
２００９年７月２６日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第１６８０号 付録 
 

 
 
 

1

 
明 石 通 信 

発行責任者 明 石 洋 子 
   

                            ２００９年 ７月 ２６日 発 行    

 

 
 
 
 
 

 
 

皆様ご無沙汰しています。超多忙な 1 年でした。明石通信を、1 年ぶりでやっと発行で

きました。この 1 年の盛りだくさんのエピソードを超特急で、いくつかお話しましょう。 

1番のニュースは、徹之の４回目の異動です。新しい職場は川崎市立夢見ヶ崎動物公園です。 

4 月 5 日開

催の、川崎市

民 プ ラ ザ で

講 演 し た パ

ワ ー ポ イ ン

ト（PPT）を

ご 覧 下 さ い

（左図）。会

場は、左上の

タ イ ト ル 横

の PPT の写

真、彼が 5

歳 の と き 遊

び に 行 っ て

いた「ふるさ

と劇場」です。

当時はそこで、将来彼が講演をするなど考えもしませんでしたね。川崎市自閉症協会主催の

「ようこそ自閉症ワールドへ」で徹之がスピーチした時のスクリーンに映し出した PPT10

枚の内の 2 枚をこの紙面に載せました。このスライドように、彼は、4 度目の職場、「川崎

市夢見ヶ崎動物公園」に異動になり、元気に楽しくお仕事しております。この暑さでダウン

しないか心配ですが、幼児期超多動で走り回っていた園内を、今は丁寧にゆっくり掃除をし

ています。徹之のエピソードも使われた「僕が歩く道」のドラマを見て以来、「次は夢見ヶ

崎動物公園に異動します」と自己決定し、彼の熱い思いがまたまた周りを動かして実現でき

4 月 5 日自閉症啓発イベント徹之講演ＰＰＴ（市民プラザにて） 

皆さんこんにちは。ぼくの名前は
明石徹之。現在３６才、川崎市の
公務員です。明るく元気に働く

大人です。
３月までは、老人福祉センター
長寿荘で、働いていました。
この４月に、異動になって、
夢見ヶ崎動物公園で働いています。
夢見ヶ崎動物公園は、ぼくが

こどもの時、毎日お散歩した
り、遊んだりしたなつかしい
場所です。
夢見ヶ崎動物公園で働く
ことができて、嬉しいです。
お仕事がんばります！

　

（３歳の超多動の徹之）

夢
見
ヶ
崎
公
園
散
歩

徹
之
６
ヶ
月
（３
６
年
前
）

夢見ヶ崎動物公園（初仕事の日）

　　　　右と同じ場所で

　「明るく元気に働く

　　大人になります！」

　　と自己決定して・・・
ぼくの希望！

　　「地域に生きたい、家族とともに、

　　　　みんなといっしょに・・・、

親亡き後も、

地域で暮らす！」

川崎市職員（夢見ヶ崎動物公園勤務）　明石徹之

～そして僕はひょうきんな公務員になった～

平成２１年４月５日　ようこそ自閉症ワールドへ　（川崎市民プラザ）

市民プラザにて弟と（３０年前）

ありのままにあたり前に地域に生きて
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ました。彼の仕事振りが早速、4 月１０日（金）夕方の「ＮＨＫ首都圏ネットワーク」、4

月 18 日（土）朝の「おはよう日本」（全国版）で、「自立の道、見守られながら」と題して

10 分間の特集として放送されました。本当に、皆様から多くの温かい支援を受けながら、

「働いて楽しむ」、本人主体の人生を送っています。職場の皆

様をはじめ、徹之に関わってくださっています多くの方々の

ご理解とご支援に、心より感謝しています。 

 

「社会福祉法人あおぞら共生会」の方は、本部が、昨年 5

月 14 日に、元木町から京町商店街の一角に引越し、新しい

地域の方々との交流も順調です。（注）まだ旧住所にお送りの方は、住所変更よろしくお願

いいたします。宅配便メールは届きませんので、よろしく（川崎区京町１－１６－２５）。 

さて、法人の話をしましょう。今まで長い間の世話人主導のケア（グループ）ホームでし

たが、複雑で難解な障害者自立支援法の請求事務を本部がすることで、おのずと各ホームご

との会計も本部が把握でき、法人主導の運営となり、監査時の指導のおかげで改善すること

ができました。｢施設から地域へ｣になり、ニーズが大になったケアホームは、増員（３カ所

のホームは 4 人から５、6 人）と新設（ケアホームボイス 5 人）を行い、ケアホームの利

用者も２６人になりました。利用者の中には、親もなく、家族の支援もない（契約書の身元

引受人の欄が記入できない）方もいらして、成年後見の必要性を痛感します。 

 

この点、１年半前（平成 19 年 10 月 13 日）に、「Ｎ

ＨＫハートフォーラムｉｎ川崎」を開催した際、登壇

してくださったシンポジストの方々を中心に、川崎市

内の５つの親の会が連携して、「ＮＰＯかわさき障が

い者権利擁護センター」を 21 年 4 月 6 日に設立し

ました。川崎市市民ミュージアムで、星野富弘展と平

行して、6 月 14 日(日)曽禰副市長他来賓の列席の元、

記念式典・講演会を、次いで 6 月 21 日(日)小川典子さんの記念コンサート開催し、この式

典の様子がＮＨＫニュースでも報道されました。 

当初、記念講演は浅野史郎氏

で、案内チラシも配布済みで

したが、5 月下旬、奥様から

｢浅野が白血病の治療のため

に 6 月に入院をするので、

申し訳ない」と講演キャンセ

ケアホームボイス（セソールファーストピア 212 号） 

NPO 設立記念式典&講演会 

記念コンサート（小川典子氏） 
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ルのお詫びのお電話が入り、驚愕しました。まだマスコミ等には内密にとのことで、代わり

の講師の方への依頼に、相手を驚かせてしまう羽目に。結果、大石剛一郎弁護士（あおぞら

共生会の監事でもあります）にお願いいたしました。浅野さんからは、病状をつぶさに書か

れた近況報告メールを 10 通ほどいただきました。7 月 24 日にお見舞いに伺いましたが、

東大医科研付属病院で、抗がん剤投与の治療中。次回が第 2 クールの 3 回目で第 3 クール

まで化学療法を続け、骨髄移植の準備段階に移行とのこと。吐き気、発熱、食欲不振、脱力

感等の副作用にもめげず、ポジティブシンキングで闘病生活を送っておられます。外からの

感染が一番怖い病気なので、面会にも制限があり、浅野さんにとっては人と自由にお話が出

来ないことがつらいかも？白血病に打ち勝って、早く元気な姿を皆様の前にと願っています。

奥様からも｢今は、骨髄移植のぴたりあうドナーが出てくるのをただただ祈っております｣と

のお手紙も頂きましたが、ぴったりの白血球の型（ＨＬＡ）

でないと骨髄移植も危険度が高いので、コロニー雲仙の田島

良昭さんが｢浅野史郎さんに支援を！骨髄バンクへの登録お

願いします｣と皆様に呼びかけられていらっしゃいます。ドナ

ー登録できる年齢が、「18 歳以上、54 歳以下」なので、該

当しない（残念！）私はドナーになれませんが、読者の皆様、

登録お願いいたしますね。 

日本骨髄バンク TEL 0120-445-445 

さて、NPO 設立に関して成年後見制度について。今私は、｢市民後

見人養成プロジェクト｣の第一期生として、東京大学で学んでいます。

3 月 20、21、22 日の 3 連休に基礎講座がスタートしました。来年

の 3 月まで、125 時間の｢学習｣です。東大での講義のほか、成年後

見制度の実態把握や、認知症や知的障害者等の本人理解、体験学習な

ど、宿題やレポートが盛りだくさんです。固い頭も柔らかくして。 

措置から契約になった今、成年後見制度は不可欠ですが、まだまだ

一般市民への啓発がされていなく、今のところ専門職後見と親族後見

が主。しかも高齢者の財産管理が主で、特にわが子を始め親亡き後も

安心して地域で生きるためには、権利が侵害されないなど身近な見守り等の身上監護が必要

になります。このような後見ができるためには、市民後見・複数後見・法人後見が必要とな

るでしょう。現在認知症のお年寄りの方が 100 万人以上とも言われ、高齢化社会になって

年々増加、それに判断能力に問題があって支援が必要な障害のある方を合わせると、「後見

制度 200 万人の利用」が言われます。①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重。③

身上保護の重視、という新らしい理念のもと、市民後見の必要性は不可欠なものとなります。

「NPO かわさき障がい者権利擁護センター」は、将来その役割を担いたいと設立しました。

雲仙で浅野史郎氏と徹之 乾杯！ 
東大社会人講座受講中 
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親亡き後もわが子が安心して地域に暮すために、市内 5 つの親の会はこの大仕事をがんばっ

てやりぬきたいと考えています。皆様のご理解ご支援のほどお願いいたします。先日の３連

休（7 月 18、19、２0 日）も東大で実務講座の授業で、すっかり学生気分になりましたね。

政嗣の東大在学中は、一度も（入学式も卒業式も）入ったことがないキャンパスですが、例

の学生運動の拠点の安田講堂に入ったり、学生達と学食を食べたり、この環境を楽しんでい

ます。学内を散策しながら政嗣がこのキャンパスで、当時どのようにすごしていたのか、い

まさら「当時はほったらかしだったなぁ」と反省してしまいました。でも大学院生の政嗣が

母親がべったりもおかしいもので、ほったらかしは当然といえば当然ですが・・・。 

 

さてあおぞら共生会の話に戻りましょう。市単事業の「地域活動支援センター」であった

「ぞうさん」を自立支援法の「就労継続支援Ｂ型事業」に移行し（「あおぞらハウス」は地

域活動支援センターのまま）、利用者数や利用日数、ＳＲＣ(佐川物流)での就労日数等に応じ

て毎月報酬が変わる「個別給付」に代わり、ケアホームと同様（ＣＨは更に程度区分も複雑

に関与）、申請事務が増大、苦労しています。また、親からの強い要望で、放課後や長期休

暇支援等を行う日中一時預かりの「あおぞらの街エコー」と地域型相談支援を行う「あおぞ

ら地域支援センター：いっしょ」の新事業を 4 月から始め、あおぞら共生会は、いまや１１

の事業を行っ

ています。 

私は、当初

は福祉サービ

スの提供者に

なるつもりな

ど毛頭ありま

せ ん で し た

（本業は薬剤

師）。ただ徹之

が自己決定し

た希望する定

時制高校に行

くには、日中

活動の場の保

障が不可欠で、

笑顔いっぱいで社会参加できる、当時は例がなかったサービス業のやおやの「あおぞらハウ

ス｣を平成元年に設立したのです（同時にボランティア団体として｢あおぞら共生会｣設立）。 

入所施設
３つが完結

限定された人の支援

必要なサービスがないなら
自ら欲しいサービスを作ろう

１１の事業所　展開中
①日中活動の場　あおぞらハウス・ぞうさん

②暮らしの場あおぞら・あすか・ウイズ・みらい・ボイス

③地域生活支援SC居宅介護等・発達相談室・一時預かり

　　　　　　　　　　　　　　地域生活支援センター「いっしょ」

　　　　　　地域生活必須の
　　　　　　三点セット

施設から地域へ
措置から支援に

参加する権利へ

保護される権利から

徹之が「自分らしく地域で生きる」
を保障するシステム作り(ソフト）

徹之が「自分らしく地域で生きる」
を保障するシステム作り(ソフト）

地域発地域支援（自助努力　経済基盤軟弱）

Ｈ．２１．４　かわさきがい者
権利擁護センター設立

＋権利擁護

あおぞら共生会の目標：　地域生活必須３点セットの充実を図る。　　　　
　しかし現実は、サービス単価切り下げと事務量の増大で、弱小法人は四苦八苦！　

地域で
あたりまえに暮す

あおぞら共生会の１１の事業
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「地域で生きる」をモットーにしましたので、生活ホーム（グループホーム・ケアホーム）

やサポートセンターなど、わが子の成長に合わせて必要な、欲しいサービス、すなわち「地

域発地域支援」を次々と作らざるを得なかったのです。人材不足の昨今、自ら直接実地業務

に携わらざるを得なくなって 3 年、サービス管理責任者の業務のほか、法人の利用者や地域

の方々の相談支援が増え、また本部の膨大複雑な事務作業に、毎日があっという間に過ぎ、

最近は一段と年をとるのが早く感じられます。 

今年は、６軒の住居に２人～６人のグループで暮しているホームの利用者と世話人・生活支

援員また請求事務等をしている本部職員の連携を強化するため、新年会や旅行を行いました。 

安定した運営には、採算性を考えた経済的基盤の確保と、熱い「思い」を共有できる優秀な

人材の確保、この両輪が不可欠ですね。今後も研修や親睦をして共通の理念に向かって、モ

チベーションを高めたいものです。 

「親亡き後、入所施設でな

い選択肢を」という親の思い

は、年々強くなっており、「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

当初の理念の実現に向かって、

２０年、これからも仲間の親

たち、理事、評議員そして賛

助会員の皆様のご協力ののも

と、努力いたしますので、読

者の皆様もどうかご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

さて、次は「川崎市自閉症協会」活動の現状を 

ご紹介します。 

平成１８年４月に私が会長をお引き受けして４

年目になりました。地区活動や体育訓練会、生活

訓練会、作品展実行委員会、アートスクール実行

委員会、広報部の従来の活動に加え、総会でのお

約束どおり、ホームページのアップ、情報交換や

研修会や懇親会など会員相互に自由な活動する、

「バンビグループ」（小学生以下の子を持つ親）

の充実、新設した「つばさの会」（中学高校生の子を持つ親）、「トライアングル・ｋ」（高機

能グループの子をもつ親）、川崎おやじの会（父親グループ）等が、現在活発に活動してお

ケアホーム全体で一泊旅行（鬼怒川温泉） 

山下氏、うすい氏と私、イベントの 

打ち合わせ（新保氏撮影） 
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ります。昨年、成人になった特にカナータイプの古典的自閉症といわれる子を持つ親から、

「古い会員ために何をしてくれるの？」との強い要望に応えて、「シフトの会」（抱え込まな

いで、地域にシフト＝託す）を立ち上げました。私を含め前述の「ＮＰＯかわさき障がい者

権利擁護センター」等の活動を担当し、今年度アンケートをとって会員のニーズを把握し、   

作業所やケアホーム、生活支援など、「あおぞら共生会」が実践した事業を、親の会で出来

るよう、その下地つくり（後継者養成）を考えています。 

川崎市自閉症協会の活動の特記事項は、4 月 5 日に

川崎市民プラザで開催した「自閉症啓発イベント」を    

              ご報告しましょう。  

平成 17 年 4 月に、「発達

障害者へのサポート」と

さらに「発達障害に対す

る社会の理解を広げる」

ことを目的に『発達障害

者支援法』が施行され、２年間（１８，１９年）

AC 機構（公共広告機構）が「自閉症の理解を」

のキャンペーンを行いました。親の会としては、

行政及び市民の方々に自閉症への「理解と支援」

をお願いするいい機会になりましたので、会長になっての３年間、各種講演会やフォーラム

開催し、啓発活動に力を入れてきました。さらに、国連が「４月２日を世界自閉症啓発デー」

と制定し、日本でも啓発活動が進むようにと、４月２日からの１週間を「発達障害啓発週間」

としましたので、川崎市自閉症協会では「ようこそ自閉症ワールドへ」と題して啓発活動を

しました（１頁に徹之の講演内容ＰＰＴ記載）。国連バン事務総長のメッセージの「ポジテ

ィブな認識を広げよう」と趣旨に沿って、自閉症を楽しく知っていただくための、「講演・

ライブ・映画」と３部作の楽しいイベントです。川崎市民プラザのふるさと劇場（５００人

定員）に、砂田副市長はじめ行政の方や北海道、仙台、名古屋等遠方からも、立ち見が出る

ほどの多くの方々が来てくださり、発達障害者支援法議員連盟の尾辻会長や福島事務局長の

先生方からの祝電もいただきました。ＮＨＫ等マスコミにも広く映像が流れ、徹之他出演者

のドキュメント番組なども作られ（４月２日から５月１９日まで、計１０回放送）、本当に

最高の啓発活動ができました。詳しい内容は下記の方々のホームページやブログをご覧くだ

さい。〔年度末にイベント報告集を発行します〕 

うすいまさと氏コンサート：http://ch.panasonic.co.jp/index.html?contents=01046 

新保浩氏の「そよ風の手紙」：http://www.cam.hi-ho.ne.jp/shimbo/ 

山下久仁明氏の「お散歩行ってもいいよぉ」：http://bokuumi.cocolog-nifty.com/ 

イベント舞台裏（新保氏撮影）

ぼくうみ主演の伊藤君と内山先生と  

「脳の歌」のうすいまさと氏と
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名古屋からの参加者の荻野ますみ氏「こうくんを守れ」：http://koumama.seesaa.net/ 

川崎市自閉症協会「くさぶえにようこそ」：

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

 

さて、前回の明石通信（20 年７月 5 日）

発行日以降の、１年分をご報告します。 

７月５日、大江戸温泉物語日光霧降での

栃木県内民生児童委員＆行政職員対象の

講演。会長さんが檀家とかで、日光の有名

なお寺めぐりができ、感激！ ７月１２日、

待望の佐渡での講演&観光を。言葉の教室

の香遠先生が報告集を送ってくださいま

した。翌１３日は新潟での講演会。佐賀医

大の学生ボランティアだった斉藤さん（今は立派なお医者様）と２４年ぶりに会って感激！

そして１９日、２０日は第２０回日本自閉症協会の全国大会が熊本で開催。初めて日本自閉

症協会の全国大会に徹之と参加しました。徹之は第４分科会（本人達登場）のシンポジスト

で登壇、私は座長の役目です。会場の様子は、日本自閉症協会の企画編集委員として、私も

書きました自閉症協会の会報｢いとしご｣の全国大会報告より、一部ご報告します。 

 ・・・２０回大会のメインテーマは「啓発と支援」。今年から４月２日を国連が「世界自閉症啓発デー」

と定めたタイミングとマッチして、「啓発」と｢支援｣を考える実り多い全国大会になりました。最初に登壇

した、明石徹之氏は｢僕は僕らしく生きたい｣と、事前に用意されたメッセージを読まれ、堂々と自分の思い

を話されました。「自分らしく生きる」には、自分がしたいことをさせてもらえてはじめて可能になります。

｢高校に行きたい、清掃車に乗ってお仕事したい｣と、自分の進路を自分で決めたので、一生懸命がんばった

そうです。知的障害があっても、自分の意思で行動できれば無限の力を発揮できるのですね。その努力する

姿勢に、周りの人は共感し支援の輪が広がって、前例がなく不可能と思えたことが可能になり、現在川崎市

職員として１６年目。キーワードは｢自己決定｣。子育ては「思いを育て、思いに寄り添う」こと。当事者の

思いに寄り添うとは、｢障害があるあなたには無理よ｣と値切ることなく支援することなのでしょう。｢僕が

自己決定したことを支援してください｣と彼が３５年間の生き様を話している間、壇上のスクリーンには、

｢必要な支援とは？徹之とともに歩んで学んだこと｣の１２枚のパワーポイントスライドが映しだされまし

た。大会テーマである｢啓発｣のノーマライゼーションの意味や、「支援」の実際、特に本人がわかるコミュ

ニケーションのとり方や自己決定できる力をはぐくむ方法などの説明がなされました。徹之氏は｢お仕事が

んばります、の次は、結婚がんばります。皆さん応援してください｣とのメッセージで結び、会場から割れ

んばかりの応援の拍手がありました。・・・ 

 

徹之のスピーチ（バックのＰＰＴは私の説明文） 

懇親会 出演者を囲んで 



２００９年７月２６日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第１６８０号 付録 
 

 
 
 

8

全国大会で熊本に行くことが決まった時、以前から｢交通費が出せないので、九州に来ら

れる時についでに来て欲しい｣と言われていた若いお母さんのご要望に答えようと、翌２１

日福岡県若宮市に行くことにしておりました。２０名弱の小さな会で、お好み焼きやさんで

座談会の予定でしたが、若宮市の教育委員会の方が５月１７日のＮＨＫ教育ＴＶ「土曜親じ

かん」（クラスメートは発達障害）に出演した私を見られたようで、教育委員会でポスター

まで作られていて大講演会になってビックリ！ 人口数万人の市ですのに、市長さん、職員、

議員さんはじめ５００人の市民の参加がありました。お母さん方は大喜び。議員さんも参加

の交流会場はお好み焼きやさん。徹之の大好物、おいしかったです！ ７月２４日は、福島

で特別支援教育の講演。その後、３月からの「下血・貧血」の原因を除くため８月５日から

１４日まで入院、８月は静養の月でした。ただ先約の県立飛騨特別支援学校の講演会があり、

せっかくの高山観光はお断り、講演のみで残念でしたが・・・。後で送ってくださった飛騨

牛のおいしかったこと！ ３１日は下関での講演会に徹之と。徹之同行は荷物持ちも兼ねて

くれるので助かります。下関観光をし、川棚温泉に泊まり私はすっかり元気回復、感謝です！ 

さて、９月に入り、１３、１４日と「全日本手をつなぐ育成会」の全国大会で札幌に。第１

分科会｢育む｣で、私は基調講演、徹之は本人提言者。「相談したいことがある」とご連絡く

ださった北海道の方（就労関係者や家族等）にも、大会でのお話を

聞いていただき、講演後ご相談にのりました。 

９月１７日は、静岡での「全国知的障害関係施設職員研究大会」（福

祉協会全国大会）で、第１分科会｢地域に生きる今そして未来｣の発

表者&シンポジスト。宿舎のホテルセンチュリー静岡も素敵な宿で

した。２０年度は、大きな組織の全国大会に講師として呼ばれるこ

とが多い年でした。どれも報告集が作成されましたので、記念にな

ります。その後、２７日足利市子育て応援ネット、 

１０月１１日川越市、１５日大田区の講演会と、何度か講演依頼を受けている都市の講演が

続きました。 １０月は、２１,２２日秋田県教育委員会 ２４,２５日青森県発達障害支援

センターの講演があり（２３日は川崎で会議でいったん帰宅）、東北旅行を楽しみました。

秋田は、県教育委員会依頼で１月に講演しましたが（角館、男鹿、五能線沿線も観光）、１

０月に再度講演依頼があって嬉しかったです。津軽半島に初めて行きましたので、太宰治記

念館（斜陽館）など観光しました。後は下北半島かな？ 

 １０月２７日相模原養護学校、１１月７日

仙台市職員研修会、翌８日は同親の会、９日

は北九州市人権講演会、１３日は名古屋市職

員研修、１６日は豊田市福祉事業団の講演会

と続きました。名古屋市や愛知県からの講演

育成会全国大会会場ホテルロイトンにて   

青森の講演会後、会場にて 
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依頼が最近多くなりましたが、徹之は久しぶり。豊田市こども発達センター公開セミナーの

基調講演は、「ありのままに地域に暮らし、自分で決める人生～徹之さんの今までとこれか

ら～」と言う徹之の生き方がテーマです。徹之は久しぶりの名古屋でしたので、２０年４月

に名古屋放送局に異動になった大好きな内多勝康さんを、職場に訪問し、「中学生日記」等 

 

スタジオ見学しました。 

また、常滑市のトイレパークも見学、大喜びです。１１月１７、１８日は、鹿児島保健福祉

大会で、鹿児島に。一般市民１０００人対象の福祉大会で、マスコミの取材も受けました。

その中、徹之は以前伺った鹿児島読売ＴＶ（ＫＹＴ）のスタジオ見学も。当時番組を作成さ

れたカメラマンさんとも記念写真を撮りました。桜島に面したホテルに泊まり、徹之はテラ

スから桜島の絵を描きました（しかもＮＨＫ大河ドラマの篤姫も配して）。県の方が、「来年

作る療育センターにこの絵が欲しい」と徹之から貰っていましたね。篤姫館や城山公園など

ご案内くださり、今回も感謝です！また伺います。 

１１月２２日は埼玉県松原学園、数年前に私共が韓国で講

演した時に聞きかれた方（結婚して日本に）等参加の皆様

から嬉しい感想文を頂きました。１２月７日は市原市「障

害者の日」の講演で、市長も参加され市民対象に。講演後

は各障害者団体との交流もしました。この市原市の講演会

ポスターとチラシは、他の講演会の参考に使わせていただ

いています。１２月８日（と１月１３日）は県立川崎高校

の定例（年２回）の講義、ボランティア勧誘にもなっています。１２月１０日は鶴見養護学

校（もう５回目かな？）、１４日は横浜市鶴見区の若い親御さんの会「たきあす」講演会（こ

こも４回目？）、１９日は川崎市幼児教育センターで市療育センター主催、地元の川崎の若

いお母さん方に元気になっていただくために、エネルギーを注ぐ大切な講演会です。年末、

１２月２６日の調布市教育委員会で、２０年は終了しました。 

２１年になり、最初は、１月１２日「第３回日本職業リハビリテーション学会関東ブロッ

ク大会」（池袋）で、「全国の自治体の知的障害者雇用についての調査結果と子育て経験と就

労支援エッセンス」と言うテーマで依頼されての講演。１４日は、｢ユニバーサル社会を創

造する次官プロジェクト（勉強会）｣で、自立支援法がらみで、自閉症や就労や地域生活に

ついて、１時間半のプレゼンテーションをしました（PPT１枚目添付します）。会場は財務

ＮＨＫ名古屋放送局  

城山公園から桜島をバックに 

  常滑市トイレパーク  豊田市こども発達センターの先生方と 
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省次官室、厚労省はじめ国土交通省等、各省庁の次官さんたち３０名の前で、緊張しながら

も言いたいことは言えました。皆気さくな方々ばかりで、熱心に聞いてくださりホッ！ 日

ごろ机上で企画されている方々に、実態をお話できる機会を与えていただき、感謝します。

それにしても、年

頭から難しい講

演ばかりでした

が・・・。 

１７日は、群馬県

藤岡市かんなの

里の講演会（４０

０人対象）、１８,

１９日と福岡県

自閉症協会主催

で久留米で講演。

徹之のハプニン

グだらけの旅行

でした。 

２４日は国立秩父学園の５０周年記念シンポジュームによばれました。講師は、大塚晃、大

屋滋、玉井邦夫各氏と私、なんと４名全て親で、｢健やかに育てるとは｣と言うテーマで、シ

ンポジューム。旧交を暖めました。１月２５日は静岡県袋井市、若い親御さん方ががんばっ

ています。１月２８,２９日は４回目の徳島（阿南市）、以前は橋から見下ろした鳴門海峡で、

渦潮の時間でなかったのですが、今回は船上から渦潮体験、感激でした。１月３１日～２月

１日は、私も理事をしているサポート研の研究大会（全国大会）。例年通り、全体会の接待

役と、分科会の総合司会をおおせつかっています。 

２月は、４日鎌倉市あおぞら園（療育センター）、７日羽村市での講演会、１２日川崎区ひ

だまりの会講演会｢親として出来ること｣というテーマで、若いお母さん方にエネルギーを満

タンに。そして２月１４日１５日は、｢九州・山口地区自閉症研究協議会第３３回佐賀大会｣

に徹之と呼ばれました。１７年前の同研究会の沖縄

大会が私の人生初の外部での講演でした。平成４年

１月末に公務員合格通知を頂き、数日後のこの大会

のシンポジュームで対外的に初報告し、その記事が

沖縄タイムスにも載りました。全てにおいて、記念

になる研究会です。今回大会会長になられた古賀靖

之先生は。徹之が佐賀時代（小学校時代）通ってい 古賀先生と  

　　　｢働く人｣に育てる子育て

　～自閉症の子どもの自立への支援を実践して～

ありのままの子育て表紙（徹之画）

徹之２６歳、大師高校で講演

親のエネルギーはわが子の笑顔
親は最高の理解者・支援者に

「人が好き」になる子に
地域の人から支援を

川崎市自閉症協会（川崎市自閉症児者親の会）　会長

社会福祉法人あおぞら共生会　副理事長　　　明石洋子

平成２１年１月１４日　ユニバーサル社会を創造する事務次官PJ(財務省）
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た国立肥前療養所の心理の先生。大好きな佐賀の皆様にお会いできるのが嬉しくて喜んで伺

いました。会場には小学校時代の恩師園田先生や学校の友人達、親の会の親御さんたち、引

退された方々も集まってくださって、本当に懐かしく嬉しかったです。 

              徹之は、小学生時代「トイレ探検」（「トイレ荒らし」といわ

れた）した県立病院好生館のトイレ確認などもしました。

また通学していた赤松小学校の跡地に｢佐賀城本丸歴史

館｣が建設されていて見学。佐賀の歴史やお雛さまなど

飾ってありました。この２日間、徹之は「徹之の歴史」

と言って、超多動時代すごした佐賀の町を、1 つ 1 つ再

確認しておりました。徹之にとっても私にとっても、な

つかしい故郷、佐賀です。まだ自宅も佐賀市木原に残し

ておりますので・・・。 

さて川崎に戻って、１

７日川崎プラザ橘市民自

主学級講演（親の会会員

の自主運営に協力）、１９

日川越市あけぼの児童園（この通園施設は３回目）、２月２０

日～２２日は、恒例になった楽しいイベント「アメニティーフォーラム（大津プリンスホテ

ルにて）」。今年は、｢子育ての楽しさ・難しさ｣と言うテーマで、村木厚子氏（厚労省局長）、

久保厚子氏（滋賀県育成会会長）と私の３人の母親の鼎談。村木さんが今、囚われの身であ

ること、全く信じられません。とても残念に思います。村木さんとは、このアメニティーで

８年前位にご一緒して以来、お付き合いさせていただいております。障害者の就労や自立に

とても熱心な方で、４月５日の自閉症啓発イベントにも賛同してくださり、厚労省の専門官

の方々も来ていただきました。村木さんは、机上でなく時間が許す限りどの場にも出かけて、

分け隔てなく相手の話を聞かれます。立場や意見が違う相手にも付き合い、自分の考えをき

ちんと述べる、筋の通った行動をされる方です。威張らず、迎合もせず、今回の事件のよう

な不正な手段を用いる方ではないと信じています。 

３月は、社会福祉法人むそうから講演依頼があり「ラッキー！」と即ＯＫ。研修に伺いた

い所でしたので、前泊して、活動をつぶさに見せていただきました。あおぞら共生会で、見

習いたいことばかりでした。勉強になりました。さて３月は、徹之の異動があるための準備

も必要で、講演会は１ヶ所で終了。４月も、異動先への挨拶他、徹之の環境整備（あたらし

い環境に対してチャレンジできるためには暮らしや心の安定が必要）と思い、講演会は休止、

再開は５月１９日、川崎自閉症協会の幼児小学生グループ｢バンビの会｣の第１回の会合時に、

２１日は幸市民館家庭地域教育学級の講演と、近場から講演会をスタートしました。 

梅田さんと（川崎時代から 

の友人、佐賀親の会副会長）

佐賀城歴史館にて  

園田先生と 
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下の写真は、３月長寿荘の送別会に迎えに行った時の写真です。４月放送のＮＨＫ総合Ｔ

Ｖ「自立への道、見守られて」で徹之と職場の方々のやり取りを拝見して、涙が出るくらい、

皆様の温かいまなざしがとてもありがたく嬉しく思いました。最初は違和感があっても、

日々付き合うことで、徹之を知って理解して、支

援する人になっていただいていることが良く分

かり、心より感謝しています。｢地域で生きる｣

ことで、出合いふれあい、心のバリアフリーにな

り、真のノーマライゼーションが実現するのだと

再確認しました。本当にありがとうございます。 

 

では、講演会の続きを。 

５月３０日の名古屋から、遠方の講演会がスタートです。朝日新聞社ホールで、朝日新聞

と｢社会福祉法人あさみどりの会｣共催の講演会は、もう４７回目とのこと。理事長の島崎春

樹氏の活動は先駆的で、頂いた４冊の本を読んでいたら、毎日新聞の論説委員の野沢和弘さ

んの当時の若々しい手記などありましたね。（野沢さんには読んだよと報告済） 

  

６月は、１１日に朝霞市家庭教育学級、２３日に、大妻女子大多摩キャンパスで、｢第１１

回大妻女子大学人間関係学会｣での講演を内山先生から依頼されました。４８７名の参加者

の前で、徹之と講演しました。写真のように、大勢の女子大生の前、私でさえも緊張しまし

たが、徹之はきら きらした若い女性の視線を受け、緊

張したのか、途中 で抜け出したり・・・。 でも交流

会では、皆さんに 囲まれてカメラに収まっている笑

顔は、もう最高！ 

 

これらの写真と一

緒に感想をお送り頂きましたが、「自閉症をポジテ

ィブに見ることが出来た。偏見が代わった。人生の

豊かさとは・・考えさせられた。自分の視野が広が

った。大事な勉強をさせていただいた」等、２００

大妻女子大 学会記念講演 会場風景  

長寿荘の職員の皆様と

小川浩先生も一緒に  

女子学生に囲まれて
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人以上の方々から嬉しい感想を頂き、かえって元気を頂きました。 

７月は、２、３日と広島市西部こども療育センターの講演会。ここは２年前に私の講演を聞

かれて、「ぜひとも徹之君と一緒に」とセンター長からの依頼でした。夜の講演会で、保護

者のお父様方も参加されていました。先日届いたお手紙に、｢昨日は、素敵な御講演をあり

がとうございます。参加された方々は、御講演の内容、徹之さんの生き方に、感動されると

ともに柔らいだ表情から、幸せなひとときを過ごされたのではないかと思いました。職場の

朝のミーティングでも、スタッフの表情の変化、雰囲気の変化があり、たくさんのエネルギ

ーを頂いたように感じました。短い時間でしたが、お二人に接していて、《人を幸せにする

オーラ》が漂っているように感じました。本当にありがとうございました（以下略）・・・｣

と、書かれていて、とても嬉しく思いました。皆様が元気になって、地域を耕し、心を耕し

てくださることを願って、これからも徹之ともども出来る範囲で、日本各地に伺いたいと思

いました。この様な嬉しい感想やお礼のお手紙をいただくと、エネルギー満タンです。 

その他の活動や近況をいくつか書きましょう。 

最初に「ジェイミーのコンサート」の２回の開催について。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５年目になります。 

明石通信の前号には、第６回のゲストのバイオリニスト徳永氏の話を書いていますが、益々

著名な音楽家が登場です。１１月１９日、第７

回ゲストは声楽家の鮫島優美子氏を、６月４日、

第８回ゲストはピアニスト田部京子氏をお迎え

してのコンサートでした。コンサートのちらし

には徹之と一緒に写真入で「推薦の言葉」を書

かせていただき、毎回演奏前に自閉症のお話を

させてもらい、市民の方々への啓発の機会を与

えてくださって、感謝！ ゆえに｢啓発｣も目的に 

入れていただきました。右下の写真の竹内先生（歯科医）と阿瀬川先生（小児科医・発達障

害外来）はあおぞら共生会の理事、強力な支

援者です。徹之の取材をしているＮＨＫの方

に、第７回ジェイミーのコンサートの取材を

お願いし、市長も来られ、これらの様子がＮ

ＨＫテレビで放送されました。ジェイミーマ

マさん（自閉症児の母）も、会を増すごとに

多くなり、心の栄養をいただいているよう。

自閉症協会の会報「いとしご」（全国紙）およ

び「くさぶえ」〔川崎版〕にも記事を書きました。 

第７回鮫島優美子氏とコンサート会場で  

第８回田部京子氏と、小川さんそして 

竹内先生・阿瀬川先生とご一緒に 
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さて、下記の写真は、徹之の主治医の内山先生と細川加代子さんの本の出版記念パーティー

が３月３１日開催され、会場で懐かしい方々とお会いしましたので、記念に写真掲載します

（事後承諾で）。内山先生は大妻女子大から福島大学に移られましたが、主治医としては変

わりなく、徹之を今後とも宜しくお願いいたします。 

 昨年 9 月ＮＨＫ横浜放送局Ｔさんから突然お電

話いただきました。お子さんが自閉症と診断され

不安で、ＮＨＫでの情報を集めたら、｢生活ほっと

モーニング｣（てっちゃん便りからはじまった）で

50 分間生出演した徹之を見て、「元気になった」

そうで、｢徹之さんに会いたい。明石通信を取材し

たい｣と言ってこられました。私は、明石通信というの個人的啓発でなく、「ジェイミーのコ

ンサート」や自閉症児者の絵などを展示している「川崎市自閉症協会の作品展」、それから 4

月 2 日が「世界自閉症啓発デー」と国連が定めた啓発イベン

ト等、市民への啓発活動を取り上げて欲しいとお願いし、Ｔ

さんを皆様につなげました。左は、多摩市民館の作品展会場

にこられ、私が取材を受けた時の写真です。川崎おやじの会

も紹介し、会合に来ていただき、新保さん始め広くお父さん

方との交流も始まりました。4 月のイベントも 6 月の NPO

設立式典も取材していただき、マスコミの方の理解と支援は、

最大の啓発、強力な味方です。時々徹之の職場にも行かれて

カメラに収められて、いつか内多さんのようにドキュメント番組を作りたいとのこと。 

最後に、「明石さんのストレス解消法は？」といつも質問を受け、「温泉旅行とミュージカ

ル！」と私は答えていますが、昨年７月の「ミスサイゴン」からこの６月の「ミ－アンドマ

イガール」（どちらも帝劇）までの１年間、東宝ミュージカルや宝塚を堪能しました。６月

の「ミーマイ」の初日、札幌から来られた秋山孝二さん（元スズケン副社長）を井上芳雄君

の楽屋にご案内して記念写真を。楽屋に花組の華形ひかるさんも来られ、美形のタカラジェ

ンヌを目前にして、素敵な男役のオーラーに感激！ 芳雄君がデビューした「エリザベート」

（2000 年）以来、初日と楽日に（時には 5 回も）友人も誘っ

て観劇し、全ての公演の芳雄君のサインが私の宝物になってい

ます。毎日見るテレビも、最近はＣＳ２９０「宝塚スカイステ

ージ」。今年８月は博多座で、宙組の新トップに 

なった大空祐飛さんのお披露目公演を、９月は星組トップだっ

た安蘭けいさんの退団後初主演作「アイーダ」を見に行く予定。夢いっぱい、エネルギーを

満タンにしてこれからもがんばります。では皆様もお元気で、どうぞよろしくお願いします。 

内山先生出版記念会  

帝劇楽屋にて  

作品展受付を  


