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寒い日が続きますね、

皆様お元気ですか？ 

昨日（２月１日）夜９

時、あおぞら共生会の事

務所から出た途端、ハラ

ハラと雪が舞い落ちて

きました。同僚に「冬ソ

ナなら初恋の予感だよ

ね」と話しながら、初雪

の中、帰途につきました。

夜中、（シンシンでなく）、

ボタン雪がフワリフワ

リと降り積もって、今朝

７階の自宅のベランダ

から、見渡す限り一面の

雪景色に感動！でも、出

勤前の徹之には、「今日

は寒いから、ホッカイロ

はおなかと背中に貼り

付けようね」とシャツの

上に貼ってあげました。

昨年４月に異動した夢

見ヶ崎動物公園は加瀬

山の山頂。寒風にもめげ

ずに、彼は山全体の公園

徹之と市民成年後見人養成講座で講演（東京大学医学部にて） 

朝日新聞 21 年 10 月 16 日記事 

あおぞら
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の中をもくもくと掃除をしています。 

夏の暑い時は脱水症状にならないか、熱中症にならないかと心配し、雨の日や木枯らしの

季節には、風邪を引かないか、しもやけにならないかと心配でたまりません。しかし本人は

いたって元気！毎朝「おしごとがんばります」と意気揚々と出かけていきます。 

職場の方々の温かいご支援の元、「次の異動先は夢見ヶ崎動物公園です！」と自ら望んだ

大好きな職場ですから、元気に楽しく仕事をしています。毎日２万～３万歩歩いているよう

で、さすがに土曜日は、体を休める日になっているのでしょうか、ゆっくり自宅で過ごして

おります。かつては日帰り旅行やサイクリングで活発に動いて楽しんでおりました週末も、

今は（昔の多動はすっかり影を潜め）、落ち着いたゆったりとした時間をすごしています（３

７歳と言う年のせいかもしれませんが・・・）。 

「障害があるのに、働かなくとも・・・」と言う声も時

には聞こえてきますが、彼は「汗水流して働いて、自分の

生活や趣味を楽しみたいです」と公務員チャレンジ時の面

接時に言った言葉を、まさに日々実践し、働くことに自分

らしさを見出しています。本当に「チャレンジド」です。 

以前、福岡の私の母に、徹之の定時制高校チャレンジ、

また真夏に清掃局のごみ収集の報告をした時、母は「普通

の子でも夜の高校に通うのは大変なのに、障害がある徹之に定時制高校に行かせるなんてか

わいそう！」、「洋子は、徹之を働かせなくても、生活できるのに、この暑い真夏に徹之にゴ

ミ収集などさせて、なんてかわいそう！」と嘆きました。しかし、定時制高校も、清掃車に

乗ってのごみ収集も、私が無理強いさせているわけでは全くなく、徹之自ら「自分の進路を

決めた」（まさに自己決定！）のです。私も主治医も

「無理だ」と思うようなことでも、彼はチャレンジ

するのです。私が「あなたは障害があるから、かわ

いそうだから、夜の高校も、清掃局で働くこともや

めようね」と、彼のやる気を無視して、妨げる（値

切る）ほうが、むしろ障害者の学ぶ権利や働く権利   

を侵害するのではないでしょうか？ 

徹之が障害児といわれたとき、「不幸な子を持つ不幸な親」と絶望したのは（障害＝不幸

と思えたのは）、実は障害があるからでなく、障害があるゆえに生きる場が限られている（家

族や地域から切り離された障害者施設にしか生きる場がない）からであって、普通の人と同

じように生きる場が保障されれば、少しも不幸なことはないと気がつきました。それで、地

域の中で生きる場を広げる、すなわち「選択肢を豊富にする」ことこそが、親や支援者の務

めと思いました。彼が自己選択・自己決定した進路を、「かわいそうだから」とやめさせる

（徹之 雨の日夢見ヶ崎動物公園で仕事中） 

（釧路から佐藤さんと堀口さんと） 
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ことの方が、本当にかわいそうですね。真のノーマライゼーションが実現するためには、「心

のバリアフリー」が欠かせません。それは、「ともに生きる」ことからしか生まれないので

はないかと思います。共に遊び、共に学び、共に働き、共に暮す・・・「障害者の権利条約」

はまさにインクルージョン（共に）ですね。高村外務大臣が署名をしました。後は、国内法

を整備して、批准するのみです。 

冒頭に載せた、朝日新聞記事（２

１年１０月１６日）のように、徹之

の普通学級のクラスメートが、今小

学校の先生になっていて、「徹之君と

一緒のクラスで学んで、自分の価値

観が広がり、成長できた」と、共に

育ったことを喜んでくださっていま

す。昨年４月１８日、ＮＨＫ綜合「お

はようにっぽん」で「自立の道を歩

む」と題して放送された、徹之の職

場の様子の映像の中、職場（長寿荘）

の同僚達が、（出会った最初は違和感

を持たれたようですが）、翌日に夢見

ヶ崎動物公園に異動する徹之との、

最後のお別れの場面で、「あぁ～行っ

ちゃった！」と涙声で話している映

像を見て、私の方こそ、ジーンと涙

が出ました。それくらい徹之を愛し

てくださったと、感謝の気持ちでい

っぱいになりました。徹之の今まで

の人生のどの場面でも、最初は彼の

変わった行動にビックリされ拒否さ

れるようですが、日々接するうちに、

徹之らしさを認め、心のバリアー（差

別や偏見、同情や哀れみ）などが消えて、同じ仲間として接してくださるようです。良さは

共に生きていないと気がつかないのかもしれませんね。私が徹之と共に生きて、徐々に価値

観が広がり「違いを楽しむ」までに変わったように・・・。心のバリアーは知らないから起

こるようです。知らないということは、怖いことでも有り、怖いから避けてしまうようです。

これからも「とにかく知ってもらうこと」を一番に、地域に飛び出して生きていきたいと思

女性かわさき 2２年 1 月２０日記事 
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います。 

前頁の新聞は、明石邦彦さんが川崎の地元の新聞「女性かわさき」（２２年１月２０日発

行）に執筆した記事です。主人の価値観も変わり、人生も変わり、今は社会福祉法人の理事

長です。徹之のおかげで、家族の皆が、普通なら気がつかなかったであろう目に見えない大

切なことを、毎日学んでおります。徹之の存在の大きさを感じて、徹之に感謝しています。 

さて、あおぞら共生会も、「欲しいサービスがないなら作ろう！」と、今、１１の事業所

を展開していますが、皆様のご協力のおかげで、やっと経済的にも軌道に乗り始めました。 

私は、（株）スズケンの管理薬剤師を定年後は、日本各地を講演をしながら、地元の温泉

三昧の悠々自適の人生を送る予定でした。しかし、自立支援法になって、親としての利用者

の立場では、本人主体の細やかなサービスを（契約して）受けるという制度は嬉しい限りで

すが、一方事業者としては、サービスが細やか過ぎて、記録と電子請求の膨大な事務量に（し

かも増えた支援や事務作業をする人の手当がない）、地域発地域支援を行なっている、「あお

ぞら共生会」は苦しい運営を強いられました。大型施設を持たない当法人は、人件費を工面

できないため、私はそのお手伝いをしなければならなくなりました。更に、福祉の世界が福

祉の心より、資格がないと運営できない資格重視になってきていて、私はサポートセンター

長、事務局の仕事の他、薬剤師の職能を生かしながら、サービス管理責任者や相談支援専門

員等（何日もの研修を受けた上で）、何役も兼務しなくてはならない状況になってきました。

少ない職員でお互いに連携協力しながら仕事をしてきましたが、法律で要求される、特に記

録や膨大な事務を処理する時間は睡眠を削ってしかできません。特に、サービス管理責任者

としてアセスメント、個別支援計画、モニタリングの他、ホーム利用者の送迎や通院介助、

成年後見手続き等々、ケアホームの業務が日中の支援まで広がり、激務になりました。 

しかし、嬉しいことに、このたび「専従のサービス

管理責任者」を雇う経済的余裕ができました。現在募

集中です！！この通信をお読みの方、ぜひ応募してく

ださいませ。お待ち申し上げております。遠方の方で

宿舎が必要でした「セソール京町ハイライズ」６０８

号室に住んでいただくことも可能です。（場所は、あお

ぞら共生会のホームページで、あおぞら発達相談室の

場所をお調べくさい）。 

 右上の写真は、１０年前の、長谷本さんご一家です。ＮＨＫ列島スペシャル「お仕事がん

ばります」（２０００年２月２０日放送・５０分）のドキュメント番組に、登場されたとき

の記念写真です。長谷本葉子さんにはこの写真の１ヶ月くらい前に、初めてお会いしました。

１９９９年１１月２１日にＮＨＫ新日本探訪「笑顔で街に暮らす」（２５分）が放送されて、

私どもの存在を知った長谷本さんが、（このＮＨＫ取材の日に）、我が家に相談に来られまし

（10 年前の長谷本さん一家と徹之と私） 
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た。それ以来お付き合いをしており、今は私と机を並べて仕事をしています。実は、自立支

援法の請求事務が年々複雑怪奇になり、私が請求事務でエラーを出すたびに「入金されない。

職員のお給料が出ない」と、その重圧に押しつぶされそうになった時、長谷本さんが、（ラ

ッキーなことに）前の職場を退職されることになりました。パソコンに堪能な長谷本葉子さ

んを口説いて、平成 19 年 9 月

から、請求事務のパート職員に

なっていただきました。昨年 4

月からは、正職員になって、あ

おぞら共生会の事務局と、中学

生になったわが子のために必

要なサービスとして「日中一時

支援エコー」を新規開業して、

その担当をしていただいてい

ます。写真の当時３才だったお

子さんは、１０年後の今は中学

１年、身長１７０ｃｍにもなり

ました。年月がたつのは早いで

すね。 

 さて、上の記事は、毎日新聞

の平成２１年１１月２６日に

掲載された記事です。「全国障

害者とともに歩む兄弟姉妹の

会（全国きょうだいの会）」が

「おとなになったきょうだい

からのメッセージ」と言うパン

フレットを１３万枚作成した

内容を紹介した記事です。 

このパンフレット自体は、同封の当法人の会報「あお

ぞら１９号」に載せています。友人の山口在住のあべ

ひろみさんにイラスト漫画をお願いしました。 

この全国きょうだいの会の会長が田部井恒雄さんで、

武蔵野の法人を定年退職された後に、あおぞら共生会

に就職してくださり、現在相談支援専門員として、大

毎日新聞 21 年 1１月２6 日記事 

法人忘年会 田部井恒雄氏（中央） 
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活躍してくださっています。弟さんが、川崎市の入所施設から出て（まさに施設から地域に

です！）、あおぞら共生会のサポートを受けながらアパート生活をして、亡くなられるまで、

地域の中で、自分らしい生活をされました。私の本「お仕事がんばります」（ぶどう社）に、

サポートについての詳しい話は載せておりますので、関心のある方は読んでくださいませ。 

 さて、この毎日新聞の記事の写真ですが、私と徹之の胸に「面会証」と言う名札がついて

います。これは、政嗣の長男（私の初孫）の誕生した病院（慶応義塾大学病院）で毎日新聞

の取材を受けたからです。記者さんからの「兄弟の

写真が欲しい」との依頼で、田部井さんから「明石

さん、写真だけ撮らせて」と頼まれたのでした。 

三鷹に住んでいる政嗣と徹之が会う場所としては、

１１月２０日に、赤ちゃんが誕生した慶應病院しか

思いあたらなかったので、１１月２２日の休みの日

に、徹之と甥の初体面の場であった、慶應大学病院

に記者さんに来ていただきました。病院の最上階のレストランで会った

記者さんから「ちょっと兄弟の思いを聞かせて欲しい」と、政嗣に２０

分ほどの取材を申し込まれたようです。政嗣が話した内容が意外だった

ようで、写真のコメント（掲載前の確認の文章はこれのみ）だけでなく、

政嗣の話した内容の記事までも載りました。 

この新聞記事は、私にとっても初孫誕生の記念になります。 

 マスコミといえば、11 月に、学研からの取材もありました。「みんなで考えよう、障害者

の気持ち」という、これから発刊されるシリーズの「自閉症」の巻に、「元気に働く公務員」

と言う徹之の紹介文が載るようです。毎日新聞の病院での取材の翌日、１１月２３日に、東

大医学部での「市民後見人養成プロジェクト」の２期生への講演内容を取材され、その講演

後インタビューされました。 

上の写真はその講演の様子です。２期生５００名を、２５０名づつ、午前３時間、午後３時

間、「発達障害への理解と支援」についてのお話をさせていただきました。その後講演を聞

かれた２期生の方々から「あおぞら共生会」での６０時間体験学習（実習）や、聴講生の地

（21 年 11 月 22 日慶應病院にて） 

（私が撮影した、 

生後1時間の初孫です） 

（東大で講演 赤門前で徹之→） 



２００２年４月２３日第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 
２０１０年２月１４日発行 ＳＳＫＷ あおぞら 増刊通巻第１８７５号  
 

 
 
 

7

元での講演の依頼が来ています。又、あおぞら共生会事務所には、東大の先生方関係者の訪

問のほか、「成年後見制度」のテキストを作成された「（財）シニアルネッサンス」の方も来

られ、親の思いを聴かれたり「成年後見制度～市民後見人物語～」のＤＶＤ作成の協力依頼

もされたりしました。私が１期生になって以来、急速に新しい人脈（ネットワーク）が広が

ってきています。 

また、「ＮＰＯかわさき障害者権利擁護センター」での実績つくりもかね、あおぞら共生会

のケアホームの利用者さんで、契約に際して身元保証人が空欄の方々がいらっしゃいますの

で、その方々の成年後見の手続きをスタートしたいと考えていま

す。本人の意思を確認しないでいい（尊重しない）「後見」でな

く、思いを大切に汲み取る「補助」か「保佐」を考えています。

そのためには本人へ成年後見制度に対していかにわかりやすく

説明するかが第一の課題です。読者の皆様、何かいい資料があり

ましたら、お教えくださいませ。 

徹之の、「親亡き後も地域で」と考えた時、「心のバリアー」が

いっぱいの、リスクの大きい地域に、配慮されないまま残すのは

心配です。彼の人権を守り、ＱＯＬを大切にした、権利擁護システムの構築が必要と考えま

す。しかも、毎日を見守ってくださるのは、専門家後見人でなく、身近な、「となりの後見

人」だと思います。日本は世界一の長寿国、私たち団塊の世代が７０歳を迎える頃、認知症

の高齢者が２５０万人を超えるだろうといわれており、また判断能力が乏しい（ゆえにだま

されたり、日常的に権利侵害をされやすい）、知的障害者、発達障害者、精神障害者、高次

脳機能障害者等々合わせると、５００万人にもなるといわれています。成年後見制度ができ

て１０年になりますが、今この制度を利用している方は、わずか１８万人。ほとんどが高齢

者でしかも財産管理が主といわれて、子どもなど親族後見人か専門家後見人がほとんどです。

われわれの子ども達は親が後見人になっても親の方が先に居なくなりますし、成年後見の期

間は高齢者と違って長期間にわたります。財産管理でなく、日常生活

に気を配ってくれる身上監護が主なので、１人の人が後見人では不可

能です。日々の生活を見守ってくれる複数の市民の方々が後見人（名

称は違ってもいい）として認められますよう、地道に実績を積んで、

「親亡き後も、あたり前に地域で生きる」ための必要な運動して行き

たいと思います。 

最近、各区の市民館や社協など川崎市内で一般の方々にお話しする

機会が増えたのを嬉しく思っております。「心のバリアフリー」の実現

を切に願う一番の地域は、徹之が日々暮らしている川崎ですから。 

（東大で講演後、学研が取材の写真） 

世界自閉症啓発デーパンフレット 
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このたび、川崎市自閉症協会の運動として、「明石通信」の前号（７月２６日号）で紹介

しました、「世界自閉症啓発デー」にあわせて行った、啓発イベント（講演とライブと映画）

の報告もかね、また親の会の設立３０年を記念して発行します。単なる苦労等の思い出話に

しない、むしろ市民へのポジティブな啓発情報誌としての役割を果たしたいと考えました。

「ようこそ自閉症ワールドへ」～正しい理解と支援を願って～と題しての記念誌を作成中で

す。会員に、子どもの誕生から成人して親亡き後を見据えた内容のアンケートをとりました。

シンポジュームとアンケートの集計と考察、そして行政へ提言なども盛り込んでいますので、

１年がかりになりました。今年の発達障害啓発週間のイベントまでには発行したいとがんば

っています。今年のイベントは、「ぼくはうみがみたくなり

ました」のロードショーとシンポジューム（または座談会）

を計画しています。川崎市アートセンターの映画館（アル

テリオ映像館）で４月３日～１６日の２週間、２０回ほど

の上映を企画しています。川崎市アートセンターの館長青

木茂夫さんが、徹之の公務員チャレンジのとき、民生局（今  

の健康福祉局）の庶務課長さんで（後に中原区長や総務局

長に）、民生局から清掃局へのジョブコーチの派遣等前例にないことを実践してくださり、

その後も徹之だけでなく「あおぞら共生会」のご支援をしてくださっている方です。本当に、

今回も「自閉症への正しい理解と支援を川崎市民に」と心から願って、企画に賛同してくだ

さいました。今後、映画配給会社コクーンさんと、アートセンターの映像ディレクター野々

川千恵子さんと話し合って、親の会と、健康福祉局や市民・こども局、また音楽の椎名さん

が住んでいます麻生区の、麻生養護学校の岡安先生方も賛同してくださいましたので、実行

委員会を作って、早急に準備したいと思っています。  

上の写真は、「ほくうみ」の初のロードショーが行われた「東京都写

真美術館ホール」（恵比寿ガーデンプレイス内）で、９月１６日に長

谷本さんと一緒に見に行った時の写真です。監修の内山登紀夫先生

（徹之の主治医）と出演者の石井めぐみさんと記念写真を撮りました。

「ぼくうみ」は昨年４月５日、川崎市自閉症協会のイベントで初上映

して以来、全国で自主上映されていますが、１歳の誕生日（4 月 5

日）に同じ川崎でロードショーができますこと、大変嬉しく思ってお

ります。応援してくださる皆様に感謝して、ぜひ今年も、川崎アルテ

リオに「ぼくうみ」を見に来てくださいませ。どうぞよろしく。 

さて、いつもの講演旅行の話をと思いましたが、全部書ききれない

ので、撮っています写真をいくつか載せて、紹介に代えたいと思います。まずは、平成 21

年８月６日（木）、全日本特別支援教育研究連盟の関東甲信越大会の全体会で記念講演を頼

ぼくうみロードショー（内山先生と） 

（記念講演の報告集） 
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まれました。７００名位の参加予定者だったようですが、１２００名も来られたそうで主催

者は大喜び。川崎の校長先生も参加されていらしたようで、講演後お礼と感想のお手紙が届

き、私もとても嬉しく思いました。主催者からも各校の感想を集められ多大な感謝の言葉と

お花が送られてきて、また前ページのような報告集もでき、とても記念に残る講演会でした。

この講演後関東各地の学校からの講演依頼が殺到して、嬉しい悲鳴をあげています。多くの

養護学校に行かせて頂きまして、感謝！ 

どの学校も（施設も、親の会も）、アンケートや感想

を講演後にお送りくださって、それを読ませていただ

きますと、徹之の存在が皆様の心に大切な何かを残し

ていることを改めて感じています。皆様がエンパワー

メントできますよう、また「心のバリアー」が日本中

に浸透しますよう、これからもがんばります。 

御理解とご支援本当にありがとうございます。 

８月２６日～２８日は北海道釧路での講演会。北海道は、毎年大好きな友人達に再会でき

る嬉しい講演旅行です。釧路空港に迎えに来てくださった佐藤みちるさんに、その朝新聞で

死を知った、障害を持つ虎のタイガの「釧路市動物園」に案内していただき、徹之の名でお

香典を差し上げてきました。釧路の講演会では、何年ぶりかで、

佐々木正美先生、洋子夫人にお目にかかり、「親の子育てを代

行するのでなく、（親がわが子を可愛く思うような）子育ての

支援を」とアドバイスされたのが印象深く、心に残っています。

12 月に（２ページに写真を掲載していますが）、釧路から佐藤

さんと堀口貞子先生のお嬢さん千栄さんが、徹之の職場（夢見

ヶ崎動物公園）を訪問されました。ありがとうございました。 

９月１０日～１２日の鳥取市の講演会は・・・報告集の原稿締め切りが２月上旬だったこ

とを今思い出しました。さっそく書かかなくては・・・！ ２日間の講演後、空港まで送っ

て下さった小林勝年先生に案内され、「２０世紀」梨（美味で懐かしい味、久しぶりです）

の梨もぎをしたり、鳥取砂丘などを案内していただきました。 

９月２２日の星瑳研究所の講演会は、エッ

ジの藤堂栄子さん，ＬＤの会の内藤孝子さ

んとの鼎談で、楽しかったですね。ともに、

発達障害の理解と啓発、今年もよろしく。 

昨年６月から今年２月にかけて、大妻女

子大、明治学院大学、東洋英和女子大、県

知多半島通園施設講演会（10 月 22 日カトレア学園訪問） 

（佐々木先生ご夫妻と、釧路にて） 

（鳥取砂丘にて） 
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立川崎高校（２回）等、学生さん対象に講演（講義）もしました。 

また親の会や通園・通所・入所等の施設の保護者対象に（親の会や

法人や行政主催で）、郡山市、知多半島５市、水戸市、名古屋市、群

馬県、茨城県、長野県駒ヶ根市、さいたま市、島根県太田市、長野

県中野市、徳島県など日本各地に講演に行きました。観光も同時に、 

皆様お世話になり、ありがとうございました。 

発達障害関係は、岩手県療育センター・発達障がい者支援センター、

静岡市発達障害支援センター、山形県発達支援センター、 

岐阜市発達支援センターなどに行かせて頂きました。 

 さて、若いお母さんの団体からの講演依頼は、極力お断り

しないで、お引き受けしています。若いお母さん方が元気に

なって（エンパワーメントして）地域を耕し、心を耕してい

ただくことこそ、日本が元気になって、真のノーマラーゼー

ションが実現しますもの。 

 さて、今回も、この数年間毎年講演会開催の横浜市鶴見区

の「たきあす」、初めて講演依頼の米原市「でこぼこフレンズ」（徹之も一緒の久しぶりの滋

賀県行きでした）、荻野ます美さん（愛知県）丸岡玲子さん（香川県）との再会ができた、

松山市「ぷちすてっぷ」講演会。特に、

私の講演会を切望されたと言う熱烈な

読者に会って感激しました。病気療養

中とのこと、がんばってくださいね。

松山の「坂の上の雲」ミュージアムな

ど案内してくださいました。さらに入

間市クレヨンの会、そして若いお父さ

ん方が本当にがんばっていて、誰でも

が応援したくなる「NPO 発達障害父親会」（横須賀講演会）など、すばらしく楽しい講演会

など続きました。横須賀には、川崎や東京のおやじの会からも応援に駆けつけて、にぎやか

な講演会＆懇親会（飲み会）となりました。横須賀の市長さんや議員さんたちも懇親会まで

参加していただき、「横須賀はこれから面白い！」と感じましたね。 

そこで親しくなったあるお父さんからのメールが、私にはとても嬉しかったです。印刷し

てＡ４で数枚になるご丁寧なメールでした。全文は載せられませんが要点は、「明石さんは

特別なスーパーウーマンで、別世界の人、本を読んだら落ち込むと思って（自分には到底で

きないと思うから）、読まなかった。しかし今回、明石さんの実体験の講演を聞き、徹之君

のＮＨＫ映像を見たら、自分の考えは間違っていたと感じた。明石さんも同じように悩み、

（徳島 20 番札所参拝） 

（岐阜市講演会時 岐阜城に） 

（ぷちすてっぷの若いスタッフと、3 人の講師） 
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そして失敗しながらも、ただただ徹之君を愛して、本人を理解しようと工夫して、そして今

の徹之君があるのだとはじめて分かった。子育ての工夫は、どの親にもとても参考になるも

ので、別次元の話ではない。改めて本３巻全部を読ませていただいた。共にがんばりたい」

との内容。とても嬉しく、心強く思いました。このような誤解は、特に熱心に子育てされて

いた先輩の親御さん方に多く、若い親御さんに、「明石さんの本を読むと落ち込むからやめ

たほうがいいよ」とのアドバイスなどをされたりして残念に思っておりますが、こうしてお

目にかかることで、誤解が解けるようでしたら、どこにでも伺いましょう。 

私が特別にできる人間でも、また徹之が優秀だったからでもありません。知的障害が重く、

自閉症も重度の徹之がこのように成長したのは、まさに地域力。地域の方々のおかげです。 

本人の「障害を治そう」と思っても私にはできなくって、パニックを起こすだけの徹之を前

にして、「障害は治らないのではないか。治らないものなら、治療や訓練に奔走するのをや

めて、とにかくありのままを受け入れて、地域社会で自分らしく暮らすことができればいい」

と思っただけです。そうして育てていくと、「障害の重い軽いは、相手との関係性、環境し

だい」と気がつき、徹之が分かるような環境を、周りの人に伝えて、整備しただけなのです。 

がんばったのは私でなく、徹之に関わってくださった周りの方々なのです。本当に地域や学

校、職場の方々には心より感謝しております。 

この育て方が、まさに今のＩＣＦ（国際生活機能分類）の障害の概念と同じなのですね。 

障害者の支援は、以前は「医学モデル」（本人の障害）で、専門家のところに集められた、

まさに「箱」での施設完結型支援であり、障害者は画一的な生活をよぎなくされていました。

しかし、今は「社会モデル」（社会との関係性）となり、本人の障害でなく、活動と参加を

阻害するものは何かという環境因子が重要になってきました。 

ゆえに、特定の人でなく、「みん

なで支える」（チームアプローチ）

支援と大きく様変わりしました。

本人の自己決定を尊重した個別支

援すなわち「自分らしく生きるこ

と」ための支援になったのです。 

親としては、自己決定力（自分

の進路を自分で決める力など）を

育む子育てと、社会の啓発が不可

欠になりますね。自己決定できる子に育てることは簡単です。幼い頃から「選ぶ」と言うこ

とを（選択）させればいいのです。自分で選んだことに関しては本人もがんばりますし（エ

ンパワーメントは選択から）、人のせいにはできませんから、責任もとるようになります。

これが、「自己選択・自己決定・自己責任」と言う２１世紀のキャッチフレーズになってい

（NPO 発達障害父親会の若いお父さん方と講演後に記念撮影） 
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る言葉のようです。私はそのような言葉は

知らないまま、パニックを起こす徹之の思

いを知りたくて、彼の前に選択肢を並べて、

意志の確認をしてきただけです。 

さて講演会の報告の最後に、当法人主催の

１２月１９,２０日「サポート

セミナーｉｎかわさき」の話

をしましょう。「あおぞら１９

号」に長谷本さんから詳しく

報告してもらいましたので、

荻野さんの講演の話はそれを

読んでください。右上の写真

は荻野さんが泊まった、別宅

（？）「セソール」でのスナッ

プ写真。ぶどう社から、この

たび荻野さんと、うすいまさ

とさんの本が出版されます。

その打ち合わせも兼ねて・・・。 

 

ＮＨＫテレビやぶどう社の

おかげで、徹之と一緒に、アメリカや韓国に講演旅行をすることができましたが、この春（５

月２５日～３０日）中国講演旅行ができますのは、戸部けいこさんと秋田書店のおかげです。

昨年９月に秋田書店の本多さんから、中国（香港）からの講演依頼のお話を頂きました。 

主催者は、華人啓知支援会議（ＡＷＭＨ：４００名規模）で５つの国から当事者と親を呼ぶ

そうで、日本からは徹之と私が選ばれたそうです。「光とともに」の広東語が出版されてお

り、第３巻のあとがきの私の分も広東語に訳されていて、それを読まれてのこととお聞きし

ました。まさに戸部さんと本多さんの縁ですね。この会議だけでなく、せっかく徹之本人が

中国に来るのだからと、１６の親の団体が講演（ワークショップ）をして欲しいとなって、

１週間滞在することになりました。 

戸部さんは、私の第１巻の出版記念パーティー（川崎にて）にきてくださっただけでなく、

コミック「光とともに」に徹之のエピソードをふんだんに使ってくださり、また第３巻「お

仕事がんばります」のイラストや序文も書いてくださいました。イラストは、冒頭に「冬ソ

ナ」の話を書きましたが、私どもが韓国講演旅行に行った時、我が家のドキュメント番組「幸

（「明石組」とうすいさんが命名した 12 月セミナー関係者） 

（戸部けいこさんのイラスト：徹之と私と光君） 
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福なレインマン、走って世の中に」（ＫＢＳ韓国放送公社「日曜スペシャル」６０分）を作

られたＫＢＳ制作のドラマ「冬ソナ」のロケ地で撮った写真を参考に、戸部さんが描かれた

ものです。ちゃんと光君も書いてくださいました。「横はお母さんでなく、可愛い恋人がい

いなぁ～」との徹之のつぶやきとともに。前頁にイラスト載せました。原画は宝物です。 

 

 

その戸部けいこさんが平成２２年１月２８日午前０時１８分にお亡くなりになられました。

本多さんから、２８日にお電話いただいたときは耳を疑いました。昨年３月、お電話でお話

した時は入院の話はされましたが、「ちょっと風邪気味、気管支炎かも。疲労が蓄積したの

だろう」くらいのニュアンスでしたから・・・。５２歳の若さで、二人の息子さんもまだ学

生さん、母親としては心残りでしょうし、平均寿命まで３０年以上残し、まだまだしたいこ

ともおありだったでしょうに。「光とともに」も昨年３月号から休刊で、秋に贈っていただ

いた１４巻では、光君はまだ中学２年生。第 1 巻のせりふの、「元気に働く大人になる！」・・・

まで描いていただきたかったですね。 

本多さんのお話では、「フォアミセスで２号分は発行済み、１年間の入退院の間に２号分は

書かれている」とのこと、今後フォアミセス４月号、５月号に書き残された分を出され、「１

５巻は出します！」とのことです。本当にこのコミックスが、どんなにか多くの自閉症児を
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持つ親たちの光となったことか、又自閉症を知らない人、誤解している人への最高の啓発に 

なりました。多くの功績を残されたこと、ありがたくお礼申し上げます。心より戸部さんに

は、感謝いたしております。告別式に参列して、お顔を拝見しながら、ご報告と心からのお

礼申し上げ、ご冥福をお祈りいたしました。あなたを決して忘れることはありません。 

第 3 巻「お仕事がんばります」（ぶどう社）の序文を、前頁に掲載させていただきます。 

以前「光とともに」を紹介された朝日新聞の高橋記者さんから、「戸部さんの追悼記事を

載せたい」ということで、電話取材を受けました。「何かエピソードを」をということでし

たので、２００１年の秋に、内山先生の紹介で、徹之の存在を知った戸部さんから取材を受

けたこと。それ以来のお付き合いで、コミックに載ったいろんな取材秘話をお話しました。   

戸部さんは、自閉症児の親たちに、真摯な本当に誠実な取材をされ、丁寧に特性を描かれ、

親以上の感性があることなど、お話しました。秋田書店の本多さんからも、これから「働く

元気な大人」すなわち就労に向かう予定だったとお聞きし、残念でたまらないこともお話し

ました。「障害者の権利条約」の批准に向けて問題となっているのは教育と就労。特にこの

分野の「合理的配慮」が問題になります。教育の場面は、１４巻までにずいぶん描かれてい

ますが、一番「心のバリアー」がある就労の場面で、具体的な「合理的配慮」の事例に力を

更に発揮していただきたかったです・・・等々もお話しました。残念でたまりませんが、で

も「お疲れ様でした」と心からご冥福をお祈りいたします。いつか読者の皆様と一緒にお礼

を伝える「お別れ会」などを催したいですね。 

 悲しい話の後に、嬉しいお話を１つ。 

浅野史郎さんが２月３日に退院されました。４日にお元

気なメールを頂きとても嬉しく思いました。ポジティブシ

ンキングは、何事も克服する原点ですね。「しばらくは自

宅での静養になりますが、前向きにがんばります！」との

嬉しいメール！又楽しいイベントなどを企画しましょう。 

同封の「あおぞら１９号」の編集後記に明石邦彦理事長が書いておりますが、「そうたマ

マ」のブログに、徹之の素敵なエピソードか書かれていました。一部ちょっと紹介します。 

 

うすいまさと ライブ＆講演 ～発達障害のわが子と生きて～という催しがあるという

ことで参加申し込みました！それで今回は ライブ大好きな（勝手に決めちゃってまぁ～す

♪）ブロ友のひでかあさんと・・・ちょっと早めに入場！真ん中正面の前から 2 番目！イイ

席ゲット v(￣Д￣)v （二人とも神奈川県民じゃないけどメッチャ気合い入ってる？） 
しばし開演までの待ちの間 ひでかあさんとおしゃべりで盛り上がっていると・・・ 

（一昨年の内多アナの川崎での歓送会時の浅野氏） 
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 なんと私の前の席（来賓予約席）に ※てっちゃんがっ！（※てっちゃん＝明石徹之さん。

私のカリスマお母様！明石洋子さん(著書：｢ありのままの子育て｣他)のご子息(自閉症)で現在

川崎市の公務員として働いていらっしゃいます） 
一緒にいらしていたお父様に 「徹之さんと写真撮らせてもらっていいですか？」とお願い

して 
パチリッ！！ （ひでかさん写真ありがとうっ！） 

さすが取材慣れしている

てっちゃん！カメラ目線もナイスでぇす！！ さて開演時間がきて 13時 30分～14時まで 

開会式と来賓の方々の挨拶がありました。休憩の後・・・14 時 10 分うすいまさとさんのラ

イブのはじまり～！もちろん「脳の歌」歌ってくれましたぁ～！！歌の合間には「発達障害

について」のトーク ３人のお子さんの特徴などをスライドで説明しながら障害についての

理解と支援をお願いしていらっしゃいました。約１時間ほどのトークの最後に長男の直人君

がサプライズ登場！今練習中のピアノを披露してくれましたよ。 再びライブ！「マ

マへ」歌ってくれましたぁーっ(´；ω；`)ｳｯ…     

前に座っているてっちゃんは しっとりとした歌の時は「コーヒーかってのんできます」

「そとにいってきます」とちょくちょく隣りのお父様に断りを入れて 会場の外に出て行っ

てま したよ。   でもね アップテンポの歌の

時激しいノリノリの動きでめいっぱい楽しんでいましたぁ～  
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さて、ミュジカル大好きな私は、ストレス解消も兼ねて、昨年末は「シェブールの雨傘」

を観劇しました。初日の１２月５日は、千葉の青山春美先生をご招待して、２８日の千秋楽

は井上芳雄君のご両親や妹さんも並びで観劇するので、主人と一緒に。邦彦さんは、今まで

いくら誘っても「嫌だ」と首を縦に振りませんでしたが、今回は映画で有名ですので、付き

合ってくれました。本当に切ない恋物語、しかも戦争と言う社会問題も含めて、深く考えさ

せられたお話でした。随所に流れるあの有名な音楽（歌も）に涙が止まりませんでした。 

ところで、毎回お母様の砂智さんと楽屋に行き、芳雄君のサインをプログラムに書いて頂

くのが恒例になっておりますが、（２０００年の芳雄くんデビューの「エリザベート」から

全部の公演のサインが宝物！）、28 日の楽屋に、なんと大好きな「安蘭けい」さんがいらし

ていたのです。昨年４月に退団された宝塚星組ト

ップスター！退団後初のミュージカル「アイーダ」

を私は見たばかりでした。なんと目の前に！現役

時代、軽々と女役さんをリフトして踊っていらし

た逞しい男役さんのイメージと違って、華奢で綺

麗な楚々とした女性。最初は安蘭さんとは分から

なかった位です。来月（３月）芳雄君とミュージカル「MITSUKO」をオーチャードホール

でご一緒されます。私は３回観に行く予定です。この日の楽屋には、ミュージカル好きで有

名な笠井アナや古田夫人の中井美穂さんもいらしていました。もちろん共演された白羽ゆり

さんや香寿たつきさん達の元宝塚トップスターさん、「アイーダ」でエジプト女王になった

ＡＮＺＡさんも、身近でお目にかかり、感激！その日は更にいいことが！井上さんご一家と、

芳雄君を応援してくださっている方（ディナーショー等でいつもご一緒しています）のお店

で、ドイツ料理をご馳走になっていたら、そこになんと、楽日の打ち上げを終えた芳雄君（座

長です）が、出演者や指揮者の塩田さんはじめオーケストラの方々を連れてこられました。

白羽さんや香寿さんとも直接お話しができ、感激！雲の上の宝塚トップスターさんが身近に

なって、ますます宝塚フアンになり、帰宅してから早速ＤＶＤ（白羽さんのマリーアントワ

ネットやエリザベートなど）を見直しました。白羽さんとは、今年の１月７日にも、日比谷

で偶然お会いして、彼女は日生劇場の「キャバレー」を、私は東京宝塚劇場の宙組「カサブ

ランカ」を観るために（隣同士の劇場なので）、おしゃべりしながら並んで歩いたのも、と

てもいい思い出になりました。今年は芳雄君の東宝ミュージカルと同様に、宝塚も観る機会

が増えそうです。「忙中閑有り」、時には違う世界に浸ることも大切ですね。このように「明

石通信」にミュージカル大好きな話を書きますので、読者の方がミュージカル関係のグッズ

をプレゼントしてくださいます。今年、兵庫の方が「宝塚」の素敵な大きなカレンダーを送

ってくださって、感謝！人生つらいこともあり、楽しいこともあり・・・ですね。今年も、

徹之はじめ、家族全員力を合わせて、前向きに生きていきます。どうぞよろしく。 

（井上芳雄君とその家族ご一緒に食事会） 


