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残暑お見舞い申し上げます。今年も酷暑の夏でしたね。３０度を超す猛暑日が続き、毎日

炎天下で清掃業務をしている徹之が熱中症にならないかを心配して、3 組の着替えと冷えた

「リンゴ酢」の水筒を持参させておりますが、彼は「お仕事がんばります」（ＮＨＫ徹之の

ドキュメント番組のタイトル）と言って、元気に出かけております。皆さまはその後お変わ

りございませんか? 前代未聞の事件（人災）や頻繁に起こる天災に、心が痛み不安感が増

してきてます。福岡奈多ケア院に入院中の母（９８才）の郷里である熊本が大地震に見舞わ

れ、その後も余震や豪雨で九州各地が被害にあいとても心配しました。熊本の親戚、知人が

まだ避難所生活していますので、一日も早い復旧を願っています。 

また 7 月 26 日未明、神奈川県立津久井やまゆり園の元職員が「障害者はいなくなればい

い」との信じられない理由で、19 人を刃物で殺害（負傷者は 27 人にも上ったそうで）の

ニュースには、背

筋が凍りました。

亡くなられた方々

のご冥福をお祈り

し、ご家族の皆様

にお悔やみを、ま

た怪我をされた

方々の一日も早い

回復をお祈り申し

上げます。皆様の

心の傷が深く残ら

ないことを願いま

す。入所者は強度

行動障害のある自

閉症の方が多く、

（↑世界自閉症啓発デーで自閉症協会役員たちと市民に啓発中、川崎チネチッタにて） 

 

（↑講演時のスライド「心のバリアフリーを願って」） 
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川崎からも 6 名入所されており、無事だそうですが、今どのような生活をされているか案じ

られます。川崎市内の入所施設に移ると言う話になっているようですが・・・。 

事件後、新聞各社より、（一社）川崎市自閉症協会の代表理事（会長）として取材も受け、

ＮＰＯ法人かわさき障がい者権利擁護センターの理事長として記者会見も行うことになり、

新聞 5 社に会見記事が載りました。詳しい話は後述しますが、「生きること

を許さない」という負のメッセージを社会に投げつけたこの事件と、この春

身近に起こったグループホーム入居反対運動に接し、（1 頁目の「啓発活動」

スライドのように）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運動をしておりました

が、意識のバリア（壁）の高さにむなしくなりました。 

最初に、当法人のグループホームの移転に際し入居予定のマンション管理

組合から入居拒否を突き付けられた件から。前号でも触れましたが、あおぞ

ら共生会が、昨年末に購入したマンションに、今年 1 月グループホームの

一つが移転予定でした。しかしマンションの管理組合から、「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入居は認めない」と、新たな入居どころか、

8 年前から入居している他のグループホーム 2 軒の退去も勧告される始末。

再三の交渉にも「施設だから入居不可」（グループホームは障害者の住

まいであると説明）から「グループホーム運営で法人は事業収入を得て

いる。事業は認めない」となり、グループホームの収支状況など資料請

求されました。要求事項には一つ一つ資料作成し誠実に対応しました。

当法人はお祭りなど地域行事には参加していましたので、マンションの

自治会長は好意的でしたが、「管理組合は財産を保全する責任があり、

障害者のグループホームは資産価値が下がる」とのご意見で、「理事会と臨時総会を開いて、

規約に『グループホームやシェアハウスを認めない』と言う文面を入れる」とのこと。理事

会に行政から説明に行くことも「必要ない」と拒否されましたので、浦崎弁護士名で「私た

ちの思い」を書き、特に４月施行の「障害者差別解消法」の内容も入れましたら、「苦渋の

選択で、改装工事の許可と３月末までの入居を認める」となり、３月末に入居しました。 

ただ管理組合臨時総会で、「シェアハウスは認めない」ことが決まり、定義に「入居者各人

から家賃を取ること」があり、グループホームも該当することになります。4 月以後グルー

プホームはこのマンション内には作れないですね。規約改正の流れが全国に波及されないか

危惧しています。「地域に当たり前に生きる」を運動している全国グループホーム学会では、

権利条約にも逆行する（大規模化、施設化になる）、スプリンクラー問題や夜勤問題、マン

ション管理規約改正の件など対応を検討中。私は 6 月の沖縄での学会に参加してきました。 

（↓↓28年 6月 3日 4日 沖縄学会） 

 

（↑上田、村田、小林各氏と） 

 



２００２年 4 月 23 日第三種郵便物認可（毎月 3 回 5 の日発行） 

２０１６年 8 月１9 日発行 ＳＳＫＷあおぞら  増刊通巻第 3989 号付録 

 

 

 

 

3 

またご相談した村木厚子さんから、3 月 5 日、下記のようなメッセージをいただきました。 

・・・ご連絡ありがとうございます。マンションの件、どこででも起こりうる問題としてわがこ

とと受け止めました。差別解消法が役立ったこと、少しほっとしました、ぜひぜひ、みなさまの

力で「昔はあんなこと言っていたね」と言えるようになることを心からお祈りします。 

マンションはいずれ全体で高齢化します。高齢者向けのサービスをマンションで準備する必要も 

出てきます。そういうことも考えて、色んな人が「住み慣れた地域で暮らす」ことを可能にする 

柔軟な姿勢が必要ですよね。障害者を追い出そうという姿勢は、自分の首をも締めることになる

と思うのですが・・・      （＊不安だった当時、元気になった応援メッセージでした） 

 このグループホーム入居反対と 7 月の悲惨な事件に、世間に存在する障害者への差別や蔑

視、無理解を実感し、哀しみと怒りとむなしさで心がつぶれました。しかし障害者権利条約

に逆行するこの事件の負のエネルギーが拡散しないために、また「地域に生きて、人と人が

お互いに支えあう、共に

生きる社会」の実現のた

めに、めげることなくポ

ジティブに、地道に啓発

することしか解決策はな

いと考えます。権利擁護

と啓発活動に、私も「お

仕事がんばります！」 

今年は新聞の取材が多

くありました。最初に、

28 年 4 月 14 日、読売

新聞の全国版に載った

「成年後見」の記事を左

に紹介します。 

判断能力が十分でない

人を保護し支援する「成

年後見制度」の普及を目

指す「利用促進法」が国

会で成立しました。私は

「利用促進する前に、課

題解決を」と願っており

ます。 

（↓「成年後見」読売新聞 28年 4月 14日） 
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成年後見制度は、支援の必要性が高い順に「後見」（旧来の

禁治産）、「保佐」（旧来の準禁治産）、新たに「補助」を足して

3 類型として、介護保険制度と同時に 2000 年に成立しまし

た。「地域に生きる」は、保護・管理された入所施設と違ってリ

スクが多いようです。徹之は、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

することは難しいので、必要な制度と思いました。それで知識

を得たいと、東大医学部の市民後見人養成講座を受講し（第 1 期生）、講演会や研修会にも

積極的に参加しました。更に、育成会や自閉症協会等川崎市内の親の会が構成団体になって、

「ＮＰＯ川崎障がい者権利擁護センター」（平成 20 年～）を設立し、Ｐａｎｄ―Ｊ「大門

明石塾」（平成 23 年～、28 年「ネットワークかみひこうき」を設立移行）で、成年後見制

度を学んで、法人後見を実践中です。学びが昂じて「社会福祉士」の国家資格も取りました。 

さて読売新聞に、下記の 5 つが課題として整理され、これらは 3 年以内に法整備される

ようです。 （現行の課題⇒課題解決に向けて検討） 

１．財産管理中心で生活を護る役割が弱い⇒生活を護る役割を重視 

２．後見人による横領が多発⇒後見人の不正防止を強化 

３．本人の同意がないと、治療が受けられない⇒医療同意の範囲検討 

４．制度を利用すると仕事や権利を失う⇒欠格条項見直し等 

５．後見人のなり手は少ない⇒市民後見人養成等 

実際、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と実感しています。特に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います。昨年 10 月 1 日「成年後見制度から意思決定支援制度へ」をテ

ーマの日弁連全国大会で、徹之が講演しました（前号の「明石通信」に記載）。代理決定で

なく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を最優先して欲しいですね。

日本は、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。また後見人によ

る財産の流用、横領がこの 5 年半で 226 億円とか、親亡き後、安心して託せません。欠格

条項も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

ており、親権がない 20 歳からの長い人生での、大きな権利制限、権利侵害が起きることに

なります。成年後見制度は知れば知るほど利用を断念せざるを得ませんでした。実際、親亡

き後の遺産相続で被保佐人になったため市職を首になった塩田さんの「吹田市復職と欠格条

項訴訟を応援する会」主催の裁判集会にも、私は呼ばれてお話しさせていただいき、雑誌「ヒ

ューマンライツ」にも、関連する原稿を書きました。 

（↓徹之と「差別解消法」学習中） 

 

（日弁連全国大会チラシ→） 

 



２００２年 4 月 23 日第三種郵便物認可（毎月 3 回 5 の日発行） 

２０１６年 8 月１9 日発行 ＳＳＫＷあおぞら  増刊通巻第 3989 号付録 

 

 

 

 

5 

また「明石通信」に 3 回ほど書きました「安

永健太さん事件」の裁判が、7 月に結審しま

したので経過ご報告します。31 年前まで私

どもが住んでいた佐賀市木原で、2007 年 9

月 25 日、障害者作業所から、自転車で自宅に

向かっていた知的障害で自閉症の安永健太さ

ん（当時 25 歳）が、5 人の警官に取り押さえられて亡くなった事件です。健太さんは自分の思

いを伝えることができず、ただ怖くて痛くて激しく抵抗したのす。私ももし言葉のわからない外

国で、わけもわからずに、突然多数の屈強の男性から抑えつけられたら、彼のように必死に抵抗

すると思います。言葉のやり取りがうまくできない、環境の変化や状況判断が苦手なわが子が同

じ目にあったらと考えると、他人事ではありません。2008 年に警察官 5 人に対し刑事裁判を、

2009 年に佐賀県を相手に民事裁判を起こし、2012 年最高裁で警察官の無罪判決が確定しま

した。2014 年民事裁判でも佐賀地裁は原告全面敗訴の判決、2015 年福岡高裁控訴棄却判決

でした。遺族や支援者たちは、権利条約を批准した国にふさわしい結論を願って、2015 年 12

月 25 日に最高裁判所に上告したのですが、先月（2016 年 7 月）、最高裁は上告控訴棄却判決

を出しました。最高裁は上告理由書の理由を認めず、開

廷せずに事件が終了しました。日本自閉症協会の辻川

常任理事が弁護団の一人で、要請を受け私は、裁判の

大阪集会や東京集会にも出席し、指定発言や応援メッ

セージを言いました。私たちが暮らす社会には、コミ

ュニケーションに障害がある人が多数います。「障害の

ある人もない人も共に生きる社会」の実現には、障害へ

の理解が不可欠です。この 4 月に施行された障害者差

別解消法の「合理的配慮の不提供は差別」にあたりま

すので、このような悲しい出来事が二度と起きないよ

うに、わかりづらい「自閉症の合理的配慮とは何か？」

を、国民（特に制服組の方々）へ周知していきたいと

願っております。知的障害や自閉症があるかもしれな

いとの知識を持って、自閉症の特性に応じた配慮（ゆ

っくり穏やかに話しかけて近くで見守るなど）ができ

たら、安永さんを死に至らしめることはなかったと思

われますので…。 

次いで、「津久井やまゆり園殺傷事件」について。 

（↑「西日本新聞」平成 24年 11月 25日 意見広告） 

 

（「神奈川新聞」28年 8月 4日→） 
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平成 28 年 7 月 26 日未明に、神奈川県「津久井やまゆり園」において元職員が、抵抗で

きない障がい者に次々と襲いかかり死傷させる残忍な行為により、19 人が命を奪われ、2

７人が負傷するという前代未聞の痛まし

い事件が起きました。障害の子を持つ親と

して、深い悲しみと共にどこにぶつければ

いいかわからない強い怒りを感じていま

す。報道によると容疑者は、障害のある人

の命や尊厳、存在さえも否定する供述をし

ていると伝えられています。自分と違うこ

とで排除し差別すること、ましてや今回の

事件のように存在を否定する（命を奪う）

ことは、決して許されません。 

容疑者の、社会に向けた誤った価値観や

認識のメッセージで、さらなる偏見や差別

が助長されないか心配しています。特に、

障害のある人に向けられている（心の奥底

で持っている？）「間違った認識、価値観」

が浮き上がり増幅して、模倣犯が出てこな

いか危惧します。なぜそのような考えにな

ったか、なぜ犯行に歯止めがきかなかった

か、しっかりした検証を願い、再発するこ

とが無いよう願っています。 

この 4 月から「障害者差別解消法」が

施行され「不当な差別的取り扱い」に加え、

「合理的配慮の不提供は差別」となりまし

たが、意思決定支援も合理的配慮も、障が

いのある人の尊厳や生命が守られてこそ

の支援です。障害者の人権の尊重なくして

は意味をなさないでしょう。「心のバリア」

すなわち障害に対する差別や偏見、同情、  

憐れみの解消が先決です。今回の事件の容疑者の

犯行を正当化している優生思想（役に立たない障害者は安楽死を）などを持っていては、意

思決定支援や合理的配慮を論じる資格はありません。「ヒトラーが降りてきた」と言う容疑

者は、ナチスドイツの優生思想の過ちから何も学ぶことができなかったのでしょうか？ 

（「東京新聞」平成２８年 8月 4日↑）   
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よく「親亡き後」と言われますが、親が元気なうちに、我が子が「自分らしく生きる」た

めに、どのような支援や制度が地域の中にあれば安心か、支援や制度の必要性を国や自治体

に親の会など通じて提言してきました。しかし法律、例えば「差別解消法」などの法律を根

拠に権利を主張しても、地域の人が納得して共感してくれなければ、「絵に描いた餅」にな

ります。権利擁護のためには、地域の人々の「障がいとは何か?」（今は「社

会的障壁」が障害と言われている）を含め、正しい知識とその理解が不可

欠となります。そのためには私が徹之の子育てで学んだ「障害は不幸でな

い」こと等を伝えていくしかありません。身近な隣人からはじまり、今は

親の会として川崎市ノーマライゼーションプランの「障がいのある人もな

い人も共に生きる川崎の街に」の実現に向けて日々啓発に努めています。

「地域に生きる」には権利と共感が両輪になるでしょう。人格と個性を尊

重して共に生きるインクルーシブな社会（共生社会）の実現を目指すには、

お互いに歩み寄り、相手をよく知り、理解することが不可欠です。再発防止のためには、厳

重な施錠や外部と接触をなくすなど社会から隔離するのではなく、共生を進めて「心のバリ

アフリー」の推進を優先して欲しいです。それには地域の中で啓発するしかありません。幼

児期から共に生きて、「違いを認めて、違いを楽しむ」成人になってほしいものです。 

毎年書いていますが、4 月 2 日は世界自閉症啓発デー。今年は第 9 回、「ようこそ自閉症

ワールドへ！ライブ＆トーク」のイベントを川崎区のラ・チッタデッラの中央噴水広場で行

いました。8 頁のチラシのように、ガラスの塔のブルーライトアップ（点灯は菊地副市長）、

うすいまさとさんのライブ、特に今年は「和太鼓あらじん」の当事者の皆さまをお迎えして、

パワーアップした楽しいステージになりました。今回は「音楽のまち・かわ

さき」のマスコット（かわさき

ミュートン）も大活躍してくれ

て、道行く人々とも楽しい交流

もできました。（チラシ参照） 

 

（↓ガラスの塔） 

 

（菊地副市長↓） 

 （「差別解消法」の話を→） 

 

（ミュートン登場→） 

 

（あらじんとうすいさん↑→） 

 

（主催の協会役員と阿佐野所長↓） 
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その他「川崎市自閉症協会」

の行事を少し書きます（川崎の 

方どうぞご一緒に活動を！）。 

平成 28 年 5 月 18 日、川

崎市自閉症協会の理事会と総

会を、川崎市総合自治会館で開

催しました。理事会では 9 名

全員の理事が再任され、総会で

は、代表理事に内山登紀夫先生

と私が再任されました。総会に

は伊藤弘副

市長初め、来

賓の方々も

来て下さい

ました。 

渡邊教育委

員長代理で来

られた、西義

行教育次長さ

んは、２３年

前人事課勤務

で、徹之の清

掃局への採用手続きをしてくださった方です。その際、清掃局に派遣された 

ジョブコーチが、今日の来賓の左近志保健康福祉部長と、当協会の監事の小嶋珠実氏。当時

のジョブコーチが総会にいたことを西教育次長さんは、

びっくりされていましたね。当協会理事の浅野史郎氏(元、

厚労省障害福祉課長、宮城県知事)からの挨拶もいただき、

私も徹之も多くの方々から支援を受けて今があることを

実感し、有難く感謝しています。 

また、当協会は今年度から「オーティズム・カフェ」を新設しました。会員同士お互いに

気軽にお話しできる機会と、悩み相談や会への活動要望やニーズの掘り起こしなど、顔が見

える活動にしたいと思って企画しました。第 1 回（5 月）は趣旨説明。第 2 回（6 月）は

グループホームについて、第 3 回（7 月）は「自閉症の子育て」。私は「誤解だらけの時代、

本人主体の子育ての実践から学んだこと」をお話しました。重度の知的障害がある自閉症児

（第 9回世界自閉症啓発デーの案内チラシ↓） 

 

（伊藤副市長↑） 

 

（浅野史郎氏↑） 

 

（第 3回カフェ→） 
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であった徹之ですが、「医学モデル」（ＩＱ等障害の程度）では到底不可

能な高校生にも公務員にもなれたのは、「社会モデル」（環境整備と社会

を変える）のおかげ。知って理解して支援する人を周りに増やしたから。

今で言う（法律で明文化された）、「意思決定支援」や「合理的配慮」を、

自閉症が何もわからない時代、試行錯誤しながら実践してきたようです。

第 4 回は、9 月 20 日（火）10 時から 12 時「相談支援について」（エ

ポックなかはら 5 階）。講師は明石（薬剤士・社会福祉士）、小嶋珠実氏

（臨床心理士・社会福祉士）、相談支援専門員協会の専門家にも来ていた

だきます。多数のご参加をお持ちしております。 

次いで「平成 28 年川崎市心身障害児者福祉大会」について。  

6 月 25 日（土）13 時より、総合自治会館で「川崎市心身障害者福祉

大会」を開催しました。28 年度は育成会が実行委員長。来年の 29 年

は川崎市自閉症協会が当番です。午後 1 時より第 1 部の式典開始。福田

市長はじめ 50 名強の来賓の方々がご来場くださいました。明石は副実

行委員長で開会の言葉。福田川崎市長の祝辞から市議会議長、川崎市社

協会長の来賓のご挨拶。内容は障害者差別解消法や権利条約（合理的配

慮や意思決定支援、権利擁護や啓発等）、障害者福祉の充実（南部リハビ

リセンター設立等）、災害緊急時対応の話でした。親の会 3 団体（育成

会・自閉症・肢体不自由）の存在価値と活発な活動を激励してください

ました。特に福田市長の挨拶の中に、「音楽関係の会で、明石会長が自閉症の特性と支援の

方法を市民の方々に話され感動した」と、啓発活動の重要性を話され、嬉しかったです（福

田市長が来場されたコンサートの話はこの後に）。第 2 部は、成田哲夫健康福祉局長の講演

会。テーマは「地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み～ 一生

住み続けたい最幸のまち・川崎を目指して」。自助・互助・共助・公助

の適切な分担のもと、医療・介護・福祉・生活支援などが、切れ目な

く一体的に行われる体制作りなどについてお話しされました。 

さて次は、毎回掲載しています「ジェイミーのコンサート」。今年は

世界自閉症啓発デーの第 2 弾として、「第 14 回ジェイミーのコンサ

ート」を開催しました。当初「コンサートの目的を『自閉症児・障害児

のお母さん方と共に』としたのに親の参加が少なくて困っている」と相

談を受けて、私は第 2 回から参加しています。障害児の親の参加が少な

いなら、親の音楽鑑賞（レスパイト）だけでなく、音楽好きな市民対象

に「自閉症を知ってもらう」啓発を目的に加えることを提案しました。

（福田市長と小川さん↑） 

 

（明石のミニ講演↑） 

 

（福田市長祝辞↓） 

 

（成田局長講演↑） 

 

（明石→） 
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案内チラシに徹之とツーショットで「推薦の言葉」も書き、川崎市自閉症協会の広報紙や上

部団体の日本自閉症協会の広報誌、更に徹之の取材をされた新聞社やＮＨＫでも紹介して頂

き、親の参加が激増しました。私が親の会の会長になったことも加速しました。私はコンサ

ート前に自閉症についての啓発ミニ講演を行い、茶話会では質疑に応答してます。 

そして今回「音楽の友社」から取材と原稿依頼を受け、

音楽専門誌に初めて「自閉症」の話が載りました（11 頁

参照）。 

ジェイミーのコンサートは、自閉症を知っていただく最

高の場で小川典子さんに心より感謝です。 

小川さんは今まで「自閉症当事者は参加不可」 

のご意向でしたが、今回コンピューターから出てくる音

は自閉症の人達にも快いもので、このような工夫がある

と自閉症児者も楽しめると、私は茶話会後の実行委員の

反省会時に提案しました。ゲストのお二人は大賛成で、

小川さんも「ジェイミーママ対象だけでなく、ジェイミ

ー（自閉症本人）対象に企画しよう」と賛成してくださ

いました。これからもますます進化していきます。さて

以前も阿部市長が来てくださいましたが、今回は福田市長はじめ行政の方々もご来場され、

自閉症の理解と支援の話を、目の前で聞いてくださって、本当に有難いです。 

ジェイミーママであり音楽の専門家であるＩさんの感想の一部を下記に載せました。 

 

「世界最先端の音を楽しみましょう！」をテーマに、今を生きる作曲家が自作の聴きどころを紹介してくだ

さり、小川典子さんが演奏してくださるという、大変贅沢な企画でした。 演奏会は、まさにプログラムノ

ートの通り！川島さんがショパンを崩し、まさにクラシック界のぱみゅぱみゅ、なんともかわいらしい山根

さんの「ポップな毒性」たっぷりの超難曲からの菅野さんのＰＣとピアノによる異次元体験。管野さんが笑

いながらの‘進化じゃないかもしれない’とおっしゃった曲の数々。衝撃的でした。ただただ「すごい」の

一言。アンコールまで、典子さんの満身創痍(？)の熱演は続きます。正に典子さ

んは現代作曲家にとってのミューズですね。演奏会の前には敬愛する明石洋子

さんの特別講演があります。明石さんの熱意ある講演を川崎の福田市長も最前

列で真剣に聞いて下さっていらっしゃいました。茶話会には、ジェイミー君の大好きなビスケット、そして

ヘイデン君のオレオが、スタッフが心をこめて用意したお茶と共にふるまわれます。スタッフとして裏方で

運営を支えてくださっている皆様のあたたかいお気持ちのお茶は、格別なおいしさです。典子さん、明石さ

ん、山根さん、菅野さん、スタッフの皆様。今年も、素晴らしい時間を本当にありがとうございました。 

（茶話会で出演者の質疑応答→） 

 

（菅野、山根、小川各氏と自閉症協会役員たち↓） 
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第15回は29年4月6日（木）、

世界自閉症啓発デーの主イベン

トとして開催する予定です。 

 次は「ネットワークかみひこ

うき」の話を。冊子「10 人の

親の意思決定支援」のイラスト

画が、「大門明石塾」（5年間開

催）の新しい会の名前になりま

した。その経過は、イラストレ

ーターの荒木まちこさんがコ

ミックで紹

介されてい

ます（一部右

に転載）。続

きは掲載さ

れています

「かみひこうき」のホ

ームページ（板垣さん

作成）にて。「かみひこ

うき」のテイクオフ会

を、左のチラシのよう

に、7 月 30 日に開催

しました。その日の様

子は、来場された豊川

市の荻野ます美さんは

じめ皆様がブログに書かれていますが、

荒木まちこさんのブログの一部を 12 頁

に転載させて頂きました。 

（音楽の友社「ムジカノーヴア」２０１６年８月号↓） 

 

（←「かみひこうき」公開講座チラシ） 

 

（↑第 14回の出演者 4名） 
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こんにちは。荒木まち子です。昨日は都内で開かれた『ネットワーク かみひこうき』さんの開講座に参加

しました！ 記念すべき第一回の公開講座は野沢和弘氏、大塚晃氏、明石洋子氏という豪華な講師陣。 

テーマは「差別解消法の施行を踏まえて－親亡き後、我が子が地域で暮らすためには」でした。 

大塚氏はお子さんのグループホーム経験談や障害を持つ子どもが地域で暮らすために必要なことなど、 

明石氏は子育ての中で当事者や専門家から学んだことや、意思決定支援についてなど 

野沢氏はアメリカ視察＆講演会の時のお話や、日本での障害者雇用についてなどをお話になりました。 

その後グループホームのあり方や成年後見人制度についての鼎談があ

りましたが「まだ話し足りない！」というところで時間切れ。続きは懇

親会で…となりました（私は参加していなので懇親会の詳しい内容は分

かりませんが^-^;）  

私が『ネットワークかみひこうき』（前・ PandA-J 大門明石塾）さ

んの活動を知ったのは昨年。明石洋子さんから冊子「今.意思決定支援について考える－知的障がいをもつ

子どもの 10 人の親の意思決定支援」のイラスト作成のご依頼を頂いたことがきっかけでした。 

 この会は、当事者、当事者の家族、支援者としての弁護士、研究者、福祉関係者、ジャーナリストなど、

様々な分野の方がメンバーとなり知的障害者の権利擁護について共に考え、学びながら活動されています。 

運営されている皆さんの高い志や熱意に触れる度に「私も何かお手伝いしたい！」と思わずにはいられなく

なります。親亡き後の子供のことを考えた時、当事者、家族、行政の方、施設職員の方、弁護士、市民後見

人や成年後見支援者とのネットワークがとても重要になってくると思います。今後も『ネットワーク かみ

ひこうき』さんの勉強会や講座に参加し、その活動についてお伝えしていきたいと思っています^ ^ 

 

最後に、簡単に家族の近況を。 

 

 

 

では今後ともご支援ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

何かご連絡がありましたら、下記の明石携帯アドレスに 

メールでご連絡くださいませ。 

frjt-aozora7363@docomo.ne.jp 

（←↑母と 8月 5日～7日奈多ケア院にて） 

 

（趣味のミュージカル鑑賞 

：宝塚お茶会にて↓） 

（泰希は小学 1年生↑↑） 

 

（なかよし→） 

 

（写真館のモデルに↑） 
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