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                      2012 年（平成 24 年）１月１日発行          

（アジア会議会場のラマダホテルホール→） 

 

第 7巻 

 

 

（韓国の女性とご機嫌なツーショット 3枚 

ラマダホテルでの懇親会会場にて→） 
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皆様、お元気でしょうか。 

昨年の東日本大震災や台風や洪水で亡くなられた方々、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、今年は穏やかな一年でありますことを祈って、年明けのご挨拶

に代えさせていただきます。 

「今年は、平和で穏やかな素敵な一年でありますように」  

昨年も皆様には大変お世話になりました。我が家も激動の一年で、更に

超多忙の年でした。徹之に関してもハプニングに富んだ日々でした。今は、

変化に富んだ人生を少しは楽しむまで耐性はできていますが…。しかしハプニ

ングをトラブルにしないためにパイプ役（通訳）の必要性は大ですね。徹之の

幼児期は、親が全て地域とのパイプ役になって、「お宅はどんなしつけをしてい

るのですか？」と徹之のいたずらを叱られる度に、プラス思考して、「説明する

機会をいただいた」と前向きに考え、誠実に対応してご理解をいただき、共感

と支援の輪を広げてきました。 

成人になった今でも親がまだまだパイプ役（代弁者）はできますが、親が

本当に本人の思いを代弁している 

かも問題ですし、更に親亡き後にも、 

地域で安心してあたりまえに暮らすためには、本人の自己決定を尊重して思

いに寄り添って支援する体制が不可欠です。福祉が措置から契約になり、

支援も「自己決定に基づく個別支援」になりましたが、知的障害を持つわ

が子たちには、その自己決定そのものに支援が必要です。  

本人の意思が分りづらい人の支援には、豊かな感性やコミュニケーショ

ンスキルが不可欠になります。親亡き後の安心感のため、親たちは入所施

設を希望してきましたが、当事者の願いは「地域であたりまえに暮らしたい」なのです。本

人が自己決定できないと思って、親をはじめまわりが進路を決めてきたようです。本人は入

（↑「第 20回アジア知的障害会議」会場にて、民族衣装で記念写真） 

 

あおぞら 
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（徹之の笑顔が親亡き後も消えないように→） 

 

第 7巻 

 

 

（アジア会議で他国の人と情報交換↑） 

 

第 7巻 

 

 

所施設より、住み慣れた自宅がいいのですね。しかし当事者の思いの「施設から地域へ」の

流れになった今でも、親たちは安心して地域にわが子を残していけるでしょうか？ 

ジェット・リー演じる父親が、癌で余命３か月と宣告され「この子を残しては死ねない」

と、海で心中をはかる場面から始まる中国映画「海洋

天堂」（右にパンフレット：詳しくは後述）と同じよう

な気持ちを、日本の親たちも持っています（実行する

かどうかは別ですが…）。犯罪等に巻き込まれるリスク

の大きい地域の中で、自分を守れないわが子のために

は、親亡き後はなおさら人権を守る仕組みは不可欠！ 

私は、我が子に「入所施設以外の選択肢も用意した

い」と、仲間の親たちと「必要なサービスがないなら自ら作ろう」と、平成元年から地域の

中に、日中活動の場、暮らしの場、生活支援サービス事業所等々を作ってきました。 

しかし安心して地域で暮らすためには、どの場でも「人権擁護」が不可欠です。職員の研修

強化だけでは不足です。 

国際的な情勢として、平成１８年に障害者権利条約が国連にお

いて採択され、障害者の人権と自由を包括的に保護し、差別の禁

止と合理的配慮を社会に求めていくような流れになりました。日

本は、平成１９年に署名したものの、国内の関係法令を整備する

準備に時間を要するため、批准に至っており

ません。 

そのため、障害者に係る制度の集中的な改

革を目的として、平成２１年１２月に「障が

い者制度改革推進本部」が設置され、この中

で平成２３年７月に「改正障害者基本法」が

成立しました。「社会モデル」を踏まえた障

害の定義等の見直しなどが行われ、「発達障

害」が初めて明文化されました。これに先立って、 

６月には「障害者虐待防止法」が成立しました。 

「医学モデルから社会モデルへ」の転換は、「自分らしく生きる」を保障するものです。 

「第３次かわさきノーマライゼーションプラン」の基本理念にも「自立とは、一人で生き

ていけるようになるという意味でなく、さまざまな人とのかかわりの中で、主体性をもって

生きていけるようにすると言うことであり、自分がしたいこと、できることで、たとえ支援

を受けながらでも社会に貢献していくという視点が大切」と書かれております。 

「支援あっての自立」ですね。更に「障害特性への合理的配慮がないのは差別」であると
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（権利擁護フォーラムを12月24日川崎で開催→） 
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のこと。私も法人の職員も、人としての尊厳を守り権利を侵すことがないようにすると共に、

「障害特性の合理的配慮が何か」についても、正しい知識と支援のスキルの獲得と向上が、

不可欠になります。また「地域でふれあい、支えあう」ためには、市民の方々に対しても、

人権擁護と障害の理解と共感への啓発が一層必要になり、共に力を注ぎたいと思います。 

さて、徹之の支援においての基本的合理的配慮とは何でしょうか? 本人がわかる環境を

整える、すなわち環境の構造化が基本となります。例えば、「視覚的」に伝える（聞くより

は見る）、本人に直接「具体的」

に、また「肯定的」に伝える、順

序付けや見通しを立てて伝える、

予定の変更や変化等は事前に説

明する・・・等々ですね。 

また、自己（意思）決定が難し

いと思える自閉症等発達障害の

人に対しては、「支援付き意思決

定」が必要です。情報をかみくだ

いて提供し、思いに寄り添って自

己決定を支援する人の存在が必

要です。 

 

「障害者基本法改正案」（７月２９日成立）に、その

「意思決定の支援」が明記されました！ 

第２３条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の

支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関

係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害

者の権利利益の保護のための施策又は制度が、適切

に行われ又は広く利用されるようにしなければなら

ない。 

障害者基本法では、相談・権利擁護の項目に述べられ

てはいますが、総合福祉法にあたっては、日常生活や

社会参加における「意思決定支援」へと概念が広げら

れるでしょう。 

 

 

（意思が分りづらい人の意思決定支援の PPT↑） 
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（↑徹之通訳付き発表： 

英語バージョンでの会議） 
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障害者総合福祉法骨格提言（８月３０日）には、「法の理念・目的・範囲」の項に、「地域

で自立した生活を営む基本的権利」に、「障害者は、必要とする支援を受けながら、意思（自

己）決定を行う権利が保障される旨の規定」が加筆されました。「支援のあり方」として、「障

害者の意思（自己）決定にあたり、自己の意思決定過程において十分な情報提供を含む必要

とする支援を受け、かつ他からの不当な影響を受けることなく自らの意志に基づく選択に従

って行われるべきである」とされました。特に、「その他」の項の「民事法との関連」で、「成

年後見制度」が新たに加えられ「改正された障害者基本法にも示された意思決定の支援とし

て機能することであり、本人の意思を無視した代理権行使は避けなければならない。」「広く

意思決定支援の仕組みを検討する必要がある。」「選挙権のはく奪をもたらす欠格事由とされ

ている等…関連法の改正が検討されるべきである」とさ

れました。そうなると、公職選挙法や地方公務員法が改

正される？ 意思決定支援法ができるかも？現在「被後

見人の選挙権回復裁判」が公判中で、私は東京地裁の裁

判は今まで全て傍聴し、集会に参加（司会も）していま

す。意思決定支援と同様に、権利擁護支援は不可欠です

ね。 

「ＮＰＯかわさき障がい者権利擁護センター」では、

昨年末（12 月 24 日）には、「権利擁護フォーラムｉｎかわさき」（前頁のチラシ参照）を

開催しました（明石はコーディネーターとして出演）。また、ぱんだＪ研究所での「大門塾」

（明石は副塾長）でも成年後見制度の課題を整理し、提言並びに人権擁護システムの構築等

を考えております。親が元気なうちに、「障害がある人もない人も共に生きる社会」になる

ように・・・。 

加えて、市民への啓発活動の一つとして、１２月３日の障害者

の日には川崎駅で啓発キャンペーンを行いました。毎年 12 月の

第 1 土曜日に、川崎の障害者団体部会（３障害 19 団体）で、会

の紹介を入れたティッシュを配っております。明石は団体部会副

部会長なので、市社協の小田さんの協力のもと、ノボリとタスキ

とティッシュ２０００個を部会メンバーに配って、川崎駅で市民

2000 人に手渡ししました。受け取ってくれる人、無視する人い

ろいろです。 

 さて、昨年後半の大きな出来事は、韓国での知的障害アジア会

議での徹之の発表と、中国での私の翻訳本の出版等があります。

明石通信も国際色豊かになりましたね。 

（川崎駅で障害者の日キャンペーン→） 

 

第 7巻 

 

 



２００２年４月２３日第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２０１１年１２月２６日発行 ＳＳＫＷ あおぞら 増刊通巻第 2498 号 付録 

 

 

 

 

5 

（会議主催者と、韓国自閉症協会会長や全日本育成会会長も↓） 
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（会議のスタッフと→） 

 

第 7巻 

 

 

（交流会場で。右から３人目が通訳の袖山啓子さん↑） 

 

 

 

「第 20回アジア知的障害会議」開催 

場所、韓国済州島での様子をご報告い 

たします。 

 8 月 21 日の早朝（午前４時半自宅出発成田空港

へ）たって、２６日深夜（２３時５０分自宅着）ま

で、一週間の旅でした。この一週間は、会場である

ラマダプラザホテル（チェジュ）に滞在しました。 

今回は徹之が主役、私は付添いです。「第 20 回アジア知的障害会議」での徹之の発表は、

25 日午後（16 時から 18 時）でした。その他は専門家の

基調講演や各国からの発表、ほかに施設の視察があり、毎日

夜は交流会やワークショップなど、スケジュール盛りたくさ

んの１週間でした。 

韓国の方々の中には、韓国放送公社 

（ＫＢＳ）作成のドキュメント番組で徹之をご存知の方が多

くいらして、ホテル内では、「徹之氏」と話しかけられることしきり

です。10年前の 2002年 3月 17日、国営放送ＫＢＳ（スタッフが

日本に来られ取材）で、夜の 8時から 9時の日曜スペシャルで、『幸

福なレインマン、走って世の中に』と言うタイ

トルで、60分、我が家のドキュメント番組が放送されました。 

放送後、韓国から 300 名以上の方々の感想が送られてきて感激し

ました。今回の参加者の中に、当時韓国での放送を見られた方は多いようです。「ダビング

して授業に使っています」とご挨拶された大学の先生も。また、８年前のプサン大学での私

どもの講演を聞かれた方もいらして、今の徹之との握手に感激されていました。徹之はすっ

かり人気者でした。韓国で放送を見られ

た方々が、「お母さんにお目にかかりた

い」と言われ、私も紹介されました。 

講師や参加者から、DVDや資料がほしい

となって、持参していた資料はすっかり

なくなりました。「笑顔で街に暮らす」の

英語バージョン（女性ＮＨＫアナが英語

でナレーション）を、イランの大学教授

などに後日送ることになりました。 

（発表の方々と→） 
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（インドの母子と→） 

 

 

交流会では、韓国の発表者の家族（右の写真）が、「テ

レビを見て、ポジティブに育てた」と理想像の徹之

と記念写真をと要望され、カメラに収まりました。

会場では主催者や韓国自閉症協会の会長さんたちな

ど多くの方と記念写真を取りました。「全日本手をつ

なぐ育成会」の新会長になられた北原守氏は、韓国

語ペラペラ。（北九州市育成会会長で、私は講演を依

頼されて、過去 2度ほど北九州に行きました。） 

会議の合間に知的障害者当事者のワークショップ

もあり、徹之は会議中ボランティアをしてくださっ

た「翔の会」の日高さんと参加しました。 

ジェンカ（徹之は「坂本九さんのレッツキス」と言

っています）を踊ったり、ドラえもんの歌を歌った

り、新聞紙で兜を作ったりして、他国の当事者と楽

しく交流しました。当事者のリーダー役の奈良崎真

弓さんにはすっかりお世話になりました。 

最終日の交流会での日本団の出し物は、当事者中心の「よ

さこい踊り」でした。徹之は博多で買った久留米絣の作務

衣を着て、ハッピを羽織って、日本タオルのねじり鉢巻、

鳴子をもって、飛び跳ねながら踊っていました。 

各国の知的障害者本人も、民族衣装

を着たりして、参加していました。 

スタディーツアーで、知的障害（自閉症の人が多かっ

た）の入所施設（リハビリセンターと言う名前でしたが）

と、知的障害の特別支援学校（サマースクール中、ここ

も自閉症の人が多かった！）の視察もしました。どちら

も立派！国の威信をかけてこの会議のために整備され

たような施設でしたね。 

旅行社企画の観光のオプションツアーにも 1 日参加し

て、世界遺産３ヶ所含む、５ヶ所を観光しました。 

雨と風の中でしたが、雄大な自然を体感でき（強風の中）、

また急に雨が上がってハルナ山にかかる虹（出現は１５

分間だけ）に感動し、素敵な観光ができました。 （副島宏克さん、小林博さんと↑） 
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（観光風景 3枚↑→） 

 

 

（団長の金子健先生と山口薫先生に 

2年後のインドでの再会を↑） 

 

 

ポーテージの山口薫先生ともご一緒

に。足元がおぼつかない場所では時々

手を添えて、ご一緒に観光しました。

ただ、１週間のうちお天気なのは１日

だけ。この島はほとんどが雨（４０％）

か曇り（４０％）、お天気の日は年間

の１８％くらいだそうです。雨が多く

風が強い島という印象。 

今回、ホテルと会議場が一緒なので、一週間荷物を

そのままにしていいし、徹之は飽きたら部屋でお絵

かきしてもいいので、快適なホテル生活でした。 

20 数カ国、1500 人の参加者で、顔の色はじめ姿

かたちがさまざま、国際色豊かでしたね。 

しかし、言葉が通じないので、またも外国では無口

な私でした。会議の内容は、全日本育成会の袖山啓

子さん（以前ご一緒に機関紙「手をつなぐ」の編集委員を）に

訳していただきました。英会話を学ばなく

ては・・・。 

韓国の次は中国の話題。 

一昨年と昨年の中国（香港、上海、福州）での講演を終え、上

海の講演会の主催の洪波さん（福ちゃんパパ）が翻訳された、

私の本（1，2巻）が、12月 23日に、中国（北京の出版社発行）で出版されました。 

第 3巻は、来年の世界自閉症啓発デーに合わせると

のこと。出版記念パーティーが楽しみです。 

また、待望の中国映画「海洋天堂」が昨年夏から日

本各地で上映されておりますが、それで中国の自閉

症事情もよくわかり、中国がとても身近になりまし

た。昨年 3 月の中国（上海と福州）訪問の様子は、

日本自閉症協会機関紙「いとしご（9月号）」の海外

便りに掲載されました（表紙も福州市施設訪問で出

会った小学生の鶴の一筆書きの絵です）。 
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さて、「海洋天堂」の川崎での上映の話を。昨年１０月２２日から２週間、一昨年の発達

障害啓発週間で「ぼくはうみがみたくなりました」の上映（＆トークとライブ）を行った川

崎市アートセンターで上映しました。

第一回上映後、明石洋子がトークしま

した。私は、映画の感想と、自閉症の

理解と支援及び会の紹介などのお話を

しました。アートセンターだよりの「シ

ネマエッセイ」に、海洋天堂の上映に

寄せてという拙文を載せていますので、

右の記事を読んでくださいませ。映画

の上映前後に川崎市自閉症協会のパン

フレットの配布や親の会 30 周年記念

誌「ようこそ自閉症ワールドへ」（発達

障害啓発週間のイベント等掲載）の冊

子の販売等、啓発活動を行いました。

少しでも多くの市民の方々が、映画を

見られて、自閉症等発達障害への理解

が進むことを願っています。 

さて、川崎市の障害者施策の動向も

お話をします。 

川崎市は、入所施設から地域福祉へと言う潮流 

の中で、「まちで暮らそう２１世紀」として、 

① 地域での自立した生活の推進 

② 利用者主体（自己選択、自己決定）の支援 

③ やさしいまちづくりの支援 

を基本とした取り組みを進めています。 

「地域の中で育ち、学び、働き、暮らしていく」ための支援を基本とし、そうした支援が市

民によって担われ、真の理解や共感が醸成される「みんなで支えあう地域社会を」目指して

います。それには、市民の皆様の障害特性理解が不可欠となり、川崎市自閉症協会として自

閉症の理解と共感の輪が広がるよう、啓発に努めたいと思っています。 

川崎市では、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」の第３期を策定するに当たり、障

害者自立支援法に基づく「障害福祉計画」と合わせて、生活ニーズ調査や団体ヒヤリング、

パブリックコメント等の結果を反映して「第３次ノーマライゼーションプランの改訂版」を

策定中です。 

（アートセンターで「海洋天堂」上映後のトークを↓） 



２００２年４月２３日第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２０１１年１２月２６日発行 ＳＳＫＷ あおぞら 増刊通巻第 2498 号 付録 

 

 

 

 

9 

前文の「障害者施策の新たな展開」の中に、「発達障害等により、社会生活を営む上で、特

別な配慮を必要とする人が多くいることが社会的に認識されてきたにもかかわらず、支援手

法の確立や専門的知識をもった人材の確保が進んでいない状況にあります。また周囲の理解

不足により二次障害（障害そのものによる困難さでなく周囲との関わりの中で起きた障害）

の発症も懸念されており、障害に対する理解促進とできるかぎり早い時期からの適切な支援

が大きな課題となっています」と記さ

れています。 

親の会からの要望通り、専門的知識を

持った人材の養成及び周囲の理解（啓

発）がプランに入れられており、期待

しています。 

また「あおぞら共生会」の人材も育

成しなくてはなりませんので、年間計

画で「発達障害の支援」についての連

続研修セミナーを企画しています。第

1回は、6月 30日（土）午後、連続

セミナー公開講座として、佐々木正美

先生に講演をお願いしました。 

また「社会福祉法人あおぞら共生会

の設立 10周年」に当たり、24年 1

月 28 日（土）12 時半～17 時に記

念セミナーを開催します（セミナー後、

同場所で懇親会を開催します）。 

川崎市のノーマライゼーションプラ

ンのキャッチフレーズが、「まちで暮

らそう！21世紀」ですので、あおぞ

ら共生会では、更に能動的に「まちで暮らすぞ！！21 世紀！」と題し、法人の今後 10 年

の活動方針としました。しかも、本人の思いに寄り添うために、「すみたいところで、すみ

たいひとと」が大テーマです。 

さて、このセミナーのプログラム構成の意図をお話ししたいと思います。 

「あおぞら共生会」をつくった当初の思いは、《住み慣れた地域での暮らしを継続させる》

でした。３５年前、市内 1か所の施設にこどもを集める（施設療育）行政に対して、私たち

は普段生活している場での地域療育をつくりあげきました。 

当時の地域訓練会を運営した親たち（私は幸地域訓練会の会長）が、理事や評議員で「あお

（＊ご参加お待ちしています↑） 
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ぞら共生会」を運営しています。地域訓練会を卒業したその延長線上に、統合保育、統合教

育への取組みを進めてきました。 

学校卒業の生活の場として、入所施設だけでなく、《住み慣れた地域での暮らしを継続させ

る》を実現するため、①日中活動の場、②暮らしの場（グループホームなど住まい）、③36

５日 24時間の相談支援・生活支援の場等を、 

「地域生活必須の 3 点セット」として、

「欲しいサービスがないなら自ら作ろ

う」と運動し作ってきました。 

作業所「あおぞらハウス」（やおやあおぞ

ら）を平成元年 1 月に立ち上げ（あおぞ

ら共生会設立）、今、社会福祉法人あおぞ

ら共生会になって（平成１3 年 12 月 6

日法人認可）、現在１１の事業を行ってい

ます。あっという間の 10年でした。 

しかし、いまだに、入所施設建設の要

望がある川崎市の障害福祉。私たちの仲間も、娘・息子に生きる道が入所施設しか頼れない

のではという思いは強いものがあります。グループホームも一人暮らしも不安定で「安心し

て自分らしく暮らす」には、まだまだの感があるのが、実状です。 

この厳しい現実にしっかりと向き合いながら、すでに、全国ではじまっている一人ひとりの

生活に合わせた《住む》を実践している 3人の方の報告を受け、私たちの当初の思いを確認

する集まりを企画させていただきました。 

岡部耕典氏（重度の知的障害を持つ自閉症児の親で、早稲田大学准教授）、清水明彦氏（西

宮市社協・自立支援協議会職員で重度障害者の自立を支援）、藤内昌信氏（だれもがともに

小平ネットワーク、ヘルパーの意地として「入所施設に送らない！」）の 3 人の方々に、実

践されている考え方や方法を学びたいと思っています。皆様どうぞお誘い合わせのうえ、ご

来場くださいませ。（前頁のチラシ参照） 

 

さて昨年も日本各地にお伺いして講演をしま

した。特総研での講演のパワーポイントの最初の

ページを載せました。私の、親の子育ての考え方

や地域に生きる運動方針です。この後に 12 月の

講演会のチラシ 3点を掲載して、県立○○養護学

校での講演の感想を 300 通ほどいただきました
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のでそのごく一部を掲載しながら、私の講演会の内容を理解していただきましょう。 

講演会感想  

小学部 

・日常養護学校の児童と過ごす中で､できないことに目がいきがち

な自分に気づかされました。肯定的にプラス思考で考える大切さを

改めて感じ、実行できるように意識したいと思いました。明石さん

の力強さパワーを感じました。ありがとうございました。 

・具体的な話題の内容で分かりやすく学ばせていただきました。ビ

デオも分かりやすくとても良かったです。挨拶ができることの良さ、

失敗しても支えてもらえる安心感があることの大切さ、自己肯定感

がもてるような支える人などの大切さを感じました。 

・本日は本当にありがとうございました。明石さんのこだわりやパ

ニックなどを全てプラスの方向に受け止めてできるような環境や

手だてを整えていく姿がとても印象に残りました。また人を好きに

なり支援してくれる人を増やしていくという姿勢がとても印象に

残りました。 

中学部 

・明石さんのお話を聞く中で一番感じたことは同じ人間として足りない部分やその人が 

困っていることをどう助け合っていくかということです。自閉症というものを障害とし

てとらえるのでなく、もちろんその理解は必要ですが､その人らしく生きていくことは

我々一人一人にとってもとても幸せなことです。皆が幸せに暮らせるように互いに思い

やりをもって生活していくことが大切だと強く思いました。貴重な講演ありがとうござ

いました。 

・今回の講演の中で支援についてのお話がありました。「具体的、視覚的、肯定的」な

支援、ことばがけを心がけているということがあり、いずれも日々学校での子どもたちとの関わりの中で大切だといわれ

ていることばかりです。そのことを他から耳にするのではなく自分のお

子さんを育てながら見つけていったということがすごいなー。３８歳の

徹之さんとの一日一日がいかに大きなものだったのだろうと感じました。

ことばを言えるようになって欲しいと願う親の思い、それをさまざまな

関わりから｢こだわりを生かしていこう｣と考えていく・・この考え方の

転換ができる洋子さんの徹之さんへの思いが素晴らしいです。今日学ん

だことをまたクラスの子どもたちとの関わりの中で生かしていきたいと

思います。ありがとうございました。 

平成 23 年 12 月 11 日（日）13 時～16 時 

和歌山県福祉事業団主催。「喜の国フェスティバ

ル」記念講演。特別教育支援学校や作業所の作

品展や製品の販売などもあり、楽しく交流しま

した。徹之は自分の仕事用の軍手や靴下を作業

所の売店で購入。早速使っています。宿の温泉

付きの国民宿舎「湯浅城」（天守閣あり）も快適！ 

（国民宿舎湯浅城にて↓） 
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・徹之さんはすてきですね。生き生きと日々を過ごしている姿、

暖かい気持ちになりました。持っている力を存分に発揮して社

会の中で生きている。私もそうありたいと思います。それにし

ても洋子さんのパワーはすごい。伝えること、その伝えかた､

人権感覚、世の中にこんな人がいるのだ。すごいと思いました

お話を聞きながら私が関わっている生徒の姿が思いが浮かん

できました。そうだったなあ、つい曖昧な支援をしていたな、

混乱させたり苦しめたりと反省することが多かったです。同時

に夏休み明けが楽しみになりました。今よりもっと良い関わり

をできる自分になりたいと思います。本日はありがとうござい

ました。 

・体験からの貴重な話しを聴く機会となり大変学びの多い時間

となりました。障害のあるなしに関わらず、人間として本質的

な部分の話しが多く、自分の人生にとっても､教員としても今

後に生かしていきたいと感じました。 

・｢明るく元気に働く大人になる｣ための教育、これから大切に

考えていかなくてはいけないと思いました。徹之さんは明るく元気

に働く大人になったと思います。障害のある子を地域に理解しても

らえるよう日々ご尽力されている姿に感動しました。みんなに理解

してもらおう、知ってもらおうとすることはとても大事だと思いま

す。こだわりが強いことを生かして本人が興味のあるやりがいのあ

る仕事にしてしまう・・とても良いと思いました。こだわりを外す

ので無く生かすことができたら自閉症の子もうれしいと思いました。

もっともっとお聞きしたかったです。ありがとうございました。 

・何よりお母さんである明石さんが素晴らしい。力強く積極的に地

域に出て､我が子のことを知らせ､支援をお願いしている。それが息

子さんを支える力になっ

ている。１００人の人に

「おはよう」といってもら

えるようにすれば良いと

いう発想がすごい。１００

人の人にそれまで支援を

繰り返しお願いしてきているのだから。 

平成 23 年 12 月 4 日（日）10 時半～13 時 

横須賀市主催「障害者の日」の記念講演会 

部長さんから、「最近久しぶりに感動の涙が

出た本でした。障害児の子育てと言うより

普通児の子育てにとても参考になる本でし

た」とうれしい感想をいただきました。 

講演後「坂の上の雲」のロケ地の三笠公園

を観光。軍艦をバックに。松山の「坂の上

の雲美術館」やロケ地は 2 年前に観光済み。 

 

（三笠公園↑） 

（主催者スタッフと→） 
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・衝撃的でした。感動です。こだわりを利用して仕事につなげていく。今の自分の実践に活かしたいです。それでもトイ

レ掃除ができるようになるまで５年かかった・・明石さんはさらっといわれていましたが､すごいです。しかし、その後

の何十年もの徹之さんの生活を支えているのは､その時培った力、教えられた力なんですものね。そして知的に低くても

この子には価値があると価値観をかえるのにも何年もかかった。お父

さんは十何年もかかったということ、自分は学校で教育にあたること

ができるのは１年２年・・短い時間でしかなく絶対に焦ってはいけな

いし、へこたれていられないと思いました。ありがとうございました。 

・以前テレビで徹之さんの特集を見せていただき少し前から知ってい

ましたが、今日の講演を聞いて、今の徹之さんはたくさんの支援があ

ってこその姿なのだなと改めて感じました。地域を出て、まわりの

方々に理解していただくこと、それだけで大きな支援となり、本人の

安心感につながっていくのだなあと思いました。｢人に好かれるより

も人を好きになること。それがコミュニケーションにつながる｣とい

う言葉がとても印象的でした。つい「できない」ところに目がいって

しまい、例えば言葉が出ればいいなあ・・等となってしまいがちです

が､それよりもまず人が好きで何かコミュニケーションをしたいと思

わなければ何の意味もない。むしろしたいと思うことで次に進めるの

かなと思いました。これからの支援につなげたいなと思います。あり

がとうございました。 

・いたずらやこだわりが強かったり、パニックを起こしたり、な

かなか子どもたちの気持ちによりそうことができなかったり「な

ぜ」と首をかしげることが学校で多くあったことを思い出しまし

た。関わっている子たちは一人の人間なので考えていることもあ

るだろうと思い、自分の意思があること､ちゃんと理解することが

できれば、ちゃんと社会で生きていくことができるということを

改めて考えさせられました。いたずらやこだわりでさえも、ただ

単に｢本人が好きなこと｣と考えるのではなく「それをどう活かすか」を考え

ること、怒るときに×から○に転換

して考え方を変えること、とても分

かりやすく実践につながるような講

演でした。とても勉強になりました。

ありがとうございました。 

高等部 

平成 23 年 12 月 18 日（日）13 時～17 時 

愛知淑徳大学学術講演会。北海道藤女子大講演

会で出会った伊藤春樹教授より、愛知淑徳大学

での講演依頼があり。当日ＮＨＫ名古屋放送局

の内多勝康氏が徹之に会いに飛び入り参加。大

歓迎！講演会後はお寿司屋さんで乾杯！ 

（ＮＨＫ内多勝康氏と↑）    （右は主催者の伊藤春樹学部長↑） 
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・障害のある方が社会に出て働くことは、一般の人と比べると難しいと

思われます。講演を聞かせていただき社会（働く場や通勤する道中など）

が受け入れるための準備や状況作りをすることで働きやすい環境とな

る､勉強になりました。社会に出るためには、たくさんクリアしなけれ

ばならない課題があります。そのことが何故必要なのか、どのように伝

えていかなければならないのか難しいこところです。 

・明石さんのメッセージの中に哀れみ同情差別心からの価値観の転換と

いうものがありましたが､現代は無関心がはびこっている社会になりつ

つあると思います。社会構造の中で障害者の方と出会ったり､生活を共

にする機会がとても少なく感じます。これでは社会が障害を理解してい

く方向に向いていくには相当な時間がかかると思います。DVD での明石

通信には驚きました。徹之さんとご家族の地域に理解して欲しいという

強い思いから周りが変わってきたのだと思います。本当はこういう努力は

教師であったり､社会が行わなくてはいけないのだと思い反省しました。

徹之さんの明るく前向きな性格は３８年間の人生経験から培ってきたものだと思いま

す。社会といかにつなげていくか、その大切さを学びました。ありがとうございまし

た。 

・ビデオの中でまさに「明るく元気に働いている」徹之さんの姿を見て心が温かくな

りました。明石さんのお話をお聞きしながら、日頃の自分の生徒への接し方、支援の

仕方で反省すべき点が多々あると感じました。｢人を好きになること｣と「自己決定で

きること」この２つを大切にして子どもたちと接していきたいと思いました。 

・明石さんの徹之さんに対する深い深い愛情を感じることのできる時間でした。徹之

さんの人権を尊重し､幼い頃から一人の人間としてどう生きていくのかを伝えてこら

れた姿勢に本当に深い感銘を受けました。日々子どもたちと接している中で、

どうしても否定的な伝え方をしてしまっている自分を反省しました。これか

ら少しずつでも肯定的により具体的に伝える方法を工夫していきたいと思

います。何より徹之さんのように生き生きと社会の中で暮らせる子どもたち

を育てるために自分自

身を磨いていきたいと

思います。 

・本日はありがとうござ

いました。明石さんの貴

重な体験を生でお聞き

予告：平成 24 年 1 月 21 日＆22 日 

パナソニックセンター東京福祉イベント 

明石は 21 日（土）前半（最初）に出演 

平成 23年 12月 3日（土）2時～ 

川崎市主催 「障害者の日 市民の集い」 

式典と表彰と中島啓江コンサート 

千葉さんと明石が、地福協推薦で「市長賞」を

受賞。知的障害親の会と川崎市自閉症協会から

花束をいただく。皆様に感謝して。 

23 年 11 月 25 日（金）井田中学校人権教

育講演会 全校生徒とＰＴＡ役員対象 

全生徒の感想が上記の冊子にて。光栄！ 
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し本当に熱い思いが伝わってきました。自己決定、肯定的な関わり、言葉かけ、苦手の矯正でなく得意なもの､こだわり

の活用(逆転の発想)など、言葉や理論でいわれていることを実際の対応とその結果の今。姿として目の前に提示していた

だき､支援者として即実践に活かせるように思いました。明石さんの実践は障害を持つこどものみでなく､障害のない全て

の子どもたちの子育てや教育の基本だと考えています。自己決定の場を保障できる教育現場を日本は考え直していかなけ

ればならないと思うのです。 

・今日の講演で勇気と力をいただきました。｢人を好きになること｣「気持ちを育てること」「肯定して伸ばすこと」どれ

も大切なこと改めて実感しました。今私もこだわりを強く持っている生徒の支援をしていますが、この大きなエネルギー

をこれからの生きていく力へと自分らしく生きていけるようにと一緒に頑張っていく力をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

 

12月 14日は埼玉の小学校で講演しました。熱心に講演依頼をされたＴさんは、数年前

（幼児期に）私の講演を聞かれて、運動して地域の学校に特別支援学級を新設されました。

１０００名の大規模校とのこと。在校生の親ごさんたちへの理解を願って、ＰＴＡ対象に講

演会を企画されました。講演会には校長先生もＰＴＡ会長も来られ、熱心に聞いていただき

ました。小学校 3年生のダウン症児の母、Ｔさんからのお礼のメールです（掲載承認済）。 

～昨日は、寒い中ありがとうございました。お話しをしていただいた後、「とってもよかった」と

言う方が沢山でした。明石さんのお話をみなさんに聞いていただいて本当によかったです。秋山

さんのように、私達の子供の事を理解して下さる方々が少しでも増え

てくれるといいなと願います。 

これからも母としてまだまだ子育てがんばります。明石さんもますま

すご活躍ください。そして、また、明石さんのお話しを聞きたいです。

お会いできる日を楽しみにしています。～ 

嬉しいですね。若い親ごさん

のエンパワーメントのため

に、頑張りますね。 

さて、特記として、昨年 5

月から週 1回の慶應大学で

の講義に復帰された浅野史

朗さんの、「社会復帰を祝う

会」が 10月 23日、青山で

開催。北海道の小山内さん、

雲仙の田島さんはじめ、日本

中から集合！浅野さま、奥さ

ま、本当にご快復おめでとうございます。 （おめでとう！浅野夫妻を囲んで記念写真を↑） 
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（↑泰希 2才） 

 

さて、我が家のその後を。福岡の 94 歳の母のリハビリは難

しいようで、車いす生活に。奈多ケア院から自宅に戻る可能性

は全くないかも？しかし帰りたい場所も千早の自宅でなく、生

まれ育った熊本。「春富に帰りたい」と言っています。１４年前

に 88 歳で亡くなった父も、最後は「長淵に帰りたい」と言い

続けていました。昔の記憶の方が鮮明で、故郷に帰りたいので

しょうね。 

奈多ケア院からの「洋子さんの訪問を心待ちにされていますよ」との話で、月 1回福岡に

帰省（訪問）し、院内の散歩や最上階のレストランでの食事をしながら、昔話に花を咲かせ

ています。9月は、初ひ孫の泰希も連れて行きました。敬老の連休に、政嗣一家と日航ホテ

ルに泊まり、奈多ケア院と、明石の義弘兄宅（香椎駅前）

訪問。仏壇にお線香をあげ、日航ホテルに来られた照男兄

とも写真を撮りました。 

最後は恒例のミュージカルの話。 

井上芳雄さんの公演等はすべて観劇しています。宝塚も

東京宝塚劇場や日本青年館での各組の公演は全て観劇し、

ストレス解消とエンパワーメントに、夢の世界を満喫！ 

うすいまさと夫妻にも渋谷パルコ劇場での「トライアングル」

の公演をプレゼントし、芳雄さんの楽屋を訪問しました。 

12月 20日は、帝国ホテルでの井上芳雄さんのクリスマス

ディナーショーを主人と一緒に楽しみました。ディナーなんて

何年ぶりでしょう。結婚 40周年のお祝いも兼ねて。ちょっと

おしゃれをして、井上さんの家族席でおいしいディナーをいた

だき、素敵な歌声を（ショーも）堪能しました。 

昨年末は、妹の井上沙耶香さん 

の新国立劇場の公演「牛山ホテル」と宝塚宙組

公演「クラシコ・イタリアーノ」千秋楽を観劇。

今年は芳雄さんの「ハムレット」が楽しみです。

星組さんの「オーシャンズ１１」もその前にあり   

ます！もう一つの趣味の温泉旅行ですが、9 月

は念願の「銀山温泉」にも行きました。秋田県小作連の研修会が銀山荘であ

ったのです。講演依頼は、即ＯＫ！ 今年も温泉付きならどこにでも講演行

きます！温泉がなくっても、もちろんＯＫですが…。今回の明石通信に掲載できなかった各

地の講演会の皆様、お世話になりました。では今年もお付き合いのほど、どうぞよろしく。      

（明石義弘兄一家と→） 

（明石照男兄と日航ホテルで↑） 

（薄井さんを楽屋にお連れして↑） 

（泰希君とひいおばあちゃん↑） 
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24 年 1 月 1 日号の「明

石通信」の追加付録です。 

23年 12月 23日に、中

国で、私の本が 2 巻、翻訳

されて、出版されました。 

第 1 巻「ありのままの子

育て」の中国語訳が、「原汁

原味的育儿」なんて、奇妙

な気がします。漢字は面白

いですね。第 2 巻「自立へ

の子育て」はなるほどと思いますが…。 

第 2巻の裏表紙に、22年の発達障害啓発週間の

イベント「川崎市アートセンターでの『ぼくはうみ

がみたくなりました』の上映」の際、映画館前に展

示した、黄色のステップワゴンが掲載です。 

中国映画「海洋天堂」のＤＶＤが中国から送られ

てきたとき、お礼に「ぼくうみ」のＤＶＤを送って

おりますので、アメリカ上映と同じように、中国で

も「ぼくうみ」が上映されるといいですね。 

まぐろ（南雲）さんのお話では、サンノゼの上映にも私の名前がお役にたったとのこと、

今回の 1月のニューヨークの上映も、主催者の一人が友人で（主人の会社の人で自閉症のお

子さんの相談にのっています）、渡米のお誘いは受けましたが、あおぞら共生会の法人設立

１０周年記念セミナー（1月 28日）がありますので、今回の渡米は残念！ 

さて、第 3 巻「お仕事がんばります」が、来年 4 月の「世界自閉症啓発デー」に出版と

の予告が掲載されています。3巻完結記念パーティーが楽しみです。ではまた。 

（←第 2巻の裏表紙は 「ぼくうみ」のステップワゴンの写真です ↓） 

 

あおぞら追加（号外） 

 

（↓翻訳者洪波さんからお礼のサインと第 3巻の予告も） 

 


