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新しい年が来ました。昨年主人は古希（70 才）に、私も今年

は 70 歳。なんだか自分の年が信じられません。「縁側で猫を抱い

て日なたぼっこ」か「コタツでみかん」が 70 才の私のイメージ

でした。（社福）あおぞら共生会も（一社）川崎市自閉症協会も、

世代交代の試みを 2、3 年前から画策しているのですが・・・。 

昨年は親しい友人がなくなり、また喪中のはがきが年々増えるの

を、大変悲しく、

寂しさがつの

ります。年賀状

代わりの「明石

通信」も発行が

2 月に入り、遅くなってすみません。 

さて、前回の明石通信後も、いろいろな

出来事ありました。最初に徹之が日弁連で

講演した話から始めましょう。 

10 月 1 日（木）幕張メッセ国際会議場コ

ンベンションホールＡで、日弁連（日本弁

護士連合会）の全国大会（第 58 回人権擁

護シンポジウム）がありました。上記の案

内チラシのように「成年後見制度から意思

決定支援制度へ～認知症や障害のある人

の自己決定権の実現をめざして～」がテー

マでした。最初に「ありのままにあたり前

に地域に生きて」と題して明石徹之が登場。

講演 2 は井上雅人氏、講演 3 は川島聡氏、

（↑平成２７年 10月 仙台つばめっこ 10周年記念講演会にて） 

 
（日弁連の大会シンポジウムのチラシ↓） 

 

（神奈川新聞 10月 2日掲載↑） 
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「報告」に松隈知栄子氏、水島俊彦氏、山田洋氏、名川勝氏、西永洋子氏、成本迅氏。パネ

ルディスカッションのパネリストに曽根直樹氏他が、登壇されました。「シンポジウム～さ

あ、意思決定支援の旅に出かけよう～」と題して、当事者の徹之がトップバッターに。徹之

の登場がこの大会の目玉だそうですが、私は心配でハラハラドキドキ。自分の講演以上に緊

張しました。 

「講演 1」として彼は

15 分間パワーポイン

トにてスピーチして、

その後大会委員長の

川島志保弁護士から

20 分程度のインタビ

ューを受けました。会場を埋め尽くした弁護士の先生方が、

意志のわかりづらい知的障害と自閉症の当事者（徹之）をどれくらい理解してくださったか

心配でしたが、講演後、大会委員長の川島弁護士と、担当の関哉弁護士から頂いたメールを

読みますと、好評とのことでホッとしました。当日の様子は下記メールから。 

 

①  関哉弁護士からの１０月１日夜のメール 

明石さん、本日はおつかれさまでした。徹之さんのご講演と、川島弁護士とのやりとり、とって

も印象的でした。多くの弁護士から、とてもよかったという話を聞いています。何より徹之さん

という人を、多くの弁護士が知ってくれたことが弁護士にとってのパラダイムシフトだったと思

います。明日早いのに長時間ご参加頂きまして、ありがとうございました。引き続きどうぞよろ

しくお願い申し上げます。 関哉直人 

② 私の１０月１日夜の返事 

メールありがとうございます。今日は大変お世話になりました。いろいろご配慮、ありがとうご

ざいました。本当に自分が講演する以上に、ハラハラドキドキしました。無事役目を果たしたよ

うで、ほっとしました。日弁連の方々に徹之を知って頂き、感謝です。今日は最後まで参加でき

ず失礼しました。徹之が朝の天気予報を見て「夕方早く帰ります」と、講演前から言っていまし

た。講演後控え室では、「明日金曜日お仕事がんばります（懇親会欠席！）」と言って帰る支度を

したそうですね。彼なりに疲れていたのでしょう。今、明日の仕事の準備を終え、ベッドでぐっ

すり寝ております。今日は早めに帰って良かったです。一時雨風がひどくなって来ましたが、そ

の前に帰りつきました。さすが仕事優先の徹之です。懇親会まで出たら明日の仕事に支障をきた

していたでしょう。今週末はグループホームの利用者さんたちとの旅行もあります。体力温存し

ておかなくては。今日会場に来ていた、またはパソコンで中継を見ていた友人たちから、嬉しい

感想や共感のお礼を頂きました。本当にいい経験をさせて頂き、ありがとうございました。 

 
（←↓日弁連全国大会シンポジウム風景） 
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③ 川島弁護士からの１０月２日のメール 

明石さま、昨日は本当にありがとうございました。徹之さんはトップバッターだったので、その

後のシンポジウムの流れを作る大切な講演とインタビューでした。徹之さんは、最高のパフォー

マンスでした。インタビューも、私を補ってくれてすごく良かったと思います。 

今朝は雨の音で目が覚めました。徹之さんの天気予報は大当たりでした。別の機会にまた徹之さ

んと一献傾けたいと思います。900 人以上の参加者(会場に入れなかった人たちには別室での中

継で見ていただきました)と、700 人ぐらいの Ustream 視聴があり、大盛況でした。たくさん

の方々が、徹之さんの真摯な生きる姿に感動してくれたと思います。私は、今日、さらにシンポ

ジウムを受けた宣言案採択に向けて大仕事が待っています。日弁連総会でシンポジウムの報告と

採択案説明のため、もう一回大舞台です。徹之さんにならって、「お仕事頑張ります！」本当に

ありがとうございました。川島志保 

 

さて４月から施行の「障害者差別解消法」では、合理的配慮の不提供は差別となりますが、

自閉症等発達障害のある人への「合理的配慮」について、市民の皆さんはどのくらい理解し

ているでしょうか? 川崎市障害者社会参加推進センターの市民に向けたパンフレットに書

いた記事（下記カット入り）と「ヒューマンライツ」２０１６年２月号の特集「障害者の欠

格条項」に書いた原稿から一部転載します（発行は 2 月）。    ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

・・・生活の質（ＱＯＬ）は、支援者の質と数にかかっている。特に支援の質として、権利条約

等で言われている、自己決定を

支援する「意思決定支援」と本

人に分かる情報提供をするな

どの「合理的配慮」が必要と思

う。このどちらも基本に「権利

擁護」の視点が不可欠となるだ

ろう。  

合理的配慮：彼は今も、社会性、

コミュニケーション、想像力に

困難がある。具体的には、場の

雰囲気や相手の気持ちを理解

すること、コミュニケーション

のやり取り、イメージを広げる

ことが苦手、こだわりがありパ

ターン化傾向等がある。その障
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害特性を理解してもらうために、30 年以上前から「てっちゃん便り」を発行している。20 才

の時「徹之は大人です。てっちゃんと呼ばないで下さい」と大人宣言したので、現在は「明石通

信」と名称変更。地域の方々の正しい理解と適切な支援のおかげで、徹之は高校生にも公務員に

なれたが、自閉症は障害特性が見てわかりにくいため、日本各地で虐待事件が（死亡事件も）多

発している現状。障害者権利条約や障害者差別解消法、障害者雇用促進法などで、そのような障

害特性に対して国民全員が「合理的配慮」をすることが規定された。自閉

症等の人への合理的配慮は、わかりやすい簡潔な言葉でその意図や目的を

伝えた上で、図やイラスト等を使って説明する等、「肯定的・具体的・視

覚的な伝え方の工夫」、スモールステップによる支援（仕事の手順書作成

など視覚的情報提供）、感覚過敏がある場合は音や肌さわり、室温など感

覚面の調整を行う（周囲から受ける刺激を減らすためにパーテーションの

設置等）などが、自閉症等の人への合理的配慮となるだろう。本人の労力や機能よりも、周りに

環境（人の支援含む）次第で、障害は重くもなり、軽くもなることを彼の人生で実感している。

自閉症等の障害特性に対する合理的配慮により、虐待や様々な事件の防止、

当時者の社会参加だけでなく同様の悩みをもった人たちが住みやすい世の

中が実現できると大いに期待している。 

成年後見制度から意思決定支援制度へ、そして欠格条項撤廃へ； 

権利条約批准で「住みたい所で、住みたい人と、必要とする支援を受け

て」が可能となる国内法も次々と制定されているが、まだまだ差別や虐待

が多発している。地域生活は、保護・管理された入所施設と違ってリスクが多い。不利益な契約

を結んで悪徳業者の被害にあう恐れも、また必要な支援サービスの契約なども自分ですることは

難しい。親亡き後はなおさら心配である。そのような判断能力の不十分な人を保護し、支援する

制度として｢成年後見制度｣がある。しかし今の成年後見制度は身上監護や見守りより財産管理に

視点が置かれ、さらに社会参加の権利、たとえば公務員の欠格条項など権利制限の項目が多くあ

り、知的障害者の利用には課題が山積している。成年後見法の第一理念である「自己決定を尊重

する」を重視するどころか、意思の確認をしないまま、「できるはずはない」と代理決定をして

いるように思う。イギリスの意思能力法（2005 年）では、意思決定できるよう支援を尽くす、

すなわち意思決定支援が最優先と言われている。意思決定支援をしている成年後見人等は寡少だ

ろう。身上監護ですら、成年後見人等の価値観や人間性次第、自主努力に依存している。しかも

包括的に権利制限を行う後見類型の利用が圧倒的に多い現状。いまだに欠格条項は二百項目以上

に達し、成年後見制度の理念である「ノーマライゼーション」にも反して、長い人生の日常生活

での、大きな権利制限、権利侵害が起きることになる。成年後見制度は知れば知るほど、我が子

の制度利用を断念せざるを得ない。支援対象となる障害者の、人としての尊厳ある人格を尊重し、

あわせもつ障害特性などを十分理解して、長い人生の伴走者としての成年後見支援を考えると、

（↑熱川旅行地蔵の湯前） 

（仙台観光：秋保大滝にて→） 
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本人の行為を一律に制限している現行はおかしい。特に個人の意思決定（能力）は、その時々の

環境や人間関係との相互作用によって決まってくるものであり、わが子徹之の例においても、合

理的配慮ができ、意思決定支援ができる人との信頼関係のもとでは、公務員試験合格というまで

に高い能力を発揮できるが、一方合理的配慮が全くない環境においては「なにもできない人」と

受け取られてしまう。関わる人との相互作用を無視できない。人として等しく

持つ権利に制限を加える場合には、納得できる具体的な理由なくして制限する

ことは、障害者権利条約上も大きな問題となるだろう。特にわが子徹之に密接

に関係する地方公務員法の欠格条項については、公職選挙法が改正され選挙権

が回復したように、早急に撤廃して欲しい。「被保佐人」になり、公務員の職を

失った塩田さんの今回の裁判の成り行きに深い関心を持っている。      

上記は「塩田さんの吹田市復職と欠格条項訴訟を応援する会」主催の裁判決起集会（9 月

23 日）での私の「報告」を聞いた「ヒューマンライツ」の編集者から頼まれた原稿の一部。

同じく、7 月 11 日関西集会で「指定発言」を求められた、もうひとつの裁判「安永健太さ

ん死亡の国家賠償訴訟」は、12 月 21 日福岡高裁で「遺族の控訴を棄却する（不当敗訴」」

判決が出ましたが、注意義務を言い渡されました。下記は弁護団が出した声明の一部です。 

 

略）・・・ 安永訴訟とは、２００７年９月２５日、知的障害のある安永健太さん（当時２５歳）が５人

の警察官に取り押えられた直後に急逝した事件の真相解明を求める訴訟である。第一審である佐賀地方裁判

所は、警察官らの行為に何ら問題はなかったとして、遺族の請求を棄却していたが、福岡高裁は、警察官に

はその職務の相手方の言動等から知的障害等の存在が推認される場合にはその障害特性を踏まえた適切な

対応をすべき一般的注意義務があると判断したものの、本件の具体的事情を前提とすると、かかる義務を怠

ったとまで評価することはできないとして第一審と同様に、遺族の控訴を棄却した。（略） 

  本判決は、警察官らが仮に知的障害等を認識していたとしてもパニック状態に陥った健太さんの自傷他

害のおそれを解消するにはその動きを制止するしかなかったという佐賀県の主張を排斥し、警察官は、職

務の相手方が知的障害者であることを認識している場合はもちろん、認識していない場合においても、相

手方の言動等から知的障害等の存在が推認される場合においては、その特性を踏まえた適切な対応をすべ

き注意義務を認め、穏やかに話しかける等の適切な対応がなされていれば健太さんの死を回避することが

できたと考える余地があるとした点においては、地裁判決から一歩前進したものと評価できる。 

障害者権利条約に関する政府レポートが作成されている現在、本訴訟では、障害のある市民に対するわ

が国の人権意識が問われていたところである。かかる時期において一般的とはいえ注意義務が認められた

ことの意義は大きい。…（略） 

実に、高裁で警察官等公務員に注意義務を言い渡された意義は大きいですね。合理的配慮義

務が 4 月からスタートしますので、今後このような事件が起きないことを祈ります。 

（↑冊子「10 人の親の合理的配慮」） 
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次いで、啓発の話題。最初に

「ジェイミーのコンサート」

についてお話しましょう。 

第 13 回ジェイミーのコン

サートが、例年通り「ミュー

ザ川崎シンフォニーホール」4 階市民交流室

で、2015年10月28日に開催されました。

実は、東日本大地震でミューザ川崎シンフォ

ニーホールの天井が落ち、第 10 回（4 月予定）が延期になり、

その時のゲストが長谷川初範さんでした。今回やっと長谷川さ

んの出演が可能になり、上記プログラムのように「巴里を生き

た音楽家～光と影」と題して、ショパンとサティについて、長

谷川さんが語りを、小川さんがピアノを弾いてくださいました。

毎回、特別講演として私が自閉症等発達障害の正しい理解と適 

切な支援［合理的配慮等］の話をさせていただいています。当日の様子を下記の感想から。 

 

明石様、今年も、ジェイミーのコンサート、誠にありがとうございました。典子さんと長谷川さん、素晴ら

しいコラボでしたね。明石さんの講演は、変わらず、あたたかく力強く。どれだけ皆様を勇気付けているこ

とでしょう。毎年恒例の明石さんとのツーショット写真は１年間のお守りにします。本当に、ありがとうご

ざいます☆ 知的障害発達障害の特性を全て網羅している息子が、実生活において一番苦慮している障害で

す。歩くこと、食べること、一つ一つ、多くのことを積み重ねて、ようやく習得してきました。まだまだ課

題は、山積みです。何事も時間はかかりますが、本人が自立できるようにあきらめずに、丁寧に、繰り返す

毎日です。今年も、明石さんのお言葉から、たたずまいから、いっぱいパワーをいただきました。特に、「愛

情をたっぷり受けた子からは、思いやりが生まれる」旨のお言葉にまだまだ、道半ばの子育て自分育ち中で、

時として心が折れそうになる未熟な母には、最近息子の優しさが心にしみることが多々あるので、明石さん

の言葉ででも、せめて愛情は息子に届いていると思ったら、涙がこぼれそうになりました。明石さんにお会

いできる、この日があるから、がんばれます☆本当に幸せなひと時でした。 

また、ご一緒できる機会を心から楽しみにしております。」ジェイミーママ（自閉症児の母） 

 

 

（↓第 13回ジェイミーのコンサートプログラム） （↓ミューザ会場にて長谷川初範さんと） 

（↑あおぞら共生会からの花束贈呈） 

（←↑川崎市自閉症協会の皆さんと） 

（↑実行委員の皆さんと反省会兼懇親会） 

（↑三浦副市長もご来場） 
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その他の啓発として、今回も障害者週間の土曜日（12 月

5 日）に、障害者 18 団体の活動内容チラシを封入したティ

ッシュ（4000 個）を川崎市民の方に配布しました（障害者

団体部会副部長の私は川崎駅で）。皆様が「心のバリア」を

取り払って、「隣で住んでも、隣で働いても当たり前」と思

ってくださることを願っていますが、

「スプリンクラー設置」等改正された消

防法を盾に「グループホームは防災上危険な施設。施設は共同住宅では

ないのでグループホームの入居は認めない」とマンション管理組合から

退去を勧告される等、グループホームの地域生活が脅かされる現状に接

しますと、「隣に当たり前に暮らす」ことはまだまだ難しいと悲しく思   

 います。グループホームは「世話人」と言う「合理的配慮」をして、

障害者が当たり前に地域に生きる「住まい」ですよね。厚労省が消防署に啓発して欲しいで

す。市民もノーマライゼーションには「総論賛成、各論反対」のようで、「自分の住むマン

ションに来ては困る」ようで、「心のバリアフリー」の実現はまだまだと痛感しています。 

さて、昨年は中国北京からのお客様（7 月 6 日）や青森の法人北心会の職員研修（9 月 5

日と 10 月 10 日の）などの来訪がありました。 

北京から、明石洋子著『ありのままの子育て』等 3 冊の

中国翻訳本を読まれた、22 歳の自閉症の息子さんを持た

れるお母さん（朱春燕さん）が、学校の校長と主任をお連

れして来日され、丸一日お付き合いしました。あおぞら共

生会の歴史と理念と各事業のお話をした後、各事業所を見

学。イタリア焼き菓子「ブルチェロ」、やおや「あおぞらハウス」、日中一時支援エコーのセ

ソール療育室、グループホームボイスを、次いで東扇島のＳＲＣ「ぞうさん」。最後にご希

望が強かった徹之の職場「夢見ヶ崎動物公園」を見学し、岩瀬耕一新園長から説明を受けら

れました。一日あいにくの天候でしたが、熱心に見学さ

れ、質問もたくさん。岩瀬園長のお話を私も聞けて嬉し

かったです。ありがとうございました。 

また、私どもが講演等で何度も伺いました青森の社会福

祉法人「北心会」から、理事長はじめ職員の方々が２回

に分けて視察研修に来られました。その他、大門明石塾

の塾生や近隣の個人グループ、更に高校や大学の研修（社   

会福祉士や会議福祉士）などに対応しました。 （↑北心会の第 1グループ、あおぞらハウスにて） 

（↑夢見が崎動物公園訪問） 

（↑実行委員の皆様と記念撮影） 

（↑夢見が崎動物公園 

（↑障害者の日キャンペーン） 
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次いで、講演の話を。８月の講演から。８月

４日に三島市療育支援室の「三島市障害児療

育、保育、教育関係者専門講座」の講演をし

ました。講演後隣の、富士山から湧水ででき

た池がある市立公園「楽寿園」を案内してい

ただき、澄んだ水の冷たさに夏の暑さを忘れ

ました。また公園内の反射炉のレプリカを見

て「何かな？」と思った、その「世界遺産韮

山反射炉」の実物を、２８年元旦にあおぞら

のグループホーム旅行で見てきました（納得）。 

８月７日は、神奈川県学校保健研修会の昨年

に続いて２回目の講演会。その様子が、神奈

川県予防医学協会会報「健康かながわ」に写

真入りで載りました。 

８月２１日に、青森県教育庁主催で、総合学

校教育センターで講演会（案内チラシ掲載）。

元国立特別支援教育総合研究所（久里浜）の菊地先生の郷里の青森県からの講演依頼です。

講演会前後の日に、先生方と一緒に、浅虫温泉「椿館」のお湯に入り（徹之の手順書通りの

「自分の身体の磨き方」に感動された）、「椿館」を定宿にしていた棟方志功の記念館を観光

（素敵な版画の絵ハガキを購入）、画家のシャガールの舞台「アレコ」の背景画（なんと本

物！）が飾ってある県立美術館等見学し、ホタテ釣りなどしてホタテ料理を地酒と堪能して

（徹之が）、楽しい青森講演旅行をしてきました。次回は下北半島旅行を期待してます！ 

下記は 10 月 23 日の「仙台つばめっこ」の１０周年記念講演会の写真です。仙台放送局

に赴任になった内多勝康さんも、また１０年前私どもと「つばめっこ」を引き合わせてくだ

さった亡き阿部幸泰先生の奥様も講演会と親睦会に参加さ

れて、感激。多くの再会をした講演会だけでなく、秋保温泉

の湯元自然庭園の足湯につかり、

おいしいおそばを食べ、秋保大

滝を見学して楽しかったです

（写真は 1、4、９頁にも掲載）。 
（↑「つばめっこ」のメンバーと内多勝康氏と一緒に） 

（↑主催者と前日のうち合わせ会） 

（↑青森県教育庁主催の講演会チラシ） 
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他の講演会もエピソードや感想などが豊富にあり、掲載の許可もいただきましたが、紙面

の都合上、割愛します（残念！）そして毎回、明石通信を出す直前の講演会の話を掲載する

ことが多くなっておりますが、今回も昨年最後（１２月１８日）、保土ヶ谷区役所で保育士

さん対象の講演会の様子を感想からご報告しましょう。主催者から「今回は一人ひとりのご

意見のボリュームが他の研修より多く、驚いております。感想がいっぱい寄せられました」

とのことでした。下記に一部をご紹介します（「氏名が特定されないなら」と了解済）。 

 

・実際の子育て経験からの話がとても面白く、またそれをどう活かして保育に取り入れていくか

を考えていきたい。机に向かって勉強をするのではなく、人との関わりの中で様々な事を学べ

るような支援をしていきたいと思った。実体験のお話で、大変興味深く聞かせて頂いた。 

・どのように一緒に生活し、支援してきたのか。先生のお話を聞

くこと、DVD を見ることが出来て、良かった。園の子どもたちに

も、大切な事、自己肯定感や意思決定を、子どもたち一人一人を

沢山誉め、伝えていきたいと思いました。 

・自閉症に対する子育てというより、健常者（健常児）にも十分

当てはめる事の出来る子育てだと思った。明石さんの母親として、息子さんから目をそむけず

（障がいから）しっかりと受けとめ、向き合い、息子さんにとって良い環境を常に考えられた

お話を伺い、感動した。保育にも重なる事、思いがたくさんあり、体験談が心に響いた。 

・とても良かった。現在保育をしている子どもたちの将来が少し見えたと思う。「本も読ませて

いただきます！！」 徹之さんと向き合い、子育てしてきた事を感じた。私たち保育士は就学

まで最大 6 年。保護者の人たちはその先もずっと・・・どうなっていくのだろうと思っていた。

正直、障がいのある人（自閉症）が 1 人で生活する事は難しいと思っていたが、可能性を知り、

励みになりました。 

・ありのままの姿を受け入れる、そして人が好きな子に育てるという事を、考えさせられる研修

でした。その為にどうしたら良いか考えたいと思う。先生のポジテ

ィブな考え方、発想の転換のすばらしさを学んだ。 

・先生のエネルギーに感服！ 人と交わる事は楽しい、人が好きと

いう子どもに育てるための保育を、保護者と協力して探っていきた

いと思う。ぜひ今後の保育に活かしていきたい。 

・明石先生のバイタリティーに関心させられた。地域の方に支援を求めることは、とてもご苦労

があったと思うが、楽しんでやっているように思え、楽しくかかわることの大切さを学んだ。 

・明石先生と徹之君の笑顔が印象的だった。障がい者、健常者に関わらず「人が好きになる子」

を育てていきたいと思う。実践を聞いて「笑顔を保障する」環境作りが大切と思った。 

 

（↑↓写真は、秋保温泉湯元自然公園にて） 
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・実際に子育てされた方の声、また、NHK のご本人の映像等初めて見ました。以前受け持った

時に、対応が上手くできず、今でも後悔していますが、本を読んでまた学んでみたい、人が好

きになれる子を育てるフォローを、していきたいと思った。 

・インクルージョンの考え方がもっと広がってくると良いと思う。保護者、本児の思いをもっと  

ありのまま受けとめられる様になりたいと思った。明石さんと努力、前向きな姿勢に感動した。 

・どのような場面でも、上手くいかない事があった時には、どうしたらその子がスムーズにいく

のかという視点で工夫をしていく大切さに気付いた。そのためには、感性を磨き細部まで気づ

くアンテナを持って、楽しみながら、機転の利く保育が出来たらと思う。 

・発達障がいについてだけでなく、法律の変遷などについても知る事が出来てとても勉強になっ

た。自己決定は、障がいがある児だけでなくとても大切だと思った。 

・インクルージョンの考え方がもっと広がってくると良いと思う。保護者、本児の思いをもっと

ありのまま受けとめられる様になりたいと思った。明石さんと努力、前向きな姿勢に感動した。 

・どのような場面でも、上手くいかない事があった時には、どうしたらその子がスムーズにいく

のかという視点で工夫をしていく大切さに気付いた。そのためには、感性を磨き細部まで気づ

くアンテナを持って、楽しみながら、機転の利く保育が出来たらと思う。 

・発達障がいについてだけでなく、法律の変化などについても知る事が出来てとても勉強になっ

た。自己決定は、障がいがある児だけでなくとても大切だと思った。 

 

左の「アスペハート」40 号（27 年 9 月

号）、特集「好きなことで生きていく」に徹

之の「こだわりから趣味に」の原稿依頼が来

て、絵画やピエロテッシーの話を書いていま

す。彼の絵も掲載しています。その他、前述

したように「ヒューマンライツ」今年２月号

の特集「障害者の欠格条項」に記事を掲載。

また 5 頁に紹介しましたが「大門明石塾」で５年間のまとめとして、「今、

意思決定支援について考える～10 人の親の意思決定支援」を 1 月中に出

します。冊子必要な方は下記の明石携帯アドレスにメールください。 

frjt-aozora7363@docomo.ne.jp  

最後に家族の話を少し。昨年 8 月、邦彦さんの 70

歳（古希）のお祝いをしました。初めてスタジオで

撮った家族の記念写真です。孫たちの七五三の写真

も掲載します。皆様、本年もどうぞよろしく。 

mailto:frjt-aozora7363@docomo.ne.jp

