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（1月 29日石巻駅で、石森正太郎作品と（ここも津波にあったのかなぁ～）↓）
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皆様、お元気でしょうか。この度の東日本大震災で亡くなられた方々に、心より深く哀悼の

意を表し、被害にあわれた方々、今なお困難な状況に置かれていらっしゃる方々に、心より

お見舞い申し上げます。      

３月１１日の未曾有

の大震災。地震と津波

は街を根こそぎ破壊し、

家族を、自宅を、職場

を失った方々の喪失感

を考えますと、軽々に

｢がんばれ！｣とは言えないですね。がんばる基盤を

失ったのですもの。毎朝｢お仕事がんばります！｣（我

が家のＮＨＫドキュメント番組タイトルです）と、

元気に通勤する徹之は、大切な基盤の「職場（仕事）」

があるから言えるのですね。基盤は人生に丌可欠で

す。ハプニングに富んだ毎日ですが、この 7月 1日

で、川崎市職員 19 年目に入り頑張っています。 

障害児と宣告されたときは、｢丌幸な子を持

つ丌幸な親｣と絶望しましたが、身体障害者

の方から言われた「自分たちに哀れみや同

情は要らない。正しく理解して適切な支援

を」との、まさに目から鱗の言葉に、親で

ある私の、丌幸な存在と同情を買うような

行動こそが「差別や偏見を招く」と教えら

れました。ノーマライゼーションも心のバリアフリーも、身近な親からまずは実践ですね。

問題行動と言われた、「パニック」も「こだわり」も「超多動」も、逆転の発想をしてポジ

（↑種子島でガジュマルの樹をバックに） 

 

あおぞら 

 

（↓銚子犬吠崎海岸） 

（石巻の翌日 1月 30日は、愛知ＧＨ連絡会で講演↓） 
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（ＮＨＫハートフォーラム名古屋（写真 3枚））  

 

第 7巻 

 

 

ファイト！ 

 

第 7巻 

 

 

ティブに生きてきました。親が価値観を変えることからスタートです。本当に障害児の子育

ては自分との戦いでした。自分が惨めになるから、つらいからと、その場を适げ出すことを 

やめました。「くじけず、あきらめず、自分に負けない」ことが大事と気がつきました。 

昨年お亡くなりになられた井上ひさし先生の

「ひょっこりひょうたん島」の人形劇の舞台モ

デルになった、岩手県の｢蓬莱島｣も、今回の大

津波にのまれましたが、その主題歌のように「苦

しいこともあるだろさ、悲しいこともあるだろ

さ、だけどぼくらはくじけない、泣くのはいや

だ笑っちゃおう・・・」です。笑う門には・・・

ですもの。被災地の皆様が、1 日も早く「笑顔

で街に暮らす」（同じく我が家のＮＨＫドキュメント番組

名）ことができますよう祈っています。 

今回、福祉畑の友人たちは続々と現地入りされましたが、

私はがれき撤去など体力的にお役に立てそうもありません

ので、必要な物資や義援金をお送りすることで支援したい

と思っています。復興までの長い道のりを、日本

中の皆様が忘れないで支援していきましょう。 

東日本大震災の前に、茨城県の東部の各市、千葉県の銚子市

（犬吠崎の写真 1頁に掲載）、旭市、また石巻市（石巻駅写真

を 1 頁に掲載）やいわき市など、被災された土地に伺ってお

り、特に石巻は、津波で流された仙石線の電車に乗って、海辺

の石巻市文化センターで講演しました。本当に各地の被害の大

きさに驚きましたが、皆様のご無事が確認できて、ホッ！ 当

時は喪失感いっぱいだった方々が、100 日たった今、むしろ「以前より元気？」と思える

ぐらい前向きになられ、こちらこそ元気をいただいております。福島原発事敀はいつ収束す

るか？ まだまだ丌安感はぬぐえませんが、めげないで、生きて行きましょう！ 

2月は、恒例のサポート研の全国セミナー（5～6日）、東戸塚の若いお母さん方の「つく

しんぼ会」（7 日）、小田原市社協主催講演会（21 日）等の他、20 日はＮＨＫハートフォ

ーラムで名古屋に行きました。ＮＨＫ名古屋放送局の内多勝康氏と久々に再会。「実は身近

な発達障害」というテーマで、徹之含めて３人のトークショーでした。700 名の参加者の

アンケートの感想は好評のようで、主催者からのお礼のお言葉をいただき嬉しく思いました。
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また 19 日いわき市事業団、24 日いわき市母子訓練センターと、いわき市には続けて伺い

ました。温泉も堪能し、お土産には、徹之大好物の「ままかりのふりかけ」を、また帰宅後

に届いた小名浜のおいしい魚に舌鼓を打ちました。本当に美味です！津波で全壊の港、さら

に放射能汚染の海を憂え、早い復旧、復興を祈っています。 

3月に入って、1 日はこの数年毎年伺っている川越市の通園療育センターの講演会。5 日

は、ＷＡＭ（独立行政法人福祉医療機構）の社会福祉振興助

成事業｢地域住民による地域住民のための権利擁護事業｣の報

告もかねてのシンポジウムを開催しました。 

詳しくは、あおぞら共生会の会報「あおぞら 2２号」（18 頁

～21頁）に書いておりますので関心のある方はお読みくださ

いませ。この紙面には、関連写真を添付します。 

 

（↓主催者挨拶） 

（↓基調講演風景  講師の大屋滋氏↓） 

（当事者アピール徹之発表↓） 

（受付で啓発活動を↑） 

（第 2部当事者のアピール↓） 
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今回のＷＡＭの助成研究においては、徹之含め療育手帳を所持する４人をモデルとして、

「後見、保佐、補助」の３類型の課題と、地域の見守りも含めた支援のあり様を調査し（エ

コマップ作成）、権利が守られ安心して生きていけるためのシステムの構築を検討しました。 

また親たちのニーズを把握するため、川崎市内の親の会５団体１８５０名対象のアンケート

を行い、現状を分析考察をしました。更に 12か所の先駆的な活動をしている地域の視察を

行いました。これらの調査研究を報告した冊

子（６４ページ）を作成しましたので、必要

な方は、明石まで、どうぞご連絡くださいま

せ。 

シンポジウムは、3月 5日（土曜日）川崎国際

交流センターの1Ｆレセプションルームにて開催。

総合司会と趣旨説明、アンケート結果報告は事業

責任者の明石洋子が担当しました。 

社会福祉法人あおぞら共生会理事長明石邦彦の

挨拶からスタート。第一部の基調講演は、大屋 滋

氏（一般社団法人東総権利擁護ネットワーク理事

長、千葉県自閉症協会会長）に「親亡き後も地域

で生きるために」の演題でお話していただきまし

た。第二部の当事者アピールのテーマは、「自分ら

しく生きる」。当事者は明石徹之氏、井上義男氏、

草別武生氏ご夫妻、桒子修一氏、矢島英之氏の 6

名の方が、自分の思いを会場の皆様に伝えてくれました。 

第三部はシンポジウムで「親亡き後も地域で暮らす～地域での見守り支援者づくり～」のテ

ーマで、コーディネーターを当事業の実行委員長である赤塚光子氏（サポート研会長、川崎

市自立支援協議会会長）にお願いし、シンポジストには、大石剛一郎氏（弁護士）並木隆氏

（親）、田部井恒雄氏（兄弟）、左近志保氏（行政）と、各立場で提言していただきました。 

この会場で、川崎市自閉症協会の役員たちが自閉症啓発を行いました。｢世界自閉症啓発

デー２０１１｣の啓発ポスターを貼付し、厚労省作成の啓発パンフレットを配布し、昨年出

版した「ようこそ自閉症ワールドへ｣の啓発情報誌を増刷して配布しました。 

 

 

（↓第 3部 シンポジウム） 

（↓視察先の宝塚成年後見センター） 

（↑奈良のＮネット） 
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（↓ファーコスさんと後見制度勉強会(東大にて)  

 

第 7巻 

 

 

さて、今回のＷＡＭ研究事業の 4人のモデルの「地域との関係調査（エコマップ調査）」

には、東大の市民後見人養成講座（東大医学部所属）の 3期生の実習も兼ねて協力していた

だきました。養成講座は 3期生まで約 1000

名終了し、日本各地での活動を「東大市民後

見活動支援室」が支援してくださっています。 

4月から「東大政策ビジョン研究センター」と

体制を代えて、「23 年度市民後見人養成講座」

が開かれます。皆様も成年後見制度を勉強され

ませんか？ 明石は、6月より［ＰａｎｄＡ―

Ｊ］の「大門塾」に「級長あかし（副塾長？）」

の役割を仰せつかって、募集した塾生さんと、月１回成年後見制度の勉強をします。     

右上の写真は、薬局経営の㈱ファーコスさんと、東大での勉強会です（島田社長さんも参加）。

ファーコスさんは私が管理薬剤師として 20 年以上勤めました㈱スズケンの関連会社で、川

崎のファーコス経営の薬局の薬剤師さんと、成年後見と「薬と健康」の勉強会もしています。 

さて、3 月 5日

のシンポジウム

の翌日は種子島

に行きました。鹿

児島県の離島に

は行くのは、初め

てですので、とても楽しみでした。西之表市等 1 市 3 町村

の福祉、療育、教育、労働など幅広い方々がお集まりでした。

民宿に泊まり地元の居酒屋さんでの懇親会、種子島の観光も

させていただき感謝です。次回は、縄文杉は無理でも紀元杉

を見に、屋久島に行きたいなと思いました。種子島の宇宙セ

ンター等の観光名所を写真にてご紹介します。 

（くまげ発達研究会の皆様と→） 
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川崎に戻って、あおぞら共生会のケアホーム会議（9 日）や運営委員会（10 日）、川崎市

自閉症協会の役員会（1１日午前中）等、目まぐるしく動いていましたら、3 月 11日 2 時

46分の大地震発生！！ 

震度 5 強、コンクリートの電信

柱が揺れ、窓ガラスが割れるか

と思うほどの揺れに、初めて味

あう恐怖を感じました。震源地

の東北は震度 7 と聞き、ただ事

ではないと、法人の利用者さん

の安全確保と、家族への連絡、

連絡が付いた家庭への送り届け

など、事務所の職員たちと飛び

回りました。さて、「わが子徹之

は？」と言うと、職場の夢見ヶ

崎動物公園は全く連絡が取れず

（停電と断水で、動物への対応

で大変だった模様）、迎えに行こ

うにも交通はマヒし、大渋滞で

身動きできない状態。その中で、

90 分歩いて午後 7 時に徹之は

元気に帰ってきました。彼の明

るい顔を見て、ほっとしました。

超多動で幼いころからの探検で、街の地図がちゃんと頭に入っ

ているし、体力もついていて「生きる力」がありました。  

しかし帰る自宅があったので、自力で家にたどり着きました

が、津波などで帰る家を失ったら、どこに行けばいいのでしょ

うか？ 人に尋ねることができない徹之の「困り感」を想像す

ると、災害時の支援体制の大切さを痛感します。 

日々、突然で予定外の見通しのつかない出来事に、自閉症の方々

は混乱してしまうのですが、その特性を理解せずに、怒鳴られ

たり叱られたりされますと、さらに辛い思いをしてしまいます。今回の大震災で、朝日新聞

などマスコミに登場する自閉症者の（お家族含めて）並大抵でないご苦労を見ますと、本当

に親亡き後だけでなく、災害時緊急時の対応、すなわち環境整備・啓発の大切さを痛切に感

じました。今回の大震災は決して他人事ではないのです。いつか身近に起こるかも？ 

【第 518号】 おはようの挨拶だけで 

昨日の朝、通勤途中の路上で、川崎市の職員で自閉症の 

当事者でもある 

明石徹之さんとすれ違いました。 

徹之さんは私の自宅の側の動物公園で、２年前の春から 

働かれています。 

そしてごくごく当たり前のように、僕は「おはようござい

ます！」と彼と挨拶をかわしました。 

大きく、はっきりとした言葉で「おはようございます！」

と返してくれる徹之さん。 

挨拶はやはり気持ちが良いものです。 

小さいころから当たり前のように、実践されていた 

“おはよう大作戦”。 

成人になられた今も、実を結ばれていますね。 

たかが挨拶。されど挨拶。 

昨日は、気持ち良い朝でした。 

＊「そよ風の手紙」のＨＰより転記しました。 

＊6 月のある朝の徹之の様子です↓ 

（↓仕事中の徹之） 
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それで 5 月 31日の「川崎市自閉症協会 23 年度総会」の第 2部に、「３．１１その時あな

たは～自閉症と災害～」についてのシンポジウムを企画しました。県立高津養護学校今泉先

生をコーディネーターに、川崎における障害者に対する公的な支援整備の構築と、個人とし

て日ごろからの災害などの危機管理に関心を持って取り組む姿勢等について話し合いまし

た。そのためには、地域の人に自閉症など発達障害の障害特性の啓発に努め、また本人たち

の生きる力をつけるような教育（人間、生涯教育です！）や生活を願って、親として活動し

たいと思います。地域の方々との日ごろの関係性が大切で、出会いふれあって、障害特性を

理解していただくことと、本人が少しでも多くの機会を設けて

社会参加して、双方が経験を積むことが大事と思いました。 

市社協の障害者団体部会（明石は副部長）で、この 3年間の「防

災」を研修しましたが、今年度は、「立川防災館」での起震車

等の体験学習を企画しました。7 月 6日、徹之と一緒に体験し

てきます。さぁ、彼がどのように行動しますか？ 

とにかく何事も経験です。 

さて、次は、３月に１週間行った中国講演旅行の話をします。 

「明石通信」（22 年 7 月 10 日号）に詳しく書きましたが、

昨年 5月 25日～30 日、徹之と一緒に、香港での「第 6回華

人知的障

害者福祉

大会」の講

演に行っ

てきまし

た。その講

演を聞かれた中国本土の方から、すぐに講演依頼が来ました。しかし日中間の世情丌安と私

の言語能力の丌安もあって、7月、10月とお断りしておりましたが、再々度の講演依頼に、

3月 16 日～22日と（私一人で）行ってきました。 

余震や計画停電（川崎区は 6回ありました）などあ

り、日本を留守にする心配は

大きく、直前まで躊躇しまし

たが、行って本当によかった

です。ささやかな日中親善に

なりました。写真を交えなが

らご報告をします。 

（福州市の小学校の校長先生と→） 

（国語、算数の教科書と教材↑）       （天真爛漫な生徒たちと↑） 
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3月 16 日は、成田エクスプレスも運休、羽田からリムジンバスが出ていることがわかり

朝早く羽田空港に。余震もあり、渋滞情報もあって、成田空港到着までハラハラ。無事到着

し、定刻に成田から上海（浦東）空港に出発できました（ホッ！）。 

 講演場所は福建省でしたが、中継地の上海で、昨年視察団として来日された療育センター

の方々に会いたいと思い途中下車（？）。ところで 16 日の上

海行きは、福島原発事敀を嫌って帰国する中国の方が 7 割以

上。隣の席の日本長期滞在の中国の方のお話では、中国の親か

らの帰国の要請がうるさいそうで、空席待ちをしながら、娘さ

んや奥さんたち家族全員を順次帰国させたとのこと。実際、中

国のホテルで見たテレビは、この福島原発事敀のニュース一色。

一人っ子政策で、親御さんの丌安感は増大したことでしょう。 

上海に 1泊して、17日午前中に、療育センターで親御や先

生方との座談会をした後、福州へ飛び立ちました。国内路線でし

たので、全く日本語が通じず、電子手帳の中国語を開きながらド

キドキの搭乗。定刻に到着（ホッ！）。主催者の花束持参の出迎

えに感動。ただ通訳さんが現地の日本語専攻の学生さんで、日本

の文化も障害や福祉についても、全く知らないとのこと。私の講

演内容がチンプンカンプン！通訳予定者（自閉症児の父で商社マ

ン）が来日して、急きょ依頼された由。即、滞在ホテルで自閉症

についてのレクチャーから始めることにしました。翌 18 日は、

レクチャーしながら清朝の文化が残っている「三坊七巷」に観光を。切り絵や水牛の角でで

きた櫛など、日本へのお土産などを購入しました。寒かったので、ウールのポンチョも。 

さて、福州市の講演依頼状は行政（福建省障害者支援事務室）からでしたが、私の講演を

切望されたのは小さな民間の小学校の

校長先生でした。学校は、生活水が流れ

る狭い川に面した古い雑居ビルの 2 階。

10 室くらいの薄暗い教室で、若い先生

方が熱心に、自閉症や知的障害の子供た

ちを教えていました。小学性対象ですが、

「卒業後の行くあてのない生徒も預か

っている」そうで、その熱意には頭が下

がりました。教育内容は昔の日本のよう

な素朴な教育（前ページに教科書や教材

等の写真掲載）で、懐かしかったです。 

（通訳さんと↑ 櫛専門店↓） 

（三坊七巷の道に設置されていた等身大の各職業の銅像群↑） 
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中国で最も大切な鳥「鶴」の絵を一筆で描く生徒

に出会い（天才少年？）、さっそく描いた絵を数枚

いただいてきました。（左の写真） 

私が編集委員をしています日本自閉症協会の会報

「いとしご」（9 月号予定）にて、皆様にご紹介し

たいと思っています。子どもたちは皆素朴で純真で、

人なつっこかったです。 

通訳の方も同様でしたが、先生方も「日本に勉強

に行きたいが、自由に中国から出られない」とのことで、「日本からの招待があって初めて

来日の可能性がある」とのこと、いつか来日できる機会を作りたいと思いました。 

通訳さんも「教育費は、農村出身の親が銀行からお金を借りて出してもらっているので」と、

親への感謝と恩返しの扶養を当然のように思っていました。このような若者は、最近日本で

は見かけなくなりましたので、そのけなげさに応援したくなりました。まだ中国は身分や貧

富の差が大きく、海外に出るのはなかなか自由ではないようです。

教育を受けること

が、状況打破の鍵の

ようです。障害児の

教育の充実は、まだ

程遠いように感じ

られました。 

講演会は、3月 19

日に福建省康夏教育

中心（公的機関）であり、親御さんの他、教育や福祉の専門家も多

く参加されました。通訳さんは頑張ってくれたけれど、会場の皆様

が理解してくれたどうか？ 参考までに私の本をプレゼントしま

した。「翻訳本がほしい」との

ことでしたので、「近いうちに

出版の可能性がある」ことを

ご紹介。左上の写真は 19日の福州市での講演会後の記

念撮影です。右上の写真はホテルの私の部屋で、通訳さ

んたちと日中の情報交換も兼ねてホームパーティをし

た写真。すっかりリラックス！中国の方々はとても親切

で、楽しかったです。（左の写真は、上海にて） 

 

（通訳さん達とホームパーティ↑↓） 

（上海の民間の療育センター↑） 
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さて翌日 20 日は、上海に U ターン。11 時

15 分発なので、9 時にホテルを出ました。12

時 30分には上海（虹橋）空港に到着の予定でし

たが、福州空港の出発ゲートに飛行機の影も形

もなし。「ゲートが変更になった？」と私は右往

左往。ゲートの係の方は英語も日本語も通じな

い（エエエッ！）。状況が理解できない私は、も

う周りの皆さんの動向を目で追うしかなく、視覚だけが頼りでした。すっかり自閉症の方の

立場！痛いほど視覚的支援の重要さを痛感しました。しかも、上海の浦東空港への便は運航

しているようで、そちらのゲートに多くの方々は移動。浦東と虹橋の位置は？私はどうした

らいい？「上海の虹橋空港に迎えも来ているはず」なので、変更を伝える手だてもなく、選

択肢の情報もない状態では、見通しも立たず、た

だ待つだけでした。やっとどこからかゲートに飛

行機が着いて、3 時間半遅れで出発。結局福州空

港内で 4時間以上待ったのです。 

上海講演会開始時間には完全に遅刻ですが、事前

に送っていたＤＶＤの徹之の映像を流していただ

き、友人の青山晴美先生（私の後に上海に来中）

に解説していただきました。私は、会場到着後２

時間はお話でき、ホッ！本当に、言葉がわからず、

初めての場所で、予定変更あり、見通しもなく…、本当に自閉症

の方が置かれている状況が身にしみてわかり、いい経験をしまし

た。中国ではすっかり無口な私でした。  

さて、上海は街の建物（高層ビルや億ションが林立）、活気も

療育センターの教育内容も、中国の地方都市とは段違いに豪華で

した。療育センターは民間運営で、先生方のお給料（月 2000

元～3000 元：約 3 万円）の人件費と運営費は、親たちが出し

ているそうです。親の負担が大ですね。上海の施設は、ピアノや

運動用具や教材等も整備されていて、療育も構造化・スケジュー

ル化されていました。親御さんたちもとても明るく熱心で協力な

方々でした。保護者の一人の洪波さんが、私の本を翻訳して、保護者の方々に配って、この

2年間実践されているそうです。訓練・訓練で問題行動が激しくなって、子どもの両頬が自

傷で（叩いて）内出血して真っ黒になっていたが、私の本に出会って、親や周りの人がかか

わり方を変えたら、笑顔できれいな顔になったとのこと。「中国の療育や教育を、医学モデ

（小ども達のスケジュールがカードで視覚化↓） 

（保護者の方々と↓） 

（青山先生と洪波氏→） 
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ルから社会モデルへと、根本から変える本」と言うことで、「3 巻を翻訳して出版を」との

保護者からの要望があったそうです。北京の出版社の方が新幹線で 8時間かけて、会場に着

ていらして、私の講演を聞かれて即、その場で「出版したい」と言われました。後日ぶどう

社さん及び代理店との交渉の結果、正式に私の本 3 冊の翻訳本の出版が決定しました。「本

を読みたい」と希望されていらした福州や香港の皆様、どうぞ楽しみにお待ちください。 

 

さて、日本に戻っ

て、4 月には厚生労

働省の職員研修を行

いました。パワーポ

イントの 1枚目を添

付します。5 年前か

ら、毎年厚労省で自

主勉強会のような形

式で、徹之も一緒に、

自閉症等発達障害に

ついてお話していま

したが、今年は職員

研修の要請です。「施

策についての話も入

れて」とのこと、私の能力を超えるテーマに、友人の又村あおい氏に相

談したりして、ちょっとレジメには苦労しました。若い職員から「元気

になってやる気が出た」と言われてほっとしました。若い職員に大いに

期待しています。元気な日本にしてください！子供たちの未来を託しま

す！！ 

4月から後見選挙権訴訟裁判に向けての運動がスタート。関哉弁護士

からの要請で 4月 13 日の裁判打ち合わせ、5月１１日公判と、臨場感たっぷりの運動が始

まりました。この裁判で、選挙権のみでなく、障害者の自己決定支援と成年後見制度の課題

等が明らかになり、研究者はじめ国民の皆様の目に留まれば、最高の啓発になります。 

さて、4 月 23日に、社会福祉士の通信の福祉専門学校のオリエンテーションがあり、これ

から、2 年間福祉の勉強をスタートします。しかしレポート書く（テキストを読む）時間が

とれずに、最初からギブアップしそう（締め切りまでのレポート、大丈夫かなぁあ～）。 

5 月は、26 日社会的企業育成支援事業「発達障害」の講師を。また 28 日は横浜共生会主

催で「知的障がい。発達障がいと人権」についての講演会等。特記として、6 月 14 日に、

（厚労省行政が孫→ の未来を左右しますもの） 
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徹之と慶応大学で講義しました。4 年前の慶應大学での徹之の講義の様子が、2007 年 7

月号の「ステージ」に載りましたが（全日本育成会の羽村龍氏が取材）、2 年ぶりの講義で

す。教授の浅野史郎さんが、2 年間の闘病の後、5月から教壇に復帰されました。その浅野

さんからの講義の依頼です。2 月の退院後は初めてお会いしましたが、お見舞いに行った病

室での様子とは打って変わって、髪も黒く、お元気なご様子。感染症予防のためマスクをさ

れていらっしゃいましたが、口調も元どおり。週 1回は慶應大学での講義に外出していらっ

しゃるとのこと（奥様の送迎付き）。本当にご快復おめでとうございます。 

 

さて、最後は我が

家の話。骨折後の歩

行のリハビリ中の母

（９３才）は、「奈多

ケア院」の生活にも

慣れてきましたが、まだ立つこともできませ

ん。「自宅の帰りたい」の希望には、独り暮

らしは到底無理な状況で、応えることができず辛く思います。近くに住む弟が週１回「奈多

ケア院」に顔を出し（親孝行の息子さんと評判）、私も月 1 回は福岡に帰省して、母の洋服

や身の回りの必要なものを揃えたり、昔話に付き合っております。上の写真は、聖路加の日

野原重明先生（１００才）から、著作の本に、母宛にメッセージとサインを書いていただき

ましたので、お土産に持参。母の名前入りの激励のメッセージに、

母は大喜び。リハビリに精を出してくれるといいのですが…。 

上の写真は、５月５日の子供の日に、政嗣が孫の泰希をつれて遊

びに来ました。１歳５か月、好奇心旺盛で、名前を呼ぶと「ハ～イ」

とご返事も上手で、愛嬌たっぷり。この記念写真に徹之は写っていません。食事の際のお酒

を飲みすぎてダウン。お正月同様またまた記念写真に収まることできませんでした。左上は、

ＮＨＫハートフォーラムの講師控室に来てくれました徹之の従姉（邦彦さんの姉の長女）。

名古屋で薬剤師をしており、久しぶりの再会で記

念にパチリ！ 

最後に、私が卒業した佐賀市立城南中学校の同窓

会写真を。おまけに掲載。卒後 50 年たっても、

同級生が、「あおぞら共生会」の支援者になって

下さっていて、本当に嬉しいです。 

では皆様、これからもどうぞよろしく。      

（川崎で「子どもの日」の記念写真↓）     （福岡の母と、日野原先生の本→） 

（佐賀市立城南中学校 50周年同窓会会場にて↑） 


