挨拶

川崎市自閉症協会総会＆講演会（服巻智子氏と） 

小川典子さんと 
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んで私達の会活動にも参加され、強力な支援者となっていただけますこと、さらに嬉しく思っております。 

日本各地のニュースを見ますと、昨今、行政施策の中で、自閉症等発達障害の支援や対応が多く取り上げられ

て予算化もされました。「発達障害者支援法」の制定に係わった私としては、大変嬉しく思っております。 

今後、更に川崎市の障害福祉の将来構想の中にも自閉症等発達障害に対する施策の充実をお願いしたく、２０

０名を超えた会員、一丸となって、有意義な活動を活発に進めてまいりたく思っております。 

特に、自閉症児者の自立と社会参加のために、地域の方々の理解と支援が必要で、「啓発活動」が大切と思っ

ております。また自立支援法の理念である「地域での生活」が、絵に描いた餅ではなく、現実的に保障され生活が

豊かになるためには、地域の中の選択肢の拡大が不可欠です。 

そのために「地域資源の確保」をこれからも運動して行きたいと

思い、「要望事項」に盛り込みました。 

 

さて、この１年間の活動を振り返りますと、幼児から小学生以下

の子を持つ若い親たち「バンビの会」も１００名超え、昨年新設しま

した父親の会「川崎おやじの会」も高機能部会の「トライアングル・K」 

も、毎月会合を持ち、親同士が学びあい、メーリングリストでの情報交換も行い、他団体との交流もされ、驚くほど

の活動をされました。更に今年度から進路や就労を学ぶための「つばさの会」も新しく発足し、今後のご活躍を楽し

みにしております。 

会自体も、他の団体とネットワークを構築して、権利擁護や防災のプロジェクトにすすんで参画しております。 

わが子たちが自分の思いや考えを人に伝えられない、また危険を察知できない等々、自分の権利や利益や命さえ

奪われたりすることのないよう、さらに「親亡き後も地域で安心して幸せに暮せるよう」、川崎市の他の団体、関係機

関とも力を合わせて、「障害があっても住みやすい川崎」へと運動していきたいと思っております。 

ではこれからも、さらなるご支援ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日はご来場ありがとうございました。 

 

以上のように、「バンビの会」の若い親たちも、昨年新設した「トライアングル・Ｋ」や

「川崎おやじの会」も、更に今年度新たに「つばさの会」も立ち上がり、第 1 回会合を 7

月 4 日「あおぞら共生会」の見学会とされました。あおぞらの就労の場のＳＲＣ（佐川流通

センター）見学と地域の方の子育て相談や自閉症児の療育をしている、セソール６０８号の

「あおぞら発達相談室」での昼食会「明石会長と語ろう」を企画されています。 

親の会の活動の様子は、ホームページ「くさぶえにようこそ」を覗いてください。 

URL：http://kusabue.web.infoseek.co.jp/ 

また、「社会福祉法人あおぞら共生会」の活動も、同封の会報「あおぞら」とあわせて、当

法人のホームページにて紹介していますので、よろしくお願いいたします。 

URL：http://www5f.biglobe.ne.jp/~aozorakyouseikai/  

内多勝康氏と｛壮行会にて｝ 
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さて、福岡の母の話も少ししましょう。月 1 回（多い月は月４往復）帰省しておりますが、

90 歳の母の一人暮らしの介護計画は、徹之の将来を考えるいい機会になっています。 

昨年 12 月に２回も倒れた時（朝９時、意識不明で冷たくなっていた母を、ヘルパーさん

が発見）、主治医から有料老人ホームを勧められました。母もその時は不安のため、入所を

了承したようで、私は紹介された福岡の施設を見学し、申し込み用紙をもらってきました。 

（入居は早くても 4 ヶ月以降とのこと）ところが

４ヶ月たって、すっかり元気になった母は「老人ホ

ームは行きません！」と断固拒否です。主治医から

「一人暮しは転倒の危険や薬の管理等々で不安」と

言われても、「この家で暮らしたい」という意志は

固く、母の「在宅で」の思いを尊重することにしま

した。徹之の「地域で」と同様です。 

では介護サービスを増やせないかと、2 月に再認定をし、介護度 1 から 2 になりました。

それで介護も今までの食事と掃除に、買物・洗濯・通院介助など介護の内容と時間数を増や

し、さらに「訪問看護ステーション」と新たに契約して、薬の管理と看護婦さんによる血圧

等健康チェックや入浴介助を加えました。そして主治医の先生に随時（週１,２回）往診を依

頼し、親戚にも「時々訪問して話し相手に」とお願いしました。ケアマネさんに介護支援計

画を作成してもらい、福岡帰省のたびに、ケアマネさんと面談して毎月の介護内容を確認し、

ホームヘルパーさん記入の介護記録を見て、気になることは連絡を取り合いながら、母の自

宅での生活を継続しています。母の一人暮らしを案じながらも、福岡に二人の弟一家が住ん

でいますので、見守り、緊急時には駆けつけてくれるでしょう。 

私は、各種契約書類に署名捺印しながら老人介護のシステムを学ぶことができました。 

「介護保険法」のサービス単価に比べ「障害者自立支援法」のサービス単価が低いのを実感

し、高齢者の支援をあわせてしないと知的障害者の支援だけでは事業所として成り立たない

と痛感しました。（私、ケアマネの資格を取ろうかなぁ～）母のＱＯＬ（生活の質）が、将

来の徹之のＱＯＬになります。介護がんばります！ 

 

さて、前回の明石通信（2 月 5 日）以降

の様子をご報告します。 

2 月１５日～１７日は、徹之が大好きな、

恒例となった「アメニティフォーラム」（大

津プリンスホテル）に今年も参加しました。

出番は全体会でのシンポジュームです。 

私のいとこ達と｛福岡の実家にて｝ 

徹之が主役の授賞式（帝国ホテル控え室｝ 
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嘉田由紀子滋賀県知事、白井文尼崎市長、日浦美智江訪問の家理事長、そして明石徹之と

明石洋子の 5 人がシンポジストで、コーディネートは浅野史郎慶応大学教授。テーマは浅野

氏らしい「題名のないシンポジューム」、まさにぶっつけ本番！昨年の「福祉のトップセミ

ナーｉｎ雲仙」のシンポジューム同様、徹之の特性を知っている（すっかりお友達の）浅野

さんの司会で、楽しくいろんな話をしました。このフォーラムは参加して１０年近くなりま

すが、1000 名以上の方々から「ありのまま」を知ってもらえるいい機会となっています。

「自閉症でもＯＫ！」の世の中になるためには、まずは「知ってもらうこと」ですもの。 

差別や偏見は「知らない」から起こるようです。私も徹之が目の前にいなかったら「障害

=不幸」と思って、障害のある方に同情や哀れみを持ち、知らないことによる不安感で、避

けようとしていたかもしれません。本当に徹之のおかげで多くを学ぶことができました。そ

して徹之が作る新しい出会いにいつも感謝し、感動の日々を送っています。 

さて、24 日は浜松協働学舎「一緒に生きる、楽しく生きる～支えあう地域を」および 29

日は日光市教育委員会人権教育指導者研修会があり、「心のバリアフリー」についてのお話

をさせていただきました。 

 

２月は、いつまでも記念に残る行事がありました。 

議員立法である「発達障害者支援法」の議員連盟事務局

長の福島豊先生から、昨年秋突然お電話いただき、私を「ヘ

ルシー・ソサエティー賞」のボランティア部門に推薦した

いとの事。福島先生に認めていただいただけでも光栄なの

に、なんと受賞することになり、ビックリ！「ヘルシー・ソサエティ賞」とは、｢今日に輝

きを放ち、未来においてより大きな光跡を残すであろう、優れた社会活動に貢献している日

本人の功績を顕彰する｣という目的で創設され、そのボランティア部門賞を受賞したのです。 

当日は、常陸宮殿下・同妃殿下ご臨席のもと、華やかさと厳格さの漂う中、J＆J 会長（CEO）

のウィリアム C．ウェルドン氏、日本看護協会久常節子氏の歓迎挨拶、続いて高村外務大臣、

海渡文部科学大臣、桝添厚生労働大臣の三大臣から各々ご祝辞もいただき、約４００名の招

待客の皆様

に、祝って

いただきま

した。３時

間半「授与

式と祝宴」

が行われま

した。 

推薦者福島豊先生と私の招待客内多氏と

常陸宮殿下妃殿下と 謁見後の記念撮影（各部門 1 名で計 4 名受賞) 
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授賞式では、プレゼンターの

西沢（全日病）会長からクリ

スタル・ボウルと賞状の授与

の後、私はご挨拶をすること

になりました。自閉症の子と

共に地域に飛び出して、「障が

いがあっても地域であたりま

えに生きたい」思いと正しい理解と適切な支援の大切さをお話しました。日経新聞（2 月

26 日朝刊）や「文芸春秋」（5 月号）及び４月２５日特大号の「クロワッサン」（巻頭言に

徹之との写真入）や「ＬＥＥ」（５月号）にも紹介されました。このように文芸誌やファッ

ション誌に「自閉症」が紹介されることは珍しいようで、反響を呼びました。詳しい内容は、

あおぞら共生会のホームページを見てくださいませ。授賞式の様子は、私の元上司（スズケ

ン副社長）の秋山孝二さまからいただいたお礼のメールにて。 

 
 明石洋子さま、お早う御座います。 

先日２６日の授賞式・祝賀会では、お招きを頂き心から感謝申し

上げます。沢山の出会いと再会がありました。カクテルタイムで

は、元の山之内製薬社長の森岡さん他、全日病の西澤会長（札幌

の病院理事長で、市長選挙の時の後援会長をして頂きました）、会

場内では、同じテーブルの文部科学省の方々、他のテーブルでは

厚生労働省の江利川事務次官、武田課長、外務省の G8 サミット担当の河野審議官、東大名誉教授（小児科）

の鴨下先生他、本当に沢山の方々とご挨拶出来て、私にとっても大変貴重な場で、こういった機会を与えて

頂きました明石さんに御礼申し上げます。 

 特に、賞のプレゼンターだった西澤先生と明石さんとが写真に納まる様子を見ていて、心の底から感動致

しました。西澤先生はもう２０年来、医療経営の勉強会「木朝会：もくちょうかい」で親しくさせて頂いて

ますし、北海道から医師の全国組織の初めて会長に就任された先生です。 

スズケン副社長時代に、明石さんとお会いして「地域とともに」というお言葉

を聴いて、私は札幌にみたび戻って活動したいと、決断致しました。そんな、

私にとって大変ポイントとなるお二人の壇上の姿を拝見していて、何とも言え

ない感慨を抱きました。本当に有難う御座いました。 

 内多さんも名古屋への転勤との事、「名古屋に居た時はどちらにお住まいで

したか」と聞かれて、名古屋事情でしばしお話が出来ました。彼の飾らぬお人

柄も、本当に素晴らしいですね。ダイエットにも挑戦されている様子に、テー 

4 人の受賞者と、主催者のウエルドン氏と久常氏

中央が秋山孝二氏（内多氏の壮行会）

西沢先生と  
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 ブルで、盛り上がっていました。 

アメリカ企業の徹底した社会貢献、ある意味で実に緻密に計算されていて、心憎いばかりでもありました。

そこのボランティア部門で受賞されたという事は、今後の国内的な活動で大変大きなインパクトがあると思

いますね。特にあれだけの中央官僚の目前で表彰されたという事に。 

ある意味では、これまでの明石さんのご努力のほんの一部への評価なのでしょうが、これから続く若い方々

への勇気を鼓舞する意味で、大変価値があると思います。 

今後のご活躍に、期待致します。内多さんの壮行会、日程が決まりましたらご連絡だけでも頂ければ幸いで

す。お元気で。重ねてこの度のご招待に心から感謝申し上げます。 

   G8 サミット市民フォーラム北海道  共同代表  財団法人秋山記念生命科学振興財団 理事長 

 

 

3 月は、10 日に日立市健康

作り推進課（保健師さん対象）、

16 日に三郷わらべ会（親の

会）で「元気の出る子育て」、

22 日は「さぽねっと小野」

講演会で「後輩たちに伝えた

い子育ての心構え」として働ける大人になるに

は、4 月 18 日は新潟いなほの会「社会で自立

するための子育て」のお話をしました。 

 新潟は初めてでしたので、講演の翌日、徹之

と新潟観光をしました。新潟駅で偶然にもＳＬ

の発車を見、信濃川をシーバス（遊覧船）に乗

船。ビールを飲みながら八重桜やチューリップ

満開の川辺を眺め、「新潟ふるさと村」を散策。また川を下って「朱

鷺メッセ」の展望台から日本海を眺めました。行きたかった「佐渡」

には、7 月中旬にまた新潟での講演を頼まれましたのでその時に。  

このように、超多忙な仕事のストレスを、講演＆観光旅行（＆ミュ

ージカル鑑賞）で解消して、心のバランスをとっています。 

さて、６月は 8 日に高知大学で、「高知県自閉症協会」主催の

講演会で「地域の中で生きる場を作り、自立に向けた子育てを考

えて」をテーマにお話し、翌日は主催者に案内していただき、大

好きな坂本竜馬記念館や高知城を見学しました。 

ＬＥＥ（20 年 5 月号）  
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日本各地への講演では、当地の歴史を知るためにお城を見学していますが、14 日の三原

市社会福祉協議会主催の講演会では、三原城跡を見学しました。

小早川氏のお城とのことで、福岡の実家の近くの名島城跡とも深

い関係があることを知り、１０年前８８歳で亡くなった父の手を

とって 後に行った場所がその名島城跡でしたので、感慨深く思

いました。 

 

15 日は「ＮＨＫハートフォーラム

in 滋賀」で、テーマは「発達障害者の

就労を考える」でした。講師の私は、

「働く人に育てる子育て～地域で生

きるための支え方」の話をしました。 

フォーラムの内容は、「和歌山県自

閉症協会」の大久保尚洋会長が、ご自

身のホームページにかかれていらっ

しゃいますので見てくださいませ。 

このフォーラムで、久しぶりに、も

う一人の講師の田中康夫先生（北海道

大学教授：ＪＤＤ会長）にお目にかか

れ、懐かしい北海道の友人たちの話題

に花を咲かせました。田中先生とは、先生が道立緑ヶ丘病院の精神科医長だった頃（１０年

以上前）の帯広での講演以来親しくさせていただいています。その講演会のメンバーで設立

された「オホーツクＬＤ＆ＡＤＨＤ＆ＰＤＤ懇話会」の顧問を私は田中先生と一緒にさせて

いただいています。この会の友人たちが毎年のように「北海道講演＆観光ツワ―」を計画し

てくださって、おかげで私と徹之のＱＯＬ（人生の質）がとても高まっております。（この

ツアーのエピソードは「明石通信」に何度も登場しています） 

 

さて、６月は、３つの大学で講義しました。赤塚先生から頼

まれて非常勤講師になった７,８年前からの立教大学（1６日）、

今年度からの上智大学（19 日）、昨年度からの浅野史郎先生の

慶応大学（24 日）の３校です。厚生労働省の専門官でいらし

た大塚晃氏（上智大学教授）から上智大学の講義を頼まれ、今

年度初めて伺いました。大学院生対象にお話しましたが、主任のＦ教授からお礼のお手紙と

著書が送られてきてびっくり、いただいたお手紙を見て、本当にうれしく思いました。 

三原城址  

高知新聞（5 月 9 日朝刊）   

新潟ふるさと村のチューリップ畑  
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 Ｆ教授のお手紙より。 

先日は貴重な講義をしていただき本当にありがとうございました。その後の食事の場でのお話

も、とても貴重な学びの場となりました。深く感謝しております。お借りしたＤＶＤをコピーさ

せていただきました。生活の積み重ねの中から、支援方法を工夫し、徹之さんと一緒に取り組ま

れたことで、今の生活が実現してこられたことに、深く感動いたしました。元気が出るというか、

無数の工夫の積み重ねの上の生活ということを深く考えました。院生たちにとっても、忘れられ

ない日になったと思います。（中略） 歴史の中での生活史であること、そして、一人の生活史

が社会を変える力となり、歴史を創っていくということも、深く考えさせられました。この手紙

を書いていると、先日の感動やＤＶＤの感動がよみがえってきます。本当にすごい力ですよね。 

母をなくしてうつ状態になっていた私ですが、この出会いで覚醒されたようです。 

気持ちを切り替えて、教育と研究に取り組みます。（以下略） 

 

お貸ししたＤＶＤに添えられたお

手紙です。一母親の私にとって 高の

賛辞で、感謝です。徹之の生き方が、

大学教授に感動と影響を与えたよう

で、お手紙を読みながら私のほうこそ

元気になりました。  

高校や大学での講義は、一言も漏ら

すまいと聞いてくださる親対象の講

演会と違って、障害の話なんて「自分

に関係ない」とばかり眠っている学生もいて、がっかりして疲労感がでることもあるのです。

しかし、教育関係者への影響は更に多くの方へ波及しますので、「理解し共感していただき

たい」と手を抜かないでお話しています。教育機関への講演はとても大事な機会なわけで、

この様な嬉しい感想をいただくと、エネルギー満タンです。講演（講義）も、話し手と聞き

手の共同作業ですね。 

 

6 月は、22 日に「静岡県自閉症協会」主催で、

三島で講演しました。静岡県は昨年の自閉症キャ

ンプで泊りがけの講演を含め、もう数回行ってい

ます。当時静岡県庁にいらした川上一郎障害者支

援総室長さん（現厚生労働省）が、私の本を読ま

れて、「イヤーすごい！！購入してよかったで

す！！！明石語録を並べるだけで、支援者や親の

会場風景（宮さま方の前で明石スピーチ中）  

スピーチが大型スクリーンに投影されて   
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テキストになってしまいそうな本ですね！！そのまま使えそうなところを、マーカーで塗り

たくっています。県健康福祉部のメルマガで、私は『自閉症と静岡』というエッセイを連載

しているのですが、『自立への子育て』を活用させていただいてもよろしいでしょうか？そ

のままテキストになってしまうような明石語録を、そのまま引用して、並べて今回の原稿に

してしまおうと思っています。よろしくお願いいたします」というメールが来て、びっくり。

もちろん喜んでＯＫしましたので、静岡で私の本を紹介していただき、読者が増えたようで

す。おかげで静岡での講演が増え、講演会に徹之のフアンがいっぱい来場されます（感謝！）。 

 

つい 近（６月２８日）、幼稚園から技能高等専

修学校（高校）まで一貫した「自閉症児を育てる治

療教育」で有名な、武蔵野学園の武蔵野東教育セン

ター主催「２０年度支援者のためのセミナー」で講

演してきました。「自立への子育て～自己決定を支

援する」が私に与えられた演題でした。 

徹之が高校に行ったのも、公務員になったのも、

彼が「自分の進路は自分で決める」ことができたか

らで、親の私が決めたわけではありません。 

もし私が希望したら、「子供の能力を考えないで、親は無理強いさせて」とか「親は高望

みをして」とか、「親のエゴ」と、非難されたことでしょう。私自身「無理な話！到底でき

ないよ」と思うことを、彼は希望するのです。「行きたい、やりたい」と「自己決定」し、

自分で決めたことには 大の「努力」するのです。そのチャレンジする姿に周りが共感し、

「支援」してくださるのです。私は値切るわけにはいきません。そして「思えば叶う！」な

のです。「鍵は自己決定！支援者は値切らない！」です。親は 高の理解者支援者になりま

しょう。親は、わが子が笑顔いっぱいで充実した幸せな人生を歩んで欲しいと思っています。

そのためには、「本人の思いを育て、その思いに寄り添う」これが子育てのポイントです。 

こうして思いが育った子どもは必ず「自立」しますもの。 

自己決定できる人になるのは、そう難しくありません。小さいときから「選ぶ」というこ

とを実践すれば、それが成長したとき「自己決定」になります。親が、自分が扱いやすいよ

うに、子どもの行動や進路にレールを引いたり、親が「面倒なことはしたくない」と子ども

の苦労（努力）を肩代わりしたりすることは、ちょっと反省！ 急がば回れです。少々面倒

でも、子どものサインを読み取りながら、一歩一歩丁寧な子育てをすると、成長したとき（親

は年をとる！）楽ができますよ。実践例を示しながらそのようなお話をしました。この講演

後、「本でも前向きになれましたが、今日お話を聞いてさらに元気になりました」と読者か

ら囲まれ本のサインや握手攻めに会い、講演会後には下記のようなメールもいただきました。 

明石洋子スピーチ（帝国ホテル
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徹之と同年齢の小野麻衣さん（小１年の母）からのメールより 

 

明石洋子さま 

  本日は憧れと感謝の気持ちでいっぱいの明石さんの講演を聴講することができ、大変嬉しく、幸せな気持ちで 

胸がいっぱいでした。この度は私の憧れであり、私を苦しみから救い、未来に明るく立ち向かっていく強く優しい 

理想の方、明石さんに武蔵野東学園教育センターでお目に書かれる幸運に、とても感激しています。  

 （中略 ・・・わが子が自閉症と分かりました）ネットで知れば知るほど先の未来に不安や恐怖感を抱き、マンガ

の光くんの母、東幸子さんのようにやれる自信も全くといってなく、打ちのめされ打ちひしがれていたとき、 

私が求めた救いは・・・・・・、 

 「私のように自閉症の子供を授かり、八方塞りで、もがき苦しむ気持ちを乗り越え、前向きに生きている 

先駆者のお母様に出会いたい。どこにいるのだろう・・・・（涙涙）。」 という気持ちで頭がいっぱいでした！ 

障害が現実化し、不安に駆られ、落ち込み、気も狂わんばかりの日々の中、明石さんの書籍『ありのままの 

子育て』を読みました。 そして私の理想の自閉症の母親像が早い段階で描けたのでした！！！ 

 私は多動＆自閉症の我が子とともに、世の中の無理解の中でも自らがあきらめずに動き、踏み出していく 

勇気とパワーをいただきました。自分でも驚くほど前向きに、この可愛くい愛しく、そして育てにくい我が子と 

やっていく勇気と決断をくださったのが、明石洋子さんと、私と同い年の明石徹之くんでした。 

明石さんに出会えなければ、今現在の幸せで前向きな私はいません・・・。 

私が始めた『自閉症の知識を広める草の根運動』の書類は、明石さんの文章の多大な影響を受けて 

おります。明石さんが何十年も前に実践してきたことを体感することができ、自分自身どんどん前向きになれ 

ました。明石さんがいらっしゃらなかったら、私はいつまで喪失感に浸っていたかわかりません。 

 明石さんとハルヤンネ＠奥平綾子さん、丸岡玲子さんとの対談に興奮したり、明石さんのＴＶは全部 

チェックしたり。 憧れの方との本日の出会いを一生忘れません。 明石さん、本当にありがとうございました。 

 

「くさぶえ９０号」から、その他のトピックス記事を、合わせて紹介します。 

    

 

 すでに、ホームページでも紹介されていますが、明石会長が

『第4 回ヘルシー・ソサエティ賞』を受賞され、  そのことが、『クロ

ワッサン』（特大号４／２５号 巻頭ページ）、『LEE』（5 月号 197 ペ

ージ）、『文芸春秋』（5 月号７０～７１ページ）に掲載されました。 

 障害や福祉の専門誌ではなく、一般の生活誌や文芸誌で自

閉症のことが取り上げられるのは、かなり珍しいことです。

障害をよく知らない一般の読者にも、自閉症・発達障害とは

何か、私達が何を求めているのか、理解していただけたらうれしいですね。  
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 また５月１７日（土）ＮＨＫ『土よう親じかん』（午後

９：３０～１０：００：ＮＨＫ教育テレビ）が放送され、 

この番組に明石会長が出演されました。テーマは「クラ

スメートは発達障害」。番組では、会員もインタビュー

に応じています。自閉症・発達障害の子供を持つ親の悩

みや、そもそも自閉症・発達障害とは何なのかを、明石

会長は、経験談を盛り込みながら、分かりやすく説明さ

れていました。障害を告げられ、途方にくれている親達

にとって、またその子に関わる人達にとって、一つの指

針になる番組だったのではないかと思います。 

 雑誌、テレビ、いずれも多くの人達が目にするものです。どうどうと自閉症である我が子のこ

とを語り、笑顔で地域の理解を求める会長に、大きな力を感じました。また、会員さんの番組協

力も実は今回が初めてではありません。川崎市からいろいろな情報が発信できるチャンスがこれ

からもどんどん増えていきそうな予感がしました。  （くさぶえの会 広報委員） 

  

3 月 6 日は「ジェイミーのコンサート」。ピアニストの小川典子さんが、自閉症や障害を

持つ子の親のために開催されているコンサートで、今年で 4 年目、第 6 回を迎えます。事

務局の竹内先生（歯科医）は第 5 期からあおぞら共生会の理事になっていただいております。

コンサートでは毎回、演奏前に自閉症のお話をさせていただき、市民の方々への啓発の機会

を与えてくださって、感謝しています。竹内先生のご好意で全員に「明石通信」と「あおぞ

ら」が配られています。（次回「くさぶえ」も） 

 今回のゲストは、徳永 二男さん。ＮＨＫ交響

楽団のコンサートマスターを努めるなど、人気、

実力ともに、日本を代表するヴァイオリニスト

です。近くで聴く生の音楽は心に響き、涙が出

そうになります。親の会の皆様もずいぶん参加

されるようになって、嬉しいです。 

 

 

3 月 11 日は、名古屋に異動される、ＮＨＫの「内多勝

康さんの壮行会」を川崎日航ホテル１０Ｆのレストランで

行いました。あおぞら共生会、くさぶえの会、東京埼玉千

葉等の親父の会、ジェイミーのコンサートのスタッフ、そ

れに浅野史郎氏、大熊由紀子さん、ぶどう社市毛研一郎氏、そして北海道から秋山孝二氏も

徳永氏･小川さん･竹内先生とコンサート会場

壮行会会場で（手品の余興）  
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駆けつけてくださいました。おいしい料理を食べ、思い出を語り、本職の手品の余興もあ

り・・・異色のメンバーたち皆おおいに笑い楽しみました。  

5 月 25 日、幕張ニューオータニでの「千葉県自閉症

協会」の感謝の会に、大屋会長より招待され、ご挨拶さ

せていただきました。同じテーブルの堂本知事に久しぶ

りにお会いし、徹之の近況も含め、川崎の権利擁護シス

テム構築の市民運動の進捗状況などお話しました。特に、

全国知事会の代表として障害者の施策にかかわられてい

らっしゃるので、川崎の権利擁護プロジェクトのアンケート結果の考察資料など「参考にし

たい」と言われ、お渡ししました。 

権利擁護（人権）問題といえば、4 月 16 日は雲仙の「南高愛隣会」（田島理事長）運営

の、罪を犯した犯罪者の退所後の支援センター「触法障害者・中央社会生活支援センター」

の開所式に松友了所長に招待され、蘭の鉢植えを抱えてお祝いに行きました。 

6 月 7 日の「全国障害者生活支援研究会（サポート研）」の一般公開セミナーも「罪を犯し

た犯罪者、その生きにくさへの支援」がテーマで、話題性があり、例年にない参加者でした。

サポート研の事務所が我が家（セソール６０８号）に越してきましたので（19 年 1 月から）、

理事として積極的に係わらなくてはと思っています。 

その他、「（仮称）かわさき権利擁護支援センター」設立準

備会や「要援護者のための防災ガイド」改訂版（川崎）、「自

閉症者のための防災マニュアル」（日本自閉症協会）の作成

に係わっていますが、詳しくは、会報「くさぶえ」90 号や

近いうちにアップする親の会のホームページを見て下さい。 

 後に、「明石さんのストレス解消法は？」といつも質問

を受けますが、その答えの「講演旅行とミュージカル鑑賞！」

のミュージカルの話を。2 月から観たミュージカルは、ウエディングシンガー（井上芳雄）、

ファントム（大沢たかお）、レベッカ（山口祐一郎）、ルドルフ（井上芳雄）です。 

その他、宝塚（花組）も 2 度ほど観劇。 

特に、芳雄君は福岡の友人の息子さんで、初

舞台の「エリザベート」（2000 年）から応

援しています。7 月から 9 月は、帝劇で「ミ

スサイゴン」に出演されますので、楽しみに

しています。では皆様もお元気で、これから

も応援、どうぞよろしくお願いします。 

内多氏に徹之花束贈呈を   

私の愛する家族です！（授賞式の帰りに）  

ルドルフの井上芳雄君の楽屋にて 


