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今年の夏も毎日 30 度を超す酷暑の日々が続いています。皆さ

まお変わりなくお過ごしでしょうか? 最近、身近な方々が次々に

お亡くなりになられて、寂しい思いをしています。ぶどう社の市

毛社長、日本自閉症協会前会長の石井哲夫先生（川崎市在住）、そ

して昨年末に亡くなられたことを全く知らなかった阿部幸泰先生

（仙台市在住）。阿部先生は昨年 8月 21日、奥様と一緒に車で、

「３．１１東日本大震災」の被災地をご案内をしてくださり、下記のようにブログにもその

様子を書かれていらっしゃいました。阿部先生のホームページには「明石洋子コーナー」が

設けられ、「明石通信」はじめ学会誌や新聞雑誌等に掲載さ

れた論文や記事などをたくさん載せて下さっていて、最高の

理解者支援者です（でした）。１０数年前に阿部先生を紹介

してくださった池浩一郎先生（宮城病院）のお迎えの車で 3

月 16 日、仙台の阿部先生のご自宅に伺いました。昨年 8

月 21日は全くお元気でしたから、阿部先生がこの世にいら

っしゃらないことが、本当に今でも信じられません。 

阿部先生の「雑学（デクノボー）」より昨年 8月 21日の記事を転載します。 

  

 「自閉症の息子と共に ①～③」の著者の明石洋子さんが来仙された。 昨日、今日と仙台の障害者団体

と川崎の障害者団体との震災時の障害者への対応についての情報交換会で来仙とか。「帰る前に会いたい」

と連絡あり、今日午後お会いしてから、津波被害甚大の閖上、若林区荒浜を案内した。 

夜、帰りの新幹線までの時間、私だけが会うのはもったいないと思い、発

達障害児の親御さん４人等を交え、食事しながら懇談した。いつものように

しゃべり詰めの明石さんのバイタリテイ－にみんな圧倒されたよう。それに

しても、来仙の機会があるとこんな自分にいつも「会いたい」と言ってくだ

さるので、有り難い限り。 

（↑ぶどう社市毛社長を偲ぶ会にて） 

 

（市毛さん講演時のＤＶＤ放映→） 

 

（↑阿部幸泰先生宅にて奥様と） 

（阿部先生撮影：明石、閖上にて→） 
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次に、7 月に出版された本 2 冊をご紹介いたします。「わが子は発達

障害」（ミネルヴァ書房）という子育て体験記と「ふしぎなともだち」（公

文出版社）という田島征彦先生の絵本です。 

「わが子は発達障害」は、ミネルヴァ書房が「発達と障害を考える本」

のシリーズ 50 万部刊行記念として公募した応募作品（３６２名）の中

から、内山登紀夫先生、高山恵子さんと私が編者となり、選ばせていた

だいた、優秀作品 33 編を掲載しています。私は選評および私自身の子

育て体験「子育ての無限の可能性」も総評として書いております。 

もう一冊は、絵本「ふしぎなともだち」です。童話作家で「じご

くのそうべえ」等を描かれた田島征彦氏が、「やっくん」を主人公

に自閉症の特性やエピソードを書かれた

ものです。4月 21日に淡路島から上京さ

れた田島先生と、品川の公文出版社でお会

いし、絵本「じごくのそうべえ」にサイン

していただきました。その

後も「お会いできてうれし

かったです」とのお手紙に著作の絵本を（サインを

入れて）たくさん送ってくださいました（感謝！）。

田島先生は、図書館で読まれた多くの自閉症の本の

中から、私の 3冊の本を購入して、何度も熟読され

てこの絵本を描かれたそうです。主人公の顔も行動

もまるで徹之のよう。出版

社からの依頼で、文章の校

正と推薦文を書かせていた

だきました。出版社から「…

『「共に生きる」共生社会の

実現は、「共に遊び、共に学

び」の延長線上にあると思

っています。』このメッセー

ジこそ、この絵本のもっと

も伝えたいことであり、明

石さんだからこそ、明確な

言葉にできるメッセージだ

（絵本のやっくん↑） 

 

（↓ぶどう社発行の私の 3冊の本） 

 

（↓「わが子は発達障害」） 

 

（↓「じごくのそうへえ」（サイン入り）） 

 

（↓徹之のスピーチのパワーポイント） 
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と思います。本当にありがとうございます。…」とお礼のメールが来ました。また公文出版

社と私の橋渡しされたぶどう社の荒さんからは、「…短い中に大切なことが具体的に、しか

も経験に裏打ちされて、しっかり入っています。やっぱりいいです。私も徹之くんのことを

絵本にしてみたいと思ったことがありました。いつか創れたらいいですね！ピースしながら

自転車に乗ってるやっくんは、どうみても徹之くんにしか見えません！ そっくりですね！ 

たくさんの人が読んでくれるといいですね！…ぶどう社」とのメールをいただきました。 

「ふしぎなともだち」の帯封に私の推薦文の一文が書かれていました。・・・子どもの時

期に、自分と違った人とふれあうことが「共に生きる」の基本となります。「変だね、ちょ

っとふしぎ」それでいいのです。「ふしぎだけれど友達」と関心をもち、「どうしてだろう」

と想像力を働かせてつきあうことが、かかわる人の、豊かな感

性を育み、深く広い価値観をもつ人へと成長させてくれます。

まさに、絵本のなかの、やっくんとそのクラスメートのように。

「共に生きる」共生社会の実現は、「共に遊び、共に学び」の延

長線上にあると思っています。 「絵本のたから箱」より社会

福祉法人あおぞら共生会副理事長 明石洋子・・・    

            「絵本のたから箱」に掲載された全文を、下記に載せます。 

 

本書にふれて     ～違いを認め、違いを楽しむ人に～          明石洋子 

 

「ふしぎなともだち」をはじめて読んだとき、まるで自閉症の我が息子、徹之の小学校時代を見ているようで、

驚きました。 

自閉症（自閉症スペクトラム：ＡＳＤ）は、生まれつきの脳の障害から、社会性や他者とのコミュニケーション能力

に困難が生じる、発達障害の一種です。徹之や、絵本のなかの「やっくん」と同じように、知的障害、多動やひとり

ごと、数字などへのこだわりといった特性が見られることがあります。そんなやっくんを、クラスメイトたちはい

つも自然体で手助けし、ひとりごとも「副作用のないくすり」と認めています。違いをありのまま認め、じっくりつ

きあった結果、マイナス面だけでなくプラス面も理解しています。「違いを認め、違いを楽しむ」関係性ができて

いるのです。障害の専門知識以上に必要なのは、友だち（一人の人）として関心をもち、つきあい方を学ぶ、その

姿勢です。 

それに比べ、図書館で出会った人はやっくんを厳しく叱って、自傷という二次障害（障害への不適切な対応によ

る不安やストレスから、新たに生じてしまう障害のこと）を起こさせてしまっています。無理解が障害を悪化させ

ている、それも今の社会で起きている悲しい現実なのです。 

今、「障害のある人もない人も、ともに生きる社会に」が各自治体の福祉施策のスローガンになっています。し

かし、障害者のグループホームや通所施設の建設反対運動が各地で起きているのを見聞きするたび、「隣に住

んでも当たり前、隣で働いても当たり前」という、真のノーマライゼーションの実現はまだまだ遠い、と悲しく思

（↑「絵本のたから箱」のページ） 
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います。とくに、自閉症は特性がわかりにくく、まだまだ誤解が多いのが現実です。正しく理解してもらうには、時

間を共有することが大切だと思っています。人は知らないことは怖いと避けるので、とにかく出会いふれあって、

知ってもらうことが一番。とくに、先入観のない子どもの時期に、自分と違った人とふれあうことが「共に生き

る」の基本となります。「変だね。ちょっとふしぎ」それでいいのです。「ふしぎだけど友だち」と関心をもち、「ど

うしてだろう」と想像力を働かせてつきあうことが、かかわる人の、豊かな感性を育み、深く広い価値観をもつ

大人へと成長させてくれます。まさに、絵本の中の、やっくんとそのクラスメートのように、「共に生きる」共生社

会の実現は、「共に遊び、共に学び」の延長にあると思っています。 

「障害＝不幸」と思ってしまうのは、正しく理解されず、不適切な支援しか受けられなかったり、差別や偏見によっ

て生きる場が狭められたりするからでしょう。私は徹之がお店から物を勝手に持ってきたり、近所のお宅のトイレ

に無断に入ってしまったりするたび、それを地域とのかかわりのチャンスととらえ、彼の特性を説明して、理解者、

協力者をふやしてきました。お店でのハプニングは「物とお金の交換」という学習のきっかけに、水やトイレへの

こだわりを利用して、完璧なトイレ掃除という得意技にと、できないことを強要するより、できることを伸ばして、

生きる力を育んできました。 

親が地域とのパイプ役となり、作業所の設立など、地域の中で生きる場を広げる活動をする一方で、徹之本人に

はたくさんの経験をさせ、クラスメイトたちを見本に多様な選択肢を提示して、自分らしい人生を、自ら選んでも

らうためのかかわりを続けました。 

その結果、徹之は自己決定のもとに、彼の障害の重さでは医学的には不可能といわれた、高校進学、そして公務

員としての就職という道を歩むことができたのです。共感し支えてくれたクラスメイトたちは今、「てっちゃんの

おかげで、違いを楽しむ人になれた」と言ってくれます。教師や自閉症の専門家として活躍している方もいて、本

当にうれしく思います。 

 徹之が小さかったころ、不幸な子をもつ不幸な親と嘆いていた私は、今では変化に富んだ人生を謳歌する、

幸せな親になっていると思います。障害があっても、徹之はいつも笑顔いっぱいで、素敵な人生を歩んでいます。

「地域に生きる」をこれからも実践し続けていく私たちにとって、この絵本は最高の支援者になってくれるでしょ

う。田島先生、ありがとうございます。 

 

明石洋子（あかしようこ） 薬剤師・社会福祉士 

社会福祉法人あおぞら共生会副理事長、一般社団法人川崎市自閉症協会代表理事（会長）他。知的障害をもつ自閉症の長男

の成長に合わせ、2児を育てながら、心のバリアフリー、ノーマライゼーション実現のための啓発に力を注ぐ。「障害があっても

地域のなかで共に生きる環境をつくろう」と、作業所やグループホーム、サポートセンター等を設立し、現在１４の事業所運営。

著書に『ありのままの子育て』『自立への子育て』『お仕事がんばります』（ぶどう社）他、『発達障害者支援法ガイドブック』（河出

書房新社）『自閉症ガイドブック』（日本自閉症協会発行）等、共著も多数。ヘルシー・ソサエティ賞、川崎市市長賞、厚生労働大臣

賞受賞。 

 

絵本の中で、自転車に乗っているやっくんの絵と徹之の講演のパワーポイントのスライド
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（呼びかけ人の大熊氏、野沢氏と↓） 

 
（「市毛研一郎さんを偲ぶ会」案内状↑） 

 

（←徹之、第 4巻「結婚頑張ります」を作ってほしかったとご挨拶） 

 

を、２頁に載せました。徹之は最近では、野澤和弘さんが講師をされている東京大学で 5月

8日に、また浅野史郎教授の神奈川大学で 6月 18日に講演しました。その講演のスライド

の写真の中に、自転車に乗ってピースしている徹之がいます。幼児期から30代前半までは、

休日のたびに関東近隣をサイクリングしていました。中年になった今、自転車で出かけるこ

とがなくなり、活発に出歩いていた多動だった昔を懐かしくさえ思えます。 

さて、ＮＨＫの内多勝康氏プロデュースの「新日本探訪：笑顔で街に暮らす」（1999年）

の放映とぶどう社から出した 3冊の本で、徹之や私は広く知られることになりました。それ

までも日本での講演はしていましたが、海外でも講演することになりました。2000年にア

メリカ（18日間）、2002年からは韓国に５回（各 5日間）。韓国放送公社も我が家のドキ

ュメント番組「幸福なレイン

マン、走って世の中に」（日

曜スペシャル 60分）を制作

され、2003年3月に放送。

中国も 2010 年の香港から

福州、上海そして今回の上海

で 4 度伺いました。韓国と

中国でぶどう社の私の 3 冊

の本が翻訳され、読者も国際

色豊かです！ 

そのお世話になったぶどう社の市毛さんが、今年 3 月にお亡

くなりになられたのは、実に悲しい出来事です。家族葬をされた

奥様の荒さんに「偲ぶ会」をご提案して事務局を担当しました。

浅野史郎氏、大熊由紀子氏、城英二氏、高山恵子氏、藤堂栄子氏、

野澤和弘氏にお願いして呼びかけ人に名前を連ねていただきま

した。当日の司会者に野澤氏を、乾杯を佐藤進氏に、挨拶（スピーチ）を、浅野史郎氏、大

熊由紀子氏、森正子氏、カイパパさん、高橋みかわ氏、戸枝陽基氏に

お願いしました。私も徹之と思い出話と来場の皆様にお礼の挨拶をし

ました。呼びかけ人および司会、スピーチ等を快くお引き受けしてい

ただいた方々と遠方からも参加してくださった 120 名強の皆様に心

より感謝しております。 
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（宿泊ホテルでもサングラス↑） 

 

（1日目の私の講演：通訳の洪波氏を隣に） 

 

さて、ぶどう社の 3冊の本の中国翻訳本が出て以来、中国から何度か講演依頼がありまし

たが都合がつかず、やっとこの 7月 11日～15日に実現できました。上海で「自閉症家族

支援セミナー」（12日 13日）で講演をして来ました。しかし今回も講

演会を延期しなくてはならない事態が起き、訪中できるか懸念しました。  

実は、7月 4日に、ＪＲ尻手駅のホームで転倒して救急車で搬送され

ると言う事態がおきました！南武支線の終点尻手駅で、電車を降りたの

ですが、私のすぐ前に降りた方が（下り階段に向かうため）左方向に行

かれた時にキャリーバックを引かれたようです。同じホーム向かい側に

来る立川方面の電車に乗るため前方に 2,３歩進んだ私は、左足が引っ掛

かって頭から転倒したようです。両手に荷物をもっていたため、

ホームに顔をしたたか打ちつけました。眼鏡が壊れイヤリングも飛びました。「頭を打って

いるので動かないで」と駅員さんが救急車を呼ばれ、幸病院に搬送、早速検査です。顔が見

る間にはれ上がり右目はふさがって全く見えなくなりました。しかし幸いなことに、検査結

果は骨折も脳の異常などもなしで3日目から自由に

移動してよいとなりました。でも顔は赤黒くはれ上

がって、まさにお岩さん状態、人には顔を見せられ

ません。サングラスと眼帯とマスクを購入し、カモ

フラージュするしかありません。上海行きの 7 月

11日までに、こぶ状の赤黒い血腫は引か

なかったので、サングラス姿で、(眼鏡か

らはみ出す部分は、福岡の井上さんから

送られた舞台用のコンシーラーを重ね塗

りして)講演して来ました。サングラスは老眼の度が入ってないので、文字などは読めず、し

かも景色は暗く、日常生活も講演も支障だらけでしたが、上海の 5日間はサングラス姿で通

しました。１日目（12日）の講師は私一人。2

時間を三コマ、６時間お話ししました。セミナ
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（↑講演会場の図書館  上海博物館↑→）

（↑講演会場の図書館  上海博物館↑）  
 

 
（豫園） 

 

（森ビルの 100階→） 

 

（←本にサインを） 

 

（↑日航ホテルのロビー） 

 

ー２日目（13日）は、台湾の親御さん夫妻、千葉の青山春美氏、そして川崎の高橋洋子氏。 

高橋さんに関しては昨年秋に、三浦副市長から「川崎市の上海ミッション『環境』に加え

て『福祉』を企画し、7月に上海に行ったが福祉との接点が持てなかった。明石さんが中国

で講演しているとわかり、上海の福祉関係者を紹介して欲しい」と言われ、川崎市経済局関

係者が「あおぞら共生会」事務所に来られ、私の本の翻訳者の洪波さんと親交のある療育セ

ンター青聡泉の陳院長のお二人を私はご紹介しました。「福祉の上海ミッションに協力して

ほしい。明石さんの講演会で、ダンウェイの高橋洋子氏の 

ＩＣ治具の話をさせてほしい」と頼まれて

おり、今回実現することができてよかったです。 

また今回の中国講演旅行の出発日の 11日は、関東に超大

型台風 8号が到来して大変でした。機材変更等もあり、成田 

 

 

からＪＡＬで飛び立ったのが夜の 9時すぎ。宿舎の「ホテルニッコー上海」に着いたのが、

深夜午前 1時半。3時間の睡眠で 12日 6時間講演（ダウン！）。翌日も本のサインや握

手、子育て相談共々。参加者は私の三冊の本(中国翻訳本)の勉強会をしてからの出席だそ

うで、私の本の読者になって実践してくれているのは嬉しいですね。会場の皆様そして主

催者からも「次回は徹之さんも」と言われました。セミナー翌日 14 日は、上海博物館、

豫園、森ビルと 3ヶ所をご案内して下さいました。上記に写真を数枚掲載します。 
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（↑ＮＰＯ滋賀自閉症研究会たんぽぽ会報 転載：許可済） 

 

熱心で温かい歓迎に、睡眠不足

や身体の不調もどこかに吹っ飛

んだ感じでした。講演会場、食

事風景、観光地の様子など写真

がたくさん送られて、感謝！。 

 さて左は、滋賀県近江八幡で

の講演での様子です。実は事故

3日後には講演をしました。 

転倒事故でキャンセルしたのは、

7月 4日の午後の井上芳雄君の

「ビルボードコンサート」（ディ

ナーショー）と、宙組「ベルサ

イユのばら～オスカル編」公演

の 2つだけ。どちらもチケット

入手が難しい貴重な公演でした

ので、行きたかったなぁ～。 

2 日間の検査で、打撲と擦傷の

みで脳の異常と骨折はないとの

こと（丈夫な体に感謝！）。擦傷

の手当の他は鎮痛剤（強いので

胃薬も）と湿布薬だけの処方。

「顔の腫れと赤黒い皮下出血は

1カ月で取れるだろう。1ヵ月後に脳のＣＴを取る」との診断で、７月６日から外出許可が

おりました。その６日の滋賀講演会に行けるか悩みましたが、１１日からの上海講演のキャ

ンセルはできないので、自分の身体の状態を確認するためにも、「ＮＰＯ法人滋賀自閉症研

究会たんぽぽセミナー」に行くことにしました。滋賀の皆様には驚かせてしまいましたが、

数々のご配慮いただきお礼申し上げます。たんぽぽの会報（上記）にはサングラス姿の私の

イラストが載っていました。下記に主催者からのお礼状の一部と感想を掲載します（許可済）。 

「明石様 

先日は、遠方より私どものために、御講演下さりまことにありがとうございました。その後お疲れなど出て

おられませんでしょうか？また、講演終了後には、お疲れのところ会員との会食にもお応えいただいてあり

がとうございました。明石様の、お話をお聞きしていて、会員一同新たな目標に【事業所の拡大】向かって、

進んで行こうと思うパワーを頂きました。（以下略）」 
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（＊写真は第 10 回ヘルシー・ソサエティ賞授賞式風景 

26 年 3 月 13 日、パレスホテル葵の間にて） 

２６ねん風景） 

 

 

（麻生太郎氏挨拶→） 

 

 

（１回～１０回の受賞者 

明石の左後ろに国松元長官↑） 

 

 

（第４回受賞者４名勢ぞろい↑） 

 

（日野原重明氏の表彰に拍手：前左は堂本前

千葉県知事、右は近衛日赤会長→） 

） 

 

（八代英太氏と→） 

 

 

滋賀自閉症研究会たんぽぽセミナー アンケート 

演題『地域に共生の大きな輪をひろげて』 

✿私も知的障害の男子の母親であり施設の職員で、ずっと悩んでいた

事の答えが少し見つかったように思います。（自分の子に自発性が

無い事）ぜひまたセミナーに参加したいと思います。 

✿とても元気がでました。地域で生きていけることが、こんなに素  

晴らしいんだと実感しました。 

 偏見や、差別のある中、道を開いていくのは、まず自分からですね。  

✿ご著書は、何度も読ませて頂き、ＴＶなどでも一方的に長年“おせわに”になっている保護者の

大先輩、明石洋子さんのお話を直に聴くことができ、どの言葉もただただ感激でした。私自身も、

発達障がいの世界では開拓者的なことが多く、“無いものは作る”を日常的に走り回ってますが、

職業訓練、ガイドヘルパー、ジョブコーチの制度のキッカケとなる地道な活動を法律にまでつな

げてこられたことを実感・・・それも感激でした。 

明石洋子さんにテーマ別で連続講座をお願いしたいです。        

✿明石洋子さんのお話を楽しみにして来ました。自己決定でき  

るための意思決定支援の大切さ、よくわかります。後輩のお 

母さん方にも、幼い時からの支援を伝えたいと思います。  

✿子育てのヒントがたくさんありました。反省することも含めて、これ

からまた新たな気持ちで子育てを楽しんで行きたいと思います。  

✿とても内容の深い話を聞くことができてよかったです。現在施設で、自閉症の方

と関わっているのですが、関わり方ややり取り面での話をぜひ知りたいと思い

ました。 

✿一番参考にしていた本の著者に思いがけずお会いする機会ができて本当に良か

ったし、内容もとても参考になり、よかったです。  

✿多分、一週間でも話続けていただけるほど、内容が深いのだと思います。これら

の体験から、頂ける講演も是非、様々な大学のセミナー、講義、単位を取得する為

の授業として展開できたらと願います。 

✿漫画をずっと読ませていただいていて、戸部先生との繋がりも見せてい  

ただきよかったです。様々な、前向きな取り組みが、多くの方に広がっていくと

いいなと思いました。入所されている方にも、地域の方にも。 
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（上海博物館の壺→） 

 

同じく数回講演しています千葉県内の療育センターの、講演会感想も掲載します（許可済）。 

         

保護者研修会 感想    ＊幼児期の両親対象 2施設の感想 

○ 明石先生のお話を聞かせていただくのは、2 回目ですが今回もとても勉強になりました。今回は兄弟のことや現在

の徹之さんのお話なども聞けて良かったです。我が子は肢体不自由なので障がい、違いますが、徹之さんの一生懸

命働く姿には感動し、子育ての可能性を感じて、励みになりました。明石先生もとても苦労されたのに明るく前向

きで今は色々と支援されていて本当にすごいなぁ～と思いました。と同時に今は、昔に比べて障がいへの理解や支

援も増えありがたいことだと改めて思いました。でも、まだ課題はたくさんあると思うので少しずつでも解決して、

どんな障がいや病気の子も暮らし易くなるといいなと思いました。 

○ 2 年前にもお話を聞かせていただきましたが、前回にも増して当事者とその周りの環境について未だに隔たりがあ

ることを強く主張されていて私も同じように思いました。 

○ 昨年とはまた違う視点から参加出来たと感じました。先生のお話の中で「障碍を持っていることをかわいそうと思

わない」というお言葉に私は自分で思ってない！と感じていましたが、よく考えると娘のことも自分のことも「か

わいそう」と思っていたかもと反省する点もありました。色々大変な事も多いけど無理せず頑張っていこうと思い

ました。 

○ 弟が生まれたばかりなので兄弟児のお話がとても参考になりました。もっと

お話聞いていたかったです。親がみじめだと言う理由で地域から逃げちゃい

けない！というお話がありました。私は、自分のメンタルに自信がないので

ストレスになりそうな事からは極力逃げてきました。逃げるな！という人か

らも全力で逃げてきました。それはそれで間違いではないと思っています。

が そろそろ次のステップに進み息子の将来をイメージしながら努力して

行かなくてはならないと思いました。それが、弟の為にもなるような気がしてきました。勇気をもらいました！！ 

○ 前回の研修がとても素晴らしかったので今回もとても楽しみにしておりました。重い知的障碍・自閉症を持ちなが

ら公務員として立派に自立しておられる徹之さんの姿を見て自分の娘を自立させるためのヒントと教訓をたくさん

頂いた気がします。まずは、親として何が出来るか？子どもにとって何が一番いいのかを常に考え娘の持つ才能・

可能性を最大限に引き出すべく努力していきたいと強く思いました。 

○ 明石先生のお話は本当に何回聞いても心動かされます。「自分は我が子を 3 回首を絞めようと思ったことがあります。

しかし、我が子の寝顔を見たら とても可愛くて私は何てことを思ったのだろうとハッとさせられました」この言

葉がとても印象強く、子育てをされていた頃は、本当に大変ご苦労をされていたのだなと思いました。しかしお子

さんをりっぱに自立へ導かれたお話は、我が娘の今後の子育てに対してとても参考になりました。 

○ 子どもがパニックを起こした際 それを抑えるのに力で押さえつけることなく、それは大人が子どもの意思に反し

ているものと捉え子どもに対して選択を提示する対応には今まで自分自身の考えにはなく、関心させられたと共に

早々試してみようと感じました。時間の都合上で徹之さんの DVD視聴が出来なかったことが残念。→後日放映 
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（上海博物館の壺→） 

 

（設立式典記念写真↓） 

 

○ 大変内容の濃い研修会でした。明石先生が経験されてきた育児の大変さ、周りの方々からの無理解な反応、でも温

かい支援もあり、今こうして地域で生きているお話に共感しました。身近なお話でしたので話に吸い込まれていき 

あっという間の 1 時間半でした。兄弟子育ての話に心打たれる思いでした。兄弟児の大切さ、最高の理解者になり

うること、この言葉を聞けて頑張って行こうとパワーをもらった気がします。 

○ 明石先生の強さ、優しさ溢れでている愛情に深く感銘を受けました。今のように支援や理解が広がっていない時代

に子どもと向き合い最高の理解者、支援者であり続けた明石先生のような立派な母親になれる自信はありませんが、

私にしか出来ない事があるはずだと気がつきました。息子の良き理解者になること、これから先 支援してくださ

る方 お世話になる先生と信頼関係を築き橋渡しできる存在になりたいと思いました。 

○ とても待っていた講演だったので お話が聞けて良かったです。徹之さんが公務員になっ

たことや明石先生の活動は、私たちに希望を持たせてくれました。 

○ 他人に迷惑ばかりかけ、お詫び行脚の生活がこれから続くのに明石先生のように積極的に

色々な方との交流は私にはできないハードル高いお話でした。ただ、子殺しの話をされて

いましたが、あんな立派な明石先生でさえ殺したいと思ったことがあると言うお話には共

感できて、私の場合、殺したいというより死ねばいいのにと思ったことは何度もあるし、一緒に居るのが嫌で自分

が死にたくなることも多々あるし、公には言えない殺したい気持ちを明るく過去の話として明石先生が話してくだ

さると、そんな自分がちょっと救われる気がしました。 

○ 講演が終わった後 泣きそうになりました。明石先生のお子さんへの深い愛情に感銘を受けました。幼少期の徹之

さんのエピソードが我が子と重なることがあり多動のピークがようやく右下がりになりつつある今 明石先生のよ

うな子育ての仕方、柔軟な物事の捉え方、考え方をすれば徹之さんのようになるのか、なって欲しい！と思いまし

た。その前に明石先生のような親にもっと近づかなければとつくづく思いました。健常の兄弟への接し方も早速見

習います。私も息子にとって最高の理解者、支援者になろうと思います。 

 

川崎市自閉症協会は 5月 18日に一般社団法人 

の設立総会を開催しました。午後からは自閉症啓発

イベント「ようこそ自閉症ワールドへ！」（自閉症

児者親の会 35 周年記念）を開催。設立総会には、

理事の浅野史郎氏、高木一江氏、監事の小嶋珠実氏

等専門家も出席してくださいました。右は行政を交

えての理事達の記念写真です。 

さて、10 月 26 日（日）10 時（9 時半受付）

から 5時まで、高津市民館１２階大会議室にて、法人設立記念式典と設立記念自閉症啓発イ

ベント「ようこそ自閉症ワールドへ パートⅡ」を開催します。福田市長はじめ行政、団体、

施設や学校、市民の方々にも広くご案内いたします。講演１は浅野史郎氏、講演 2は内山登
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（徹之と泰希↑ 

  母と奈多ケア院のレストランで↑ ） 

徹之と泰希↑） 

 

（←祝う会のＤＶＤ） 

 

（↓福祉大会明石挨拶） 

 

紀夫氏、そしてイギリスから駆けつけてくださるピアニスト小川典子さんのピアノ演奏。支

援してくださいます皆様に心より感謝します。後半はシンポジウムも行う予定。チラシがで

き次第広くご案内いたしますので、多くの方々のご来場お願いいたします。 

また毎年希望を出しておりました、4月 2日の世界自閉症啓

発デ―の「ブルーライトアップ」は、来年はできそうです。

川崎マリエン、チネチッタ、ラゾーナ、川崎ミューザなど含

め個人の建物でも「4月 2日は崎市内をブルーに！という運

動を、行政と川崎市自閉症協会で計画中です。 

さて 6月 28日は、川崎市心身障害児者福祉大会（明石洋

子実行委員長）で、福田市長はじめ行政や議員さん方多数来

られて、「障害のある人もない人も共に暮らす川崎の街」をスローガンに、「隣に住んでもあ

たりまえ、隣で働いてもあたりまえ」を目指して「大会宣言」を出しました（詳しくは川崎

市自閉症協会会報にて）。ところがその直後流れた「川崎でグループホーム建設反対運動」

のニュースに愕然！ 昨年 5月に、文京区のグループホーム反対運動の市民説明集会に「当

事者を知る」ということで徹之と共に呼ばれて、文京シビックセンターで講演をした時、「以

前は住民の座り込みの反対運動があったが、今の川崎市には障害者施設反対運動はない」と

豪語したところでした。長年の啓発活動は？？？まだまだ関心を持って共感してくれる人は

少数なのですね。とにかく「障害者」とひとくくりでなく、個々の顔が見える「一人の人」

として知ってもらうことでしょうね。人権と啓発、がんばります！ 

 さて、「祝う会」のＤＶＤができまし

た。スピーチされた方にお渡ししてい

ます。先日渡邊教育長を訪問しＤＶＤ

をお渡ししました。教

育長室に教育長と徹之とのツーショット

の写真が飾ってあり、とても感激しました。嬉しい！ 

＊報告２点。社会福祉士の国家試験に合格しました。また前回の通信で報告した手話の勉強

も、５月から始まった「手話通訳養成講座」に続けて受講中です。指文字暗記は難しい！ 

最後に定番の家族写真を。母は相変わらず。認知の程度は日によって良かったり悪かった

り。次回は８月１９日２０日と福岡に帰省します。徹之も政嗣一家（孫の泰希も凛花）もみ

な元気です。私自身は事件事故で右往左往しましたが、どうやら乗り切れました。 

では皆様、今後とも親しくお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。 


