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暑中お見舞い申し上

げます。皆様、お元気

ですか？ 

７月に入りましたが、

毎日蒸し暑いシメジメ

とした日が続きますね。

九州では集中豪雨のた

め土砂災害もおきてい

るようで、７月３１日

に伺う霧島市の道路崩

落のニュースも気がか

りです。霧島市主催「発

達障害支援講演会」に

徹之と共に呼ばれてお

ります。また築２９年

の佐賀市木原の我が家

が、現在全面改築中な

のですが、この雨続き

で、足場を組んだまま、

瓦と壁の塗装ができな

いと、建設会社が嘆い

ています。（土地１００

坪建物３４坪です。借

りたい方募集中です。

どうぞ、ご紹介ください）。 

↑徹之と中国華人福祉大会で講演（香港理工大学にて） 

学研 ｢みんなで考えよう障害者の気持ち」 

第 7 巻 ｢自閉症｣ 第 3 章で紹介される↓ 

あおぞら

↑第 7 巻「自閉症」第 3章（36 ページ） 
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前号（２月１４日号）で、昨年 11 月 23 日、東大医学部での｢市民後見人養成講座｣の 2

期生への講演のときに、「学研」から取材があった話を書きましたが、このたび「学研」の

本が完成しました。読んで分かる、体験して分かる「みんなで考えよう障害者の気持ち」と

いうタイトルです。第 1 巻の『視覚障害』から第 7 巻の『自閉症』まで、全 7 巻のシリー

ズで、２０１０年２月

に発行されました。障

害を持つ人の気持ちが

自然とわかるように、

各障害が分かりやすく

説明されています。徹

之の紹介がその第 7 巻

『自閉症』の 36.、7

ページにされています。

第 1 章は、「自閉症っ

て何？」という章。障

害のない人とは感じ方

や考え方が違うので、

理解されにくい障害だ

けれど、「どのような特

徴があるかを考えよ

う」と、漫画で、特徴

的な場面が例として描

かれています。情報の

処理がうまくいかない

『物事を捉える仕組み

の障害』を、誰でも分かるように、説明されています。「ことばの理解

が苦手、状況の理解が苦手、人の気持ちが読めない、強いこだわり、

感覚が違う」などの例も、小学生をモデルに漫画で表現されています。

第 2 章は「自閉症の人との付き合い方のポイント」という章でこれも

カラフルなイラスト入り。漢字にはルビがふられ、誰でも読めるよう

に書かれています。そして第 3 章が「活躍する自閉症の人たち｣という

章で 3 人の自閉症の大人の方の紹介です。言語聴覚士の村上由美さん、

（第７巻表紙） 



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７月１４日発行 ＳＳＫＷ あおぞら 増刊通巻第 2022 号  
 

 
 
 

3

精神保健福祉士と社会福祉士の取得を勉強中の 3 児の母親の笹森理絵さん、そして明石徹之

が紹介されております。お読みいただければ嬉しいです。  

 お問い合わせ先 学研販売部 ℡０３－６４３１－１１９７ 

 

同じく前号で、「５月２５日～３０日、中国講演旅行に行きます」とお話をしましたが、

その報告をいたします。中国語のメールの為、当地に着くまで、大会

全体像がさっぱりわからなかったですが、主催の華人啓知支援会議

（ＡＷＭＨ）とは、中国の方（華人）の国（自治区）の、中国、香港、

台湾、マカオの 4 カ国の知的障害支援関係者で構成された会議でした。

今回、教育、福祉、研究機関３団体が冠についた「第 6 回華人知的障

害者福祉大会」で、香港理工大学で、２６日～２９日開催。中国（第 3

回）、マカオ（第 4 回）、台湾（第 5 回）そして今回は香港が当番国で、

4 国（自治区）が年１回、持ち回りで開催しているとのこと。28 日（1

日）と 29 日（午前中）の講演とシンポジュームの講師を、徹之と勤め

ました。右のポスターのように、今年のテーマは、「共融」（インクルージョン）。 

 

 

副題が、「政策と実践」。政策や制度の紹介は、カナダから行政の

方が講師、実践者として、私が呼ばれました。知的障害と自閉症

がありながら、「地域で学び、地域で暮らし、公務員として就労」

している日本の徹之に、主催者が関心をもたれたようで、「37 年

間の子育てと地域支援の実践を聞いて、政策に活かしたい」との

講演依頼がありました。事前にお送りした講演のパワーポイント

も、ＤＶＤの映像も全て、北京語に翻訳され当日は北京語の通訳

付きで講演しました。 

会場は英国風校舎の香港理工大学で、医療、療

育、教育から就労、生活全般にわたっての分科

会も有り、行政、大学、病院、療育、教育、福

祉、就労等の専門家に加えて、親や当事者の方々

含め、600 人強の参加者でした。知的障害の大

会でしたが、今回、私どもが日本から来るとい

うことで、「自閉症」に特化したセミナーが丸

1 日開催されました。 

（大会ポスター） 

（↑開会式で講師紹介；後方は４カ国の主催者） 

（↓大会運営者と看板前で記念撮影） 
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本来２８日は、「施設見学会」の予定になっていましたが、

「光とともに」の作者戸部けいこさんの追悼もかねて、自閉

症講演会とシンポジュームが企画されました。香港で、「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」

の私の文章も広東語に訳されていて、中国の方々は徹之をご

存知で、「本人だ！」と大歓迎を受けました。講演後、徹之は、

皆様との記念写真の要請に、笑顔で応じていました。

言葉は通じなくても、気持ちは通じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８日は、今までバラバラに活動していた親の

会等 20 団体（香港知的障害親の会自閉症部、中

国各地区の自閉症親の会、職能協会親の会、中華

民国親の会、マカオ親の会などの）自閉症関係者

が、一同に会して初顔合わせ。名刺交換や写真撮

影等盛り上がって新たなネットワークが構築さ

れました。 

 

懇親会でも、当事者も含め

て大いに盛り上がり、アルコー

ルが入った徹之は、ほろ酔いか

げんで「ドラえもん」の歌を楽

しく歌い、喝采を浴びていました。「観光にもいい季節だから、

１０月にも来てください」と中国（福建省）からと、再度香港か

らも講演の依頼が来ました。 

（29 日のシンポジュム） 

（↑28 日の仕掛け人の親たち） 

（天国の戸部けいこさんへの寄せ書き、 

華人の皆様と共に、徹之も私も、記入） 

（懇親会場にて↑） 

（↑徹之と洋子講演） 

（↑当事者の皆様と徹之記念撮影） 
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（職業訓練所の陶芸の作業場に販売の店が併設） 

（職業訓練所の就職先一覧の掲示板の前で） 

香港の方々はとても親切で、大会のお世話の他、香港街中と郊外の施設や景勝地を案内し

てくださいました。香港だけで、１週間あっという間にすぎました。「香港・マカオ」のパ

ンフレットを見て旅行に来た徹之は「次はマカオに行きます」と言ってました。 

28 日の「施設見学会」に行けなったので、前日に、郊外と市街地の、まったく形態の違

った施設を案内してもらいました。 

緑多い沙田郊外にある、幼・小・中・高・肢体の特殊学校、職業訓練所、寮（グループホー

ム）等は、低層の建物で自然の中。一方香港市街地は、狭い土地に鉛筆のようなビルが乱立

しており、案内してくださった工場（大規模な作業所）や生活支援センター等の福祉施設は

雑居ビルの中。香港は、東京都の半分の面積、1104 ㎡に人口 701 万人。人口密度が高い

都市ですね。裏通りは、香港映画で見るような狭い入り口、急な階段。高い建物も、テラス

やベランダなどなく、窓から洗濯物の物干し竿が突き出ていて、ビックリ。 

自閉症の子が、窓から外に乗り出したら、落としたものが道を歩いている人に当たった

ら・・・なんて、心配してしまいました。（子ども時代、窓から物を落とすのが大好きだっ

た徹之は、到底住むことはできないなぁ～） 

 建設中の１２階建ての新築ビルの足場は、

なんと竹！（大丈夫かなぁ～）  

また、いろんな言語で話す人々や町の騒音が

ビルの谷間に響き渡り、バスや電車の中も大

音響のテレビがつけっぱなし！さらに乗客

は携帯電話を大声でかけている！  

日本では、早口といわれる私も、ここではも

の静かな人かも？ 

独り言を言いながら歩いている徹之も、香港では、ノープロブレム！ 

でも、音に過敏な自閉症の方にはつらい環境

です。自閉症の方は両耳を押さえて唸ってい

ました。住まいも、街の構造も、自閉症の人にはき

ついだろうなぁ～。（行政の方、わかってね） 

更に「卒業後の行き先はないので在宅」との切実

な親の悩みも聞きました。 

見学した郊外の施設は静かな環境でしたが、自力通

所できる軽度の方対象で、就労するのが目的。200

名の利用者が通所されていた、職業訓練所では、ク

リーニングやベットメーキング、お菓子つくりなど、静かな整った設備でした。訓練を受け

て、ホテルや銀行、レストラン、病院、喫茶店などに就労されるとのこと。卒業生の,就職先
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（グループホーム） 

（マリオネットホテルより寄贈）

（市街地の工場＝大規模な作業所） 

一覧が張られていました。 

マリオネットホテルから寄贈された、本物の豪華なホテルの部屋もあり、実際 2 室では、 

宿泊ＯＫで、営業中（1 泊朝食付きで 7000 円程度）。 

訓練生は寮（グループホーム）に入ることも可能で、5

軒の寮がありました。1 軒が３ＬＤＫの建物で、12 名の

定員。８畳くらいの１室に４人が生活（ちょっと狭い）。

2 段ベットが 2 つと 4 人分のロッカーが入って、物が何

も出ていない。 

個人の持ちものがいっぱいの「あおぞら共生会」のケア

ホームの皆さんの居室（個室）とは全く違いますね（こっ

ちが人間らしいかな？）。炊事掃除洗濯等、皆さん自立して

いるそうで、社員寮のよう。皆さん軽度の方のようです。   

 

街中の工場は、雑居ビルの 6 階。利用者は、職業訓練（87

名）軽作業（145 名）陶芸（１１名）の 3 つのグループが

熱心に、作

業（活動）

していまし

た。正職員 5 名とアシスタント 2 名で、

利用者の指導に当たっているとのこと。こ

こもやはり軽い方対象にならざるを得な

いのでしょうか？ 

ここで作業する方々以外に、他に就労移行

として、特に軽度の障害の方が 87 名利用さ

れていて、洗車や掃除など外部に働きに出て

いるそうです。就職率を「2 年間で 25％にするように」との行政からの指導があって、   

「受け入れ先がなかなかなくって大変！」とのこと。職場開拓にご苦労されているのは、ど

こも同じですね。中国は好景気と思っていましたが、障害者の就労はなかなか難しいそうで、

この工場（作業所）もなかなか入れないそうです。養護学校卒業後、平均 6 年は自宅待機で、

年々待機期間は長くなっているそうです。6 年以上待機（自宅）は当たり前とのこと。 

「工場を作りたいが場所とお金がない」との話に、「地域で欲しいサービスがなかった２０

数年前の川崎で、小規模作業所を作りました」などお話しました。「100 人規模を一度にで

なく、10 人規模を順次 10 ヵ所作るほうが、早いのではないか」とアドバイスしました。 
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（生活支援センターの若いスタッフと） 

工場の下の５階にあった、「生活支援センター」は、ディケアーも併設されていて、在宅

の方がこられて、ソファーに座って、テレビを見られていました。在宅待機中に、「週 2 回

ディケアに来ている」とのことでした。また、ヘルパーを依頼したいが、ホームヘルパーの

時給 55 香港ドルのうち、利用者負担が半分以上の 33 ドルとのことで、「負担が大なので、

なかなか使えない」とのことでした。日本は、自立支援法の 1 割負担も軽減されています。 

香港は、養護学校卒業後の若い時期に在宅、支援サービスが少ない、利用者負担が大きい等々、

本人も親も厳しい現状を痛感しました。 

川崎は、親たちの「在宅ゼロ（０）」運動の成果

で、卒業後の行き場が保障されています。 

親の会の方々に、川崎でのこの 30 数年間の「地

域で生きる」運動のノウハウをお話しました。

もっとも、香港は、在宅なので、「地域に生きて

いる」わけですが、支援がない地域生活は、イ

ンクルージョンには程遠いですね。「支援あって

の共生」ですもの。 

  中国の新聞に、カラー写真いっぱいで載りました。中国の新聞を掲載します。 

記者さんの取材が２７日夕方３時間あり、関心を持たれて、28 日当日はまる 1 日、講演に

付き合われました。                        新聞は、北京語な

ので、記事の内容

がさっぱり分かり

ません。「読心術」

っ て 何 で し ょ う

か？「思いを知り、

思いに寄り添う」

な ら い い の で す

が・・・。 

「訓練」と言う字

も気になります。

私は、「本人を訓練

指導するのでなく、

環境を整備する」。

本人が「分かる」

ように、周りが工
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（お気に入りの若い新聞記者さん） 

（ビクトリアピークからの夜景） （沙田で飲茶を）

夫して教えることで初めて「できる」。大事なのは障害（できないこと）に視点を置いて本

人を訓練するのでなく、できないことは支援を。本人の特徴（できること）の方に視点を置

いてスキルアップを。理解者支援者を増やすこと。・・・などお話したのですが、さてさて     

    新聞記事は、そのような内容にな 

っていますでしょうかしら？  

  前頁と左記に、中国の新聞を掲載   

しました。 

私のパワーポイント写真も新聞   

にそのまま掲載されています。  

 

 

以上、 

中国訪問記のダイジェストを、 

日本自閉症協会広報誌「いとし  

ご」の「海外たより」に書いて 

おりますので、読んでください。 

 

講演の話と、視

察の話を書き

ましたが、親の

会の方々が、案

内してくださ

った香港は、と

ても素敵でし

たので数十枚撮りまし

た写真から、３枚を載

せますね。徹之の要望で、移動にはタクシーのほか、地下鉄、電車、フェリー、２階建バス・・・
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（ガイドブックを持って） 

（レストランの看板） 

（柿沼さんたちのガイドで）

等、香港の全ての交通機関を利用しました。「地球の歩き方」（香港）や「旅の指差し会話帳」

（香港）を読んで、観光先や飲茶の種類を選択していました。 

特に食事に関しては、味の違いを心配しましたが、中華料理が大好きな徹之は大丈夫でした。

ただ、昼食や夕食は円卓を囲んでの中国料理ばかりでしたので、ちょっと食傷気味になりま

したね。さすがの徹之も半分くらいしか食べませんでした。ホテルの近くに和民や吉野家さ

んがあったので、ほうれん草のおひたしや魚など日本食をテイクアウトして、ホテルの部屋

でいただきました。本当に１週間があっという間に過ぎてい

きました。大会参加者が「フェイスノート」（ブログやホー

ムページのようなもの）に、私共の写真をいっぱいに講演の

感想など載せているとのことですが、北京語がわからないの

で、残念！でも香港からも再度講演の依頼が来ましたので、

講演内容は好評だったようですね。友人がいっぱいでき、楽  

しい旅でした。 

 
では、次は、権利擁護（成年後見制度等）の話を。 

２１年３月から、東京大学市民後見人養成講座第一期生としての受

けた講義（１２５時間）が無事終わり、5 月 23 日に安田講堂にて開

催された終了式で、東京大学大学院医学系研究科清水孝雄先生名で

「履修証明書」をいただきました。学校教育法第 105 条の規定に基

づいた修了書です。（履歴書に書いていいとのこと） 

私は、1 期生の生徒でしたが、東大市民後見人養成プロジェクトの運営委員になり、第 2

期生の講義（昨年の 11 月 23 日に）や 3 期生の講義（今年の 7 月 19 日に）のほか、２

期生の実習指導もすることになりました。更にＤＶＤ「成年後見制度～市民後見人物語」の

「成年後見制度と知的障害」に出演しました。青山のスタジオでインタビューを受け、私の

話に堀田力先生、城戸真亜子さんがコメントされたＤＶＤができました。成年後見制度の勉

強を始めて、ネットワーク（人脈）が更に広がりました。今後、私の活動を東大がバックア

ップをしてくれるとのことで、支援を受けながら、川崎で権

利擁護支援システムの構築をして行きたいと思います。 

私は、ＤＰＩの三澤了氏が理事長の「ＮＰＯ権利擁護センタ

ーこらーるくれよん」の理事として、加藤真規子さんから頼ま

れ、設立から１０年間、精神障害の方などの権利擁護について

勉強させていただいております。徹之の子育てで知的障害と発

達障害はどうにか理解できますが、なかなか精神障害の理解と
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（「権利条約」等の話もした香港

講演。記念品が講演の度毎、 

3 回も贈呈されました） 

（支援ある自己決定をして、 

徹之の思いに寄り添って） 

支援は難しいです。気づかないことを、いつも学ばさせていただいています。特に加藤さん

とは 30 年以上交流させていただきながら、多くを学ばさせてもらっています。「こらーる

くれよん」のレストランの看板が、あまりに可愛かったので、パチリ！モデルは加藤さん？ 

当事者の加藤さんは、精神障害者のピアカウンセリングや退院促進事業等自立生活運動を

されています。本人主体の「権利擁護」とは何かを気づかせてくれます。 

北欧諸国に端を発した「ノーマライゼーション」の考え方は、障害を持つ人をその障害と

共に受け入れ、その人たちにノーマルな（一般市民と同等の）生活条件を保障しようという

ところから出発しました。 

１９８１年の国際障害者年に当たって国連が採択した行動計画に「ある社会がその構成員の

いくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱い脆い社会なのである」、つまり４つのバ

リア（制度、物理的環境、情報・文化、人々の意識）によって、障害を持つ人を締め出して

いる社会はノーマルな社会でなく、このような社会は変革

されなければならないという、きわめて実践的な認識なの

ですね。 

この理念で、障害者の「完全な社会参加と平等」を謡っ

て（このテーマで当時、私にも講演依頼がきました）か

ら、もう２０年以上たちました。 

今、ノーマライゼーションが実現したでしょうか？  

障害者を締め出してはいないでしょうか？  

隣で暮らし隣で働くことが、あたりまえになっているで

しょうか？ 全て「否」ですね。 

「障害を持つ人と共に生きる」ことの前に立ちはだかっている壁を崩し、溝を埋める活動が

まだまだ必要です。特に、「人々の意識の壁（心のバリア」が最大の問題でしょう。 

多種多様の「考え方」はお互いに認め合った上、多種多

様の「差別」は取り除かなければなりませんが、何が差

別かもわかっていないかも？  

 昨年、鳥取で人権教育の講師に呼ばれた時、宿舎で手にし

たパンフレットにこのような例が書かれていました。 

・・・お父さんは、車を誘導している人を見ながら、「こんな

暑いところで働ける？」と僕に聞きました。それで「ぼく、

いやだ」と思わず答えてしまいました。すると、お母さんも

「そうよね、しっかり勉強すれば、日曜日はお休みで、エア

コンのきいたところでお仕事できるわよ」といいました。 
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（中国の皆様と記念撮影：国連の 

権利条約の批准を各国で！） 

やがて、車は動き出し、誘導の人はおじぎをして送ってくれました。 

・・・皆様どう思われますか？  

これは子どもへ「勉強して欲しい」との励ましの言葉として親は言ったのでしょうね。しか

し職業に対する誤った評価をしています。 

間違った職業観は、間違った人間観へとつながります。 

親の何気ない一言が、子どもに固定観念や偏見を植え付け、差別意識を芽生えさせるようで

す。徹之は暑い中（雨の日も雪の日も）、夢見ヶ崎動物公園を綺麗にと、一生懸命汗水流し

て掃除をしています。 

差別意識をつけない子育てをして下さると、きっといじめなども起きないと思いますね。 

心のバリアフリーが実現するのは、いったいいつになるのでしょうか？ 

親亡き後も地域で暮らし続けるためには、早く「ノーマライゼーション」が実現しなくて

はと考えます。 

前号で、「ＮＰＯかわさき障害者権利擁護センター」での実績つくりも兼ね、「あおぞら共

生会のケアホームの利用者さんの成年後見の手続きをスタートしたいと考えています」とお

話しましたが、今年度「申し立て」等実践します 

徹之が障害児とわかったとき、不幸な子を持つ不幸な親と絶望しましたが、ノーマライゼ

ーションの理念を知り、「地域で共に生きる社会が到来するかも？」と考え、｢入所施設でな

い選択肢を地域の中に増やしたい｣と、３０数年にわた

って、保育、療育、教育、就労、暮らしと、「地域の中

で共に」、これこそまさに「完全参加と平等」の運動を

してきました。 

平成元年「あおぞら共生会」を設立して、親亡き後も

見据えて地域生活サービス（地域資源）を次々に作って

きましたが、自分で自分の権利を守ることができないわ

が子にとって、「親亡き後も地域で暮らす」には、今も

って不安感が払拭できません。未だ、「徹之より一日

でも長く生きていたい」と思ってしまう母です。 

社会には「心のバリア」の壁がまだまだ多く残存して

おり、契約に当たっては悪徳業者のえじきにもなりか

ねません。実に地域は「リスク」が多く、ノーマライ

ゼーションの理念を護る「人権擁護システム」の構築

が不可欠です。 

「施設から地域に」「措置から契約に」と、福祉制度
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（本人主体で、外国旅行等ＱＯＬを 

大切にした支援を：香港観光中） 

 

は５０年ぶりに大変革しましたが、まだまだ安心した地域生活は、ほど遠く、絵に描いた餅

です。 

今地域に生きている障がいのある人が「入所施設に入らないで、地域で暮らし続ける」とい

うことを、まずは実現したいと思います。 

今回、「あおぞら共生会」では、独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ)の助成金を受けて、

「先進的・独創的活動支援事業」（区分）として、「地域住民による地域住民のための権利擁

護事業」を実施します。2 年間の申請をしましたが、助成制度が代わって、とりあえず今年

度 1 年の認可ですが、もう 1 年継続して完結する計画です。そして、このあおぞら共生会へ

の助成事業が終了した後は、この成果を「NPO 法人かわさき障がい者権利擁護センター」

に引き継いで、ＮＰＯの設立目的である「障がい者の権利擁護」の理念を実現していきたい

と考えています（明石が担当の第 3 部会「権利擁護支援センター」で実践します）。 

現在あおぞら共生会のケアホームに、後見類型の利用者が二人おられますが、私は「後見」

に矛盾を感じています。選挙権もとられてしまい、本人の意思を確認しないでいい（尊重し

ない）「後見」は、むしろ権利侵害ではないだろうかとさえ思えます。 

後見人のやりやすさを優先して、被後見人の意思など無視ですもの。 

いちいち丁寧に本人の気持ちを確認することは面倒と思われたのでしょうか？ 

ゆえに、「後見」でなく、思いを大切に汲み取る「補助」からスタートし、それに代理権や

取消権などつける形が「本人主体・自己決定の尊重」であると考えています。 

とにかく、後見、保佐、補助の 3 つの類型の、各中身と支援の実際を知りたいので、この 3

パターンのモデルでの申し立てを行います。 

さらに、「親亡き後も地域で」と考えた時、成年後見制度を使わないでも、リスクの大きい

地域に残すための支援は、どうあればいいかを検証して、地域の中での見守り等の権利擁護

システムの構築をと考えます。「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。 

具体的な内容を紹介します。 

事業の目的としては、現行の後見人制度に代わり、

本人らしく生きるために本人の意思を尊重した後見人制

度の利用を行いたいと思っています。 

従来の財産管理を主体とした成年後見制度から、身上監

護（生活の見守り）を主にした保佐、補助類型を中心とし

た後見人制度に、市民による見守りを合わせることで、親

亡き後も「地域の中で安心して暮らす」ことができる仕組

みを提案したいと考えています。 
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（３０年記念「啓発情報誌」２２年５月発行 

：成年後見制度のアンケート結果も掲載） 

１年目の２２年度は、現行の成年後見制度の問題点を研究し、23 年 3 月にシンポジウムを

行う予定です。研究としては、モデルケースについての実践、国内の先駆的実践例の視察、

当事者（親、障害者）からのヒアリングとアンケートを実施します。 

利用者がこの制度などを理解するための教材も作ります。 

モデルケースとして、補助類型での申し立て、現在は後見類型の方を保佐類型に変える申し

立て（新しい試み）。その他、入所施設を利用している方の後見類型での支援のあり方、そし

て後見制度を使わないでも地域で暮らすことができるためのシステム作り（見守りネットワ

ーク等）いろいろな方法を検討していきます。 

 

「成年後見制度」の説明を少ししますね。 

この制度は、1 人で契約することが苦手な人に、

契約のお墨付きをくれたり（同意権）、難しい契

約を代わりにやってくれたり（代理権）、間違っ

てしてしまった良くない契約を代わりに断って

くれたり（取消権）することができるのです。 

 

①後見類型は、身の回りのことを一人でまった

く出来ない、家族の名前や自分の居る所を分か

らない人＝成年後見人は本人の財産全部を責任

持ってやりくりします。選挙権がなくなる。 

 

②保佐類型は、毎日の買い物はできるけれど、家や車など高いものを買ったり、売ったりす

るような大切な契約はうまくできない人＝お金を貸したり借りたり家や車を買ったりなど

大切な契約は 1 人ですることはできなくなる。保佐人の同意が必要。保佐人のＯＫをもらわ

ないでした契約は保佐人が取り消すことができる。保佐人に大切な契約を代わりにやっても

らえるよう、裁判所に頼むことができる。 

 

③補助類型は、毎日の買い物は勿論大切な契約もできるかもしれないけれど、うまくできる

かどうか心配な人＝大切な契約の内、本人が望むものについてだけ補助人に同意、取消、代

理の役割が与えられる。 

 

④４番目のモデルは、成年後見制度の家裁への申し立てをしないでも、地域の人が日々見守

ることで、日常生活が送れる。本人が困っている時や、困難な問題が起きた時には、すぐに

感知して支援ができるような体制を作る。地域力の開拓が目的。先駆的独創的実践例となり
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（ぼくうみ・脳の歌の１歳の誕生会） 

（うすいさんと徹之：イベント会場で）

ます。  

徹之をこの４番目のモデルにしたいと思っています。成年後見を申し立てしない、多くの方

がこの４番目に該当するのではないでしょうか。 

２年目は、前年度の研究成果をもとに、親亡き後も「地域の中で安心して暮らす」ことが

できる仕組みを提案します。マニュアルを作り、

本事業を肩代わりできる団体への移行を提案し、

地域の中で障害者が安心して暮らせるために地域の方た

ちへの啓発普及活動を行います。 

 

さて、次の話題に。 

川崎市自閉症協会の啓発運動として、「世界自閉症啓発

デー」（４月２日）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

年記念として、自閉症の「情報啓発誌」としての冊子を、１０００部作成しました。 

親の会の記念誌としてよくある親たち苦労等の思い出話でなく、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、イベン

トのタイトルを取って、「ようこそ自閉症ワールド

へ」～正しい理解と支援を願って～と題しました。 

表紙は毎年秋に行う「作品展」に出品されたの子

どもたちの作品で飾りました。冊子は、７月中旬

以降に、協力者の方には発送いたします。欲しい

方がいらっしゃいましたら、明石までご連絡くだ

さい。希望者が多いようでしたら、増刷いたしま

す。内容は、啓発イベントの報告のほか、会員へ

の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。 

また、今年の発達障害啓発週間のイベントも載せております。 

今年の４月の「発達障害啓発週間２０１０」のイベントは、「ぼくはうみがみたくなりま

した」（以下ぼくうみ）のロードショー（４月３日～１６日）の期間に、４月６日に原作者

の山下久仁明氏と明石洋子のトークショー、４月１０日に、うすいまさと氏と「ザ・ボルケ

ーノ」（でんでん虫の当事者と職員で構成）のライブでした。川崎市アートセンター3 階の

コラボレーションスペースで開催しました。詳しくは、30 年記念誌をお読みください。 

ぼくうみ１歳の誕生日（４月５日）の祝賀会を同じ川崎でできましたこと、感無量です。 

うすいさんの「脳の歌」も１歳ですね。近いうちにぶどう社からうすいさんの本も出版され
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（飯山駅前で見送りの先生方と） 

（ホテルに飾ってあった飯山養護学校

の生徒作品の素敵なお雛様） 

るとの事、楽しみですね。 

 

さて、次は講演会についていくつかを報告します。 

前回の「明石通信」（２月１４日発行）後、最初の

講演会は、2 月に千葉県特別支援教育協議会の記

念講演会を千葉市にて行いました。 

最近特別支援教育関係や養護学校からの講演依頼

が多くなりました。 

7 月も、長野県飯山市の飯山養護学校で講演した

ばかりです。徹之はお土産の奥信濃の地酒をお土

産にいただき大喜びで、右の写真の飯山駅から、

千曲川に沿って走っている飯山線で、長野駅に。

長野新幹線で、帰途に着きました。 

７月４日、長野県立飯山養護学校の 20 周年記念

講演会は、公開の記念講演の他、養護学校保護者との座談会、祝賀交流会との３部構成でし

た。徹之の講演は好評で、皆様から大歓迎を受け、ホ

テルでの祝賀会ではアルコールも入って、ドラえもん、

メロンのため息（山瀬まみ）、守ってあげたい（ユー

ミン）プサン港へ帰れ（渥美二郎）の４曲を熱唱。 

「プサン港へ帰れ」は、数年前、韓国釜山大学で講演中、

主催者のスライド映写機のミスが起こり、私の講演が中断

した、その１５分ほど穴を、徹之が埋めた歌です。 

韓国放送公社の日曜スペシャル「幸福なレインマン、走

って世の中に」（６０分）映像で、カラオケでドラえもんを

歌っている徹之を知っている会場の皆さんが、徹之に歌を

所望しましたら、彼は「ドラえもん」の次に、なんと「渥美二郎の釜山港へ帰れを歌います」

といって歌いだしたのです。徹之の「トラハヨ～プサンハンへ」の歌詞に、釜山大学講堂の

聴衆５００名の方は大合唱。ハプニングが感動になりました。そのエピソードも話しました。

飯山養護学校２０周年記念講演会の仕掛け人は、福岡寿さん。１０数年前「手をつなぐ」（全

日本育成会）の編集委員に、同時になって以来、「アメニティ・フォーラムｉｎしが」等で

すっかりお世話になっている福岡さんから依頼されて、福岡さんの施設主催での講演会を昨

年１２月中野市で行いました。その際に、「来年開設２０周年なので、記念講演を」と飯山

養護学校の先生から頼まれたのでした。福岡さんの結婚式会場だった今回の祝賀会会場は、

２０年前コーディネーターさんが全国から集まった記念すべき第１回会議の会場とのこと。
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（帝劇キャンディードの楽屋にて） 

（宝塚大劇場前にて） 

ホテルには、飯山養護学校の生徒さんが作られたお雛様が飾ってありました。飯山駅も新幹

線が通ると、廃止されるとのこと、見送りに来られた飯山養護学校の先生たちと記念撮影を

しました。このように、講演会ごとにエピソードが有り、思い出作りになります。 

 この８月は、湘南養護学校、袖ヶ浦特別支援学校、保土ヶ谷養護学校と養護学校での講演

が続きます。その他 8 月以降、茨城県県東地区特別支援教育協議会、倉敷市特別支援教育講

演会、島根県ことばの教室（聴覚言語障害教育研究会）、栃木県障害児教育県大会、普通校

の PTA から、また全国特別支援学級設置学校長会と、全国の校長先生の前でお話します。

卒業後の長い人生を決める、大事な教育です。特別支援教育図書の執筆依頼もきています。 

 

さて、元に戻って、講演会の話を。２月２５日、

羽田の濃霧で全便欠航し、関西空港行きの飛行機が飛ばないハプニン

グを初体験（びっくり仰天！）。主催者の誘導で、急遽羽田空港から品

川経由で新幹線（新大阪着）と電車で泉南市まで綱渡りの行程。１時

間遅れて到着した大阪府立砂川厚生福祉センター講演会でしたが、皆

様全員待っていてくださって感謝！感謝！ 

翌々日が加古川での講演なので、当初は翌日に、宝塚観劇の予定でし

たが、川崎市主催の相談専門員現任者研修があるため、日帰りするこ

とになりました（帰りは、関空から羽田へ飛行機が飛んでホッ！）。 

その翌日（２７日）は、伊丹空港に着き、加古川公民館で講演。プライベートに１泊して翌

日は、待望の本場宝塚大劇場で、雪組の「ソルフェリーの夜明け」（水夏希）を観劇しまし

た。２枚チケットを購入したので、奥平綾子（ハルヤンネ）さんをお誘いしました。同じ兵

庫県にお住まいでも、宝塚は初体験とのこと。彼女のブログに、今回の宝塚初体験を詳しく

書かれていましたね。 

 宝塚については、私は「ＣＳ（ＴＶ）２９０（チャン

ネル）」の「タカラヅカスカイステージ」を、毎日見ていま

すので、詳しいですよ。最近は、３月にソロモンの指輪（星

組）、５月に激情（星組）、虞美人（花組）、６月にスカーレ

ットピンパーネル（月組）、７月にトラファルガー（宙組）

を観劇しました。雪組トップスター（主演男役）で今回退

団される水夏希さんの「ロジェ」も観なくては！ 

その他宝塚ＯＧとして、箱舟（安蘭けい：元星組）、絹の靴

下（湖月わたる：元星組）も観劇しましたね。トップさんがすっかり綺麗な女優さんに変身

です。宝塚以外は、届かなかったラブレター（クミコ）、市村正親コンサート、フランク・

ワイルドホーン・フレンド（安蘭・鹿賀・マルシア）、クンツェ＆リーヴァイの世界（マリ
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（ジェイミーのコンサート：小川さんと）

（高知「であい館」でお土産を） 

ーアントワネット・レベッカ・モーツワルト・エリザベートの音楽）、MITSUKO（安蘭）、

キャンデード等々、どの公演も井上芳雄さんが出ていますので観にいきました。帝国ホテル

の芳雄君のディナーショーも、また主演映画「おのぼり物語」（７月公開）も見に行きまし

た。前頁の写真は帝劇「キャンデード」のタイトルロール、キャンデードを演じた井上芳雄

さんの楽屋にて。友人をお連れして、記念写真を。芳雄君が出ていない作品で観劇したのは

山口祐一郎さんの「レベッカ」。レベッカの「私」役のヒロインは大塚ちひろさん．「ぼくう

み」の主演者ですね。川崎の啓発イベントで舞台挨拶してくださいました。 

そうそう、「手をつなぐ」の編集者羽村龍さんのお母さんのライブにも行きました。ミュー

ジカル仲間もどんどん増えていきます。私は忙しいほど、ストレス解消が必要になり、ミュ

ージカルにいく回数が増えています。ミュージカルはその時間、夢を与えてくれるので、気

分転換に最高です。秋は、帝劇で、エリザベート（瀬名じゅんさんや朝海ひかるさん主演。

元トップさん）や「モーツワルト」（芳雄君）など

大型ミュージカルがあるので、楽しみです。 

  

またまた話がそれました。講演会に戻ります。 

３月には、かがみの育成園主催の高知での講演会。高知

は，ＮＨＫ大河ドラマの影響で、坂本龍馬ブーム。ＮＨ

Ｋ松平アナが案内するなど観光客が多かったですね。坂

本龍馬に関するお土産は品切れになるとのことで、「で

あい館」に朝一番に行き、限定品の［龍馬からのラブレター］を購入。新保浩さんにプレゼ

ントしましたら、とても喜ばれ、彼のブログに写真入

で、詳しく書かれました。主催者の藤沢さんが、高知城にも、また徹之希望の「アンパンマ

ンミュージアム」も案内してくださり、感謝！。 

その他、紙面でご紹介できなかった多くの講演先の皆様、

本当にお世話になり、ありがとうございました。 

 

さて、今年のジェイミーのコンサートは、９回目になり

ます。６月３日にミューザで、小川さんのピアノ伴奏で、

堤剛さんのチェロ演奏。超、最高！自閉症児の親の「レス

パイト」に加え、市民への「啓発」を目的にすでに９回、開催。次回は１０回目で、長谷川

初範さんをお迎えしてのトークと小川さんのピアノ。「啓発のブレスレットなどを開発した

い」と、10 周年記念になる企画を、小川さんと話し合っています。私は、毎回演奏前に、

自閉症の話を、１０分間程度させていただき、感謝です。 
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（９２歳の母と福岡にて）

（政嗣のパパぶりも板について） 

（お食い初め） 

では、最後にわが家族を。 

母は、９２歳、介護度２で、1 人暮らしがだんだん難しくなってきています。毎月の私の帰

省を心待ちにしていますので、できるだけがんばって帰省しています。先月６月３、４、５

日、７月は５、６、７日、８月は１、２、３日と、毎月３

日間ほど帰省しています。 

弟たち二家族が福岡に居るのですが、男では話

し相手にはならないようで、「寂しい」を連発。

多い時は一日１０回ほど電話をかけてくる母

です。 

１日２回ヘルパーさんに、週２回は看護婦さん

に来ていただき、食事・買物・洗濯等、身の回

りのことや入浴や薬の管理等も、お世話になっ

ておりますが、一番は「話し相手が欲しい」よ

うで、かといってデーサービス等「施設に行く

のはイヤ」といいます。 

自宅に人が来て欲しいとのこと。母の様子を見ながら、理想的な老後と

はいったいどのような形か？ 核家族の今、考えてしまいます。 

住み慣れた地域（自宅）で一生を送るのは、徹之も母も同じです、 

さて、最高齢は、この福岡の母ですが、最も若いのは明石泰希君。昨年誕生の新人です。 

現在、７ヶ月。笑顔いっぱいの可愛い初孫。 

健やかに成長しますように。 

 

では、これからも

ご支援のほど、ど

うぞよろしくお

願いいたします。 

（初節句） 


