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皆様お変わりございませんか。今夏も日本各地で自然災害に見舞われ、また 7 月は酷暑、

8 月は集中豪雨と、気候変動の多い夏でしたね。父の郷里の朝倉市も被害甚大で、父が絵に

描いていた三連水車が無残な姿になって悲しく思いました。三連水車が洪水をせき止めたお

かげか（19 年前に 88 歳で亡くなった）父のお墓は無事でした。 

また最近、尊敬する先生や友人、知人が相次いで亡くなり、寂しさもひとしおです。 

特に主治医だった佐々木正美先生は、徹之母子、家族、仲間たちに常に温かいまなざしで

導いてくださり、徹之の普通学級や定時制高校の入学等、先生のご支援で厚い壁を乗り越え

ることができ、心より感謝しております。ＴＥＡＣＣＨを学ばれて後、「統合教育は間違い

だった」と言われましたが、「共に学ぶ」は決して間違っていません。「明石さんはクラス中、

学校中、そして街中を構造化したので成功した」と言われましたが、ＴＥＡＣＣＨの「本人

がわかりやすいように環境整備する＝構造化」は地域の中でと思っています。当時先生が統

合保育・統合教育を推進されたおかげで、「共育・共学」できそして「共

に働く」今の徹之がいます。佐々木先生は私の共生 3 部作の第 1 巻の「あ

りのままの子育て」（右）に「自閉症の人に寄り添う見事なモデルを示し

たパイオニア」と言うタイトルで序文を書いてくださいました。 

本当にありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

洋子夫人はじめご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。 

同じく日野原先生も 105 歳でお亡くなりになられました。以前、私の

母に、同じ医師として（母は東京女子医専＝現東京女子医大卆）、著書「生

き方上手」にサインを贈ってくださいました。母は

このエールをいただき、元気に長生きしております

（母は介護度 4 で、10 月で 100 歳になります）。 

さて、川崎もこの夏３０度を超す猛暑日が続き（7 月は 25 日間）、

炎天下で清掃業務をしている徹之の体調が気になります。毎日持ち帰

る泥だらけの 2 着の作業着（左）を洗濯しながら、汗をかき泥まみれになって一生懸命仕事

をしている姿を想像し、少しでもエネルギー（愛情）を注いで応援したいと思っております。

（↑29年9月9日の北見市講演会チラシ掲載写真） 

 

（泥だらけの作業着↓） 

 

（「ありのままの子育て」↑） 

 

（「生き方上手」↑） 
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作業着 2 組及び帰りの洋服の 3 組の着替えと一緒に、栄養たっぷりのお弁当と冷えた「リ

ンゴ酢」の水筒を持たせておりますので、それらの荷物を抱え、彼は「お仕事がんばります」

と、ＮＨＫの徹之のドキュメント番組のタイトル通り、毎日元気に出勤しております。 

夢見ヶ崎動物公園は、徹之がモデルにもなった

テレビドラマ「僕が歩く道」（草彅剛さん主演）を

見て自分で希望した職場。彼は自己決定したこと

は、常に一生懸命努力します。毎日作業着を洗濯

しながら私は、炎天下で不平不満も言わず黙々働

く徹之を思い、「私も頑張ろう」と言う気持ちにな

ります。 

 

ちょうど1年前、「障害者は不幸を与えるだけ、

いなくなればいい」との理由で、やまゆり園の元

職員が、19 人を刃物で殺害しましたが、障害が

あろうとなかろうと全ての人に、人としての人権

があり、障害があっても周りに何らかの、プラス

の影響を与えています。それを感じとれない人の

方に問題があると思います。一周忌になり、ご冥

福とお悔やみを、また怪我をされた方々のご回復

を願います。しかしインターネット等で、社会に

潜む優生思想が噴出しており、当事者の尊厳を傷

つけています。この現状をどのように変えていく

か、「心のバリアフリーの実現」に啓発活動を更に

進めるとともに、障害者施策の有り方を見直す必

要を感じます。 

 昨年、事件後取材を受け、

新聞5社に載りましたので、

今年も各新聞社からの取材

が来ました。神奈川新聞と毎

日新聞の記事を掲載します。

神奈川新聞記者さんは、取材

先の方々から「強度行動障害

の人は入所施設しかない」と

（29年 7月 29日神奈川新聞第 1面に掲載→） 

 

（↑29年 8月 3日毎日新聞掲載；次頁に内容記載） 
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聞かされ、「グループホームで生活している例がほしい」と私に取材を申し込まれました。

このグループホームの取材の話は後述します（４頁）。最初に、８月３日掲載の毎日新聞記

事の話を。上記左の新聞記事の内容をワードで田部井氏が作成されました（下記本文）。 

共に生きる明日へ毎日新聞 2017年 8月 3日 朝刊 

相模原殺傷から１年 人の心が壁なくす 

一歩一歩伝えていく     川崎市自閉症協会・明石洋子会長  

（講演する明石洋子さん（右）と徹之さん＝横浜市西区で） 

 事件の根っこには「障害者はいらない」という差別や偏見がある。 

インターネットで植松聖被告の考えに共感する人がいたのが、すごくショックだった。近年、障害者に対す

る制度は次々に変わって、「地域に生きていいんだよ」となったけれど、変わらないのは人々の同情、哀れ

み、差別、偏見だと痛感した。「障害者が隣に住んで当たり前、隣で働いても当たり前」という真のノーマ

ライゼーションの大きな壁は、人の心と感じた。 心のバリアフリーは、啓発以外にない。 

差別や偏見は当事者の思いを知らないから起きると思う。ただ、差別や偏見を、私は責められない。自閉症

の息子、徹之の母でなければ、私は「障害者はかわいそう」と今でも思っていただろう。  

 徹之が小学生の時、はっきり「邪魔だ」とＰＴＡ役員に言われたこともある。理解してもらうのに８カ月

かかった。でも、差別や偏見が強い人ほど、当事者の思いを知り、間違っていたと気づいた時、最高の理解

者、そして支援者になってくれる。そういう体験を山のようにしながら生きている。  

 徹之は幼いころから地域で生きてきた。徹之を知り、理解してもらう人を地域で増やすため、私も私信「て

っちゃん便り」や「明石通信」を作り、配布してきた。息子の人となりや思いを知ってもらうことで、周り

が理解し、共感して支援者になってもらう。これを一歩一歩、地道にしてきた。  

 「障害＝かわいそう」ではない。だから、「障害がある子は不幸ではない」ということを植松被告にも、

世間にも伝えていきたい。  

 共に遊び、学び、育って、周りの人たちが違いを認め、違いを楽しむ。子供のころからそうなれば、障害

を自然に受け入れられると思う。小さい時から多様性を認めるような生活や教育、福祉が大事だ。  

 バリアーは周りの人の心次第で、バリアーではなくなる。地域の一人一人にそう伝えていくことが、共生

社会の土壌作りにつながると思う。【構成・木下翔太郎】  

 

 ■人物略歴   あかし・ようこ （７１）              あかしてつゆきの略歴も掲載（略） 

 自閉症の長男徹之さん（４４）の成長に合わせ、地域の人々と少しでも多く接する機会を作ろうと、啓発

活動を続けてきた。「障害があっても地域の中で共に生きていく環境をつくろう」と、障害者のための地域

作業所やグループホーム、サポートセンター、地域相談支援センター・・・（以下略） 

https://mainichi.jp/ch170778121i/%E5%85%B1%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%B8
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この取材をされた毎日新聞記者木下翔太郎氏は、記者になったばかりの昨年 4 月に、やまゆ

り事件に遭遇したとのこと。今回私は、入所施設でなく「地域に生きる」をモットーに環境

整備をして就労できた話などを理解してもらうには、自閉症や強度行動障害等の障害特性や

障害の概念、福祉施策の変遷等を、木下氏に理解してもらうことを重視しました。木下氏は

「徹之さんを知りたい」と思われ、下記の「神奈川県知的障害特別支援学校主催の講演会に

来られ徹之の話も聞かれました。記事はその内容も合わせて書かれ、写真も神奈川県民セン

ターでの講演会時のようです。木下氏はその後毎日新聞「記者の目」（8月 8 日）に、取材

を通して学び、価値観が変わったことなど書かれてました。記事には「障害者は意思なき存

在ではない。明石さんの言葉に、こちらから前に進み、耳を傾けることが第一歩だと実感し

た。まずは自分が障害を正しく知り、伝えて、一人でも多くの人に障害に対する理解を深め

たい」と結ばれています。嬉しいですね。

こうして記者さん一人一人が当事者の思

いなどを深く理解していただくと、最高

の啓発になり、「日本はいつか変わるの

かもしれない」と、26 歳の木下氏の書

かれた「記者の目」の記事を、あおぞら

共生会の職員全員に「研修」も兼ねて、

配布しました。 

左記はその神奈川県知的支援学校ＰＴＡ

連合会の講演会のＰＰＴ（意思決定支援

についての話）です。 

次いで、神奈川新聞の記者さんは、後述（１２頁）の川崎市アートセンターでの私のトー

クショーの記事を書かれた塩田麻美記者さん。同じく「やまゆり園の取材をしたい」とあお

ぞら共生会に訪ねてこられました。私へは 2 度目の取材なので、基礎知識をレクチャーした

後、グループホーム（ＧＨ）を見ていただきました。強度行動障害があり、入所施設でも不

適を起こし転々とした人が、問題行動を起こしていないのです。本人の生活リズムに合わせ

て個々に支援しているからでしょう。ＧＨの利用者とその親や職員等の取材も含め、3 度訪

問されて、「波紋～相模原殺傷 1 年」シリーズの第３回に記事が載りました（２頁に掲載）。

私の「共生の鍵は許容力」の言葉がタイトルになっています。とても理解された記事です。 

ところで掲載のＧＨは、なんと管理組合から「ＧＨ入居反対」運動を起こされたマンショ

ンなのですよ。前号および前々号の「明石通信」に報告をしていますが、マンションの管理

組合から、「スプリンクラー設置」等消防法を盾に「グループホームは防災上危険な『施設』。

施設は共同住宅（普通の住まい）ではないので入居は認めない」と言われ、私たちは何度も

説明に伺い、やっと昨年 3 月末に入居を認められた、そのＧＨです。しかも 4 月の管理組
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合総会で、「シエアハウス（ＧＨ含む）は認めない」と規約変更までされました。でもＧＨ

利用者は隣人ですから、500 世帯のマンションの皆様が「心のバリア」を取り払って、「隣

で住んでも当たり前」と思ってくださることを願って、さらなる啓発に力を注いでおります。

意識のバリアは「障害者は別世界の人」と避けて、「当事者の思いを知らない」ことにより

ますから、触れ合って「人となり」を知ってもらうことしかありません。マンション自治会

の夏祭りにも、理事長はじめ、入居者、世話人たち職員も参加し、フランクフルトや焼きそ

ば作りもしました。とにかく地域に飛び出すことです。徹

之はじめ他のＧＨでも町内会のお祭りや清掃等積極的に

参加して、顔を知ってもらいたいと願っています。やまゆ

り園事件で心のバリアの厚い壁に虚しくなりましたが、私

のモットー「めげない、逃げない、あきらめない」でこれ

からも頑張ります。 

  

さて下記は、前述の 7 月 4 日の講演会に出席されたあるお母さんがブログに書かれた内

容です（掲載了解済み）。1 頁の佐々木先生の序文の所に載せています、私の本「ありのま

まの子育て」を、講演会の感想とともに、紹介してくださっています。「地域に生きる」思

いを書いていますので、皆様に読んでくださいますとうれしいです。 

 

「ありのままの子育て」（明石洋子著）。 

これは、現在中学２年になる娘の母親としての私の、原点でありバイブルのような本。この本と１０年前

に出会った時、「うわぁー、私には絶対無理！こんな気力もバイタリティーもない！！」と思う一方で、自

分にできる形で娘の思いに寄り添い、それを伸ばすこと、彼女の思いを育むために地域の中に味方を見つけ

ること、環境を作っていくことをやってきている。本にあった「てっちゃんだより」を真似て^^、横浜時代

も、横須賀でも、ご近所に娘のことを記した手紙を持ち、娘を連れて挨拶回りをした。いろんなところに娘

を連れて、知ってもらう努力をしている。仲間を作る努力をしている。地域を作る努力をしている。自分な

りに、だけど^^  とにかく、ずっとずっと背中を追い続けている明石洋子さんとご子息の徹之さんの講演

会があるというので、参加させていただいた。 

明石さんの印象も、講演後も、本を読んだ時と同じ^^。本当に、そのままの方だった^^。徹之さんご自身

が語った内容に、いろんな思いがこみ上げて号泣した。 講演後、2 つ質問させていただいた。 

1. 普通のお母さんなら、学校卒業したら子育てはある意味ゴール。でも、障害児・者の子育ては一生。そ

の中で、変わらずモチベーションをキープし続けている原動力はなんですか？ 

2. 明石さんたち先輩が努力してくださったおかげで、現在は福祉の支援も充実し、とても恵まれた環境に

なってきた一方で、明石さんの頃のように地域づくりや福祉の制度づくりに対して動く親が少なくなったよ

うに思う。そんな今の私たち世代へ一言いただければ。 

（↑徹之、町内会のおみこしを担いで） 

 



２００２年４月２３日第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２０１７年７月１４日発行 ＳＳＫＷあおぞら  増刊通巻第４２６０号付録 

 

 

 

 

6 

 この問いに、明石さんはこう返してくださった。 

「この２つの質問の答えは１つにまとめられると思います。確かに、今は福祉も充実してきました。それは

とても良いことだと思う。でも、今のお母さんたちは、福祉が充実した分、ある意味かわいそうだなと思う

ことがあります。親が子供のために一緒に動く必要もないから、仲間もいない。地域とのつながりも薄い。

やまゆり園の事件にはとても突きつけられるものがありました。まだまだ地域理解を深めることをしなけれ

ばいけないと。そうでないと私が亡くなった後、徹之が安心して暮らせる、ありのままで居られる未来はな

いですものね。そう思うと、福祉の充実した今でも、親としてやるべきことはたくさんある。是非、子供達

が本人の思いを育て、思いに寄り添える環境を作るために、仲間を作ること。地域を育てること。していっ

てください^^。」 やはり、すごい、すごいという言葉しか見つからない。 （後略）  

 

次は、同じく取材を受けて新聞に掲載された「公務員の欠格条項見直し」の話をします。 

毎日新聞東京本社の野倉恵記者さんから「成年後見制度の欠格条項」

について取材を受け、4月 5 日と 6 月 8 日の 2 回記事が掲載されま

した（左の 4 月 5 日

の全文は８頁に）。 

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」がスター

トし、課題の見直しが検討されます。 

2000 年に成立した成年後見制度は、支

援の必要性が高い順に「後見」、「保佐」、「補

助」の 3 類型があります。「地域に生きる」

徹之は、親亡き後、不

利益な契約を結んで

悪徳業者の被害にあ

う恐れもあり、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、

この制度は必要と思

いました。 

（↑5月 24日の参議院議員会館での集いの案内） 

 

（↓29年 6月 8日毎日新聞全国版） 
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しかし現行の成年後見制度は、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、課題があります。3月、塩田訴訟弁護団の

東奈央弁護士やＤＰＩ事務局長の尾上浩二さん達から「公務員法の欠

格条項と成年後見制度を考える集い」～障害のある人も、公務員とし

て働くことができる社会に～のシンポジストを頼まれました。5月

24日（水）参議院議員会館講堂での集会に徹之と登壇。 登壇者は下記の方々。 

  ◆現場や専門家からの報告・メッセージ    ＊国会議員さん方のご挨拶やご報告は随時 

・明石徹之さん（川崎市職員）※知的障害・自閉症と言う障害がある。公務員として働いている 

・明石洋子さん（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） 

・臼井久実子さん（障害者欠格条項をなくす会事務局長） 

・名児耶清吉さん（選挙権裁判原告の成年後見人） 

・杉浦ひとみさん（弁護士・選挙権裁判弁護団） 

・塩田和人さん（塩田訴訟原告）※知的障害・自閉症という障害がある。成年後見制度利用により失職。 

・竹中勲さん（同志社大学法科大学院教授・憲法学） 

・久保厚子さん（全日本手をつなぐ育成会連合会会長） 

・北岡賢剛さん（全国地域生活支援ネットワーク顧問） 

・兵庫県明石市からの報告  ※明石市は地方公務員法の欠格条項に例外を設ける条例を制定 

泉房穂さん（明石市長）青木志帆さん（明石市福祉局福祉政策室障害者・高齢者支援担当課長） 

 

公務員法の欠格条項をなくす アピールメッセージ 

私たちには、はたらく権利があります。公務員として、働く権利があります。どんな障害があっても、自

分で働いたお金で、生活したいです。働いて、社会の一員として、頑張りたいです。知的障害があっても、

同じように働きたいです。 

私たちは、成年後見制度は権利擁護のための制度だと教えられてきました。いい制度だと教えられてきま

した。でも、成年後見制度を利用している人は、公務員として働くことはできません。成年後見制度を利用

したら、仕事をクビになります。頑張って働いていたのに、成年後見制度を利用したことで、公務員を辞め

させられた仲間がいます。成年後見制度を利用したいけれど、クビになるから、利用できない仲間がいます。 

 どうして、成年後見制度を利用することで、私たちの権利が奪われるのですか。そんなのは、権利擁護で

はありません。欠格条項で、私たちの権利を奪うことはやめてください。 

 欠格条項は、「私たちは公務員として働く能力が無い」と言っています。でも、私たちは、ちゃんと働く

ことができます。欠格条項は差別です。 公務員法の、欠格条項をなくしてください。成年後見制度を利用

する人も、どんな障害があっても、公務員として働くことができる社会にして下さい。 

2017 年 5 月 24 日 公務員法の欠格条項を考える集い 実行委員会一同 

（←参議院議員会館にて。後方に尾上さん） 
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当日の様子を少し書きます。徹之から始まりシンポジストから次々に現状報告。国会議員

の先生方はじめご来場の支援者の中には「初めて知った」と言う方もおり、与野党を超えて

議員さん方からは「障害者権利条約や障害者差別解消法がある今、時代に逆行するような制

度は変えなくてはならない。来年 5 月までにこの欠格条項見直しの法律を提出し、成立まで

しっかりやっていく。法律成立の責任もあるので取り組む。来年の通常国会では『法案提出

した』と言う状況まで持っていきたい。欠格条項は撤廃を」と、力強いメッセージをいただ

きました。また嬉しいことに「採用した後で成年後見制度を利用しても、できる仕事、でき

ない仕事はあるにしても、それは合理的配慮で、自治体の市長さん等が、この方にはこうい

った仕事を、といった対応はいくらでも柔軟にできる」との挨拶もありました。実は 5 月

24 日は福岡に帰省するので、徹之はビデオレターでとお願いしていましたが、徹之の登壇

は必須とのこと。彼の「クビになりません」と言う一生懸命さは会場の皆様には伝わったよ

うです。「合理的配慮の不提供は差別」と 2８年 4 月施行の「障害者差別解消法」の法律で

明記されても、何が合理的配慮かわかってない現状もまだまだ課題ではありますが・・・。 

欠格条項は、公務員だけでなく、ＮＰＯ法人等の理事にもなれないのですから、当事者団

体を運営できないと言うことにもなり、やはり欠格条項は撤廃すべきですね。 

 ６頁に掲載した４月５日の毎日新聞記事の本文を下記に載せます（インターネットより）。 

 

生きがい今後も…職種制限見直しへ、家族ら期待 

毎日新聞 2017 年 4 月 5 日 12 時 01 分(最終更新 4 月 5 日 12 時 08 分) 

 認知症や知的障害などで判断能力が十分ではない人の財産や権利を守る成年後見制度を利用すると、公務

員など一部の職業に就けなくなったり資格を失ったりする「欠格条項」について、政府は先月、２０１９年

５月までに見直すことを決めた。制限されている職業や資格が２００以上あることが制度の利用をためらう

一因になっており、関係者は見直しに期待している。     （＜まんがで解説＞成年後見制度とは） 

 後見人がつくと失職したり資格がとれなくなったりする欠格条項は多くの法律で規定され、公務員や医師、

弁護士、会社社長などが対象になっている。2000 年度に始まった同制度の利用者は１５年度で約１９万

人と、判断能力が不十分とみられる人の２％にとどまっており、欠格条項が制度利用の妨げになっていると

指摘されてきた。 

 川崎市在住の障害者団体代表、明石洋子さん（７１）は、自閉症で知的障害のある市職員の長男（４４）

が後見制度を利用することを検討したが、できずにいる。長男は２４年間、高齢者施設や動物園に勤め、家

事援助を受けながら１人暮らしをしているが、地方公務員法の規定で後見人や保佐人がつくと地方公務員の

資格を失ってしまうからだ。 

 制度利用者が三つある後見の類型のどれに該当するかの判断材料として最高裁が医師向けに示す診断書

作成の手引では、自分の財産を管理・処分することができないと「後見」、常に援助が必要だと「保佐」、援

助が必要な場合があると「補助」が相当とされる。 
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 長男は明石さんに給与の一定額を預かってもらったうえ、１万円札を机の封筒に保管し、数千円ずつ財布

に入れて使う。貯金もしている。それでも知的障害の場合、機械的に「後見」となるケースが多いとされ、

明石さんは「障害の状態が反映されにくい現状で制度を利用すると、仕事や生きがいを奪われかねない。見

直しに期待する」と話す。 

 明石さんの長男と同じ障害があり、大阪府吹田市のグループホームで暮らす塩田和人さん（５１）は０６

年に市の臨時職員として採用された。職員厚生部門でデータ入力を担当し、半年から１年ごとに任用を更新

されてきた。しかし、同居の父親が病気で余命宣告を受け、１１年春に市側の勧めで家裁の審判を経て保佐

人がつくと、市は欠格条項を理由に任用を更新せず、失職した。同年末、欠格条項の対象にならない「補助」

への変更が家裁で認められて一時復職したが、半年後に雇い止めとなった。 

 今は福祉作業所に通う塩田さんは、欠格条項を知らなかった。「仕事ができなくなり悲しく、悔しかった。

市役所でまた働きたい」と望んでいる。【野倉恵】 

 

次いで、一般社団法人川崎市自閉症協会の活動をお話しします。 

世界自閉症啓発デーの第１弾として、平成２９年３月５日（日）川崎市

総合自治会館１階ホールにて、私と共同代表（代表理事）である内山登紀

夫先生に、「自閉症スペクトラム（ＡＳＤ）～成人期から老年

期の支援」の講演していただきました。私は挨拶と啓発デー

の話を。内山先生は、最近話題になっている大人の発達障害の

実態と理解と支援の話をされました。成人のＡＳＤは引きこも

りなど孤立した生活をしており、まだまだ支援が無い現状を痛感しました。

次いで第２弾は４月２日（日）「世界自閉症啓発デー」

のライトアップと「トーク＆ライブ」のイ

ベント開催。今年もラ・チッタデッラさん

や、昨年のミュートン君に代わって川崎フ

ロンターレのマスコットの「ふろん太くん」

のお手伝いいただき、川崎市在住の有名人

13 名から頂いた「自閉症へのエール」の

色紙も飾りました。道行く人にパンフレットやブルーの

風船を配って、「第１０回ようこそ自

（↓内山登紀夫先生） 

 

（１３名の色紙展示↑；小川さんにも書いてもらった） 

 

（↑中央支援学校器楽部） 

 
（↑ガラスの塔） 

 

（マリエン→） 

 

（↑ソーシーズ） 

 

（↑川崎駅の案内板） 

 

（↑伊藤副市長） 
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閉症ワールドへ」の啓発活動を行いました。ライブゲストの「ソーシーズ」の圧巻のパフォ

ーマンスからスタート。次いで、私の啓発トーク。そして暗くなって点灯式（伊藤副市長点

灯式）。ラストは川崎市立中央支援学校器楽部の演奏（詳しい内容は前号掲載の案内ポスタ

ーにて）。今年は 10 回目。年々来場

者も増え、自閉症周知も広がり、嬉し

く思います。  

第３弾は、４月６日（木）ミューザ

川崎シンフォニーホール４階市民交

流室で開催の「第１５回ジェイミーの

コンサート」です。 

大谷康子さんのバイオ

リンに合わせて小川典子

さんがピアノ演奏をされ、

お二人のパフォーマンス

と素敵な音楽に酔いしれ

ました。毎回コンサート

の前に、私は、自閉症の理解

と支援を願ってミニ講演を

させていただいております。大谷さんがすっかり共感してくださって、徹之

にＣＤをプレゼントして下さいました（サイン入り）。 

以上で、今年の世界自閉症啓発デーのイベント報告は終わります。 

その他、川崎市自閉症協会の総会等行事をご報告いたします。最初に平成

２９年度の総会について。 

平成 2９年５月３０日（火）川

崎市総合福

祉センター

にて一般社団法人川崎市自

閉症協会の２９年度の総会

を開催しました。詳しい挨拶内容は協会会報「Ｎｏ１１２」に記載しておりますので、誌面

の都合上割愛します。必要な方は別紙（Ａ４で２枚）として差し上げますので、ご連絡下さ

い。特記したいことは市長代理の来賓、新任の宮脇護障害保健福祉部長さんのご挨拶。息子

さん（２６才）がＡＳＤとカミングアウトされたこと。私も他の来賓も部下の方もびっくり

でしたが。同じ仲間として共に苦労や喜びが共有できることを嬉しく思いました。他の来賓

（↓自閉症協会総会時挨拶 4名） 

 

（ジェイミーのコンサート実行委員↑） 

 

（啓発実行委員メンバー；小川さんも英国から帰国↑） 

 

（↑大谷さんのＣＤ） 

 

（↑宮脇部長・三浦常務・阿佐野所長 来賓各氏） 
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の方々（三浦川崎市社協常務理事、阿佐野川崎市発達相談支援センター所長）も本音でご挨

拶されました。皆さまの心強いご挨拶に、感動です。 

次いで、6 月 24 日（土）川崎市総合自治会

館で開催した平成２９年川崎市心身障害児者福

祉大会の様子を。スローガンは「障害のある人

もない人も共に生きる川崎の街に」。第 1 部は式

典。実行委員長の私の挨拶、市長、議長、社協

会長の来賓挨拶。その後大会宣言（明石発表）で終了。第２部は又村あお

い氏講演会。テーマは「今知っておきたい二つの事～１年たった障害者差別

解消法とわが子のお金のこと～」で、「親亡き後のために、今すべきこと」

をお話しくださいました。福祉大会の様子も、別紙（Ａ４で１枚）に書いて

いますので、同じく必要な方はご連絡くださればお送りします。 

また、川崎市自閉症協会は昨年度から「オーティズム・カフェ」を月１回

開催しております。会員同士また会員以外の方もいらして、悩み相談や会へ

の活動要望やニーズの掘り起こしなど、お互いに気軽にお話しできますので、

皆様のご参加をお持ちしております。次回は 9 月 11 日（月）10 時～地域

福祉施設ちどり（溝の口）にて開催します。 

また「ＮＰＯかわさき障がい者権利擁護センター」（明石洋子理事長）で

は 4 件法人後見実践中で、現在 5 件目の申立を行っています。毎月の定例

会の他、市民対象に年 3回相談会も行っています。次回は 11 月 6 日（月）

10 時～川崎市教育文化会館第 4 会議室にて開催予定。また設立準備会から

10 年になった記念に、10 年誌も作成し、会の歩みを載せております。 

更に新聞記事を追加。川

崎市アートセンターで、ア

メリカの自閉症映画「ぼく

と魔法の言葉たち」の上映

後のトークショーを依頼さ

れ、市民の方対象に啓発活

動をいたしました。この様

子が 6 月２6 日神奈川新聞

に載りましたので右記に。 

（↑ＮＰＯ10年誌） 

 

（↑又村あおい氏） 

 

（↑福田紀彦市長） 

 

（29年 6月 26日神奈川新聞→） 
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さて次の写真は、徹之が市立川崎高

校時代の恩師小島吾郎先生からご招

待いただいた「緒方眞太郎遺作展」（川

崎アートガーデン）で、お祝いに持参

した蘭の花の前で、我が家族３人と内多勝

康氏も一緒に。徹之 15 歳の小島先生との

出会いが、充実した高校生活となり、今の

徹之がいます。また私どものマスコミ登場

のきっかけは内多さん。昨年４月にＮ

ＨＫを早期退職されて、「もみじの家」   

のハウスマネージャーに。内多さんが

福祉の世界に入られたのを歓迎し、

浅野史郎さんと日浦美智江さんも

一緒にお祝いしました。 

また、福岡高校の 16 回生の同窓会「寿禄会」（東京）に

10 年ぶりに私は参加し、邦彦さんは香椎中学福高の 1 年先

輩の大隅良典さんのノーベル賞受賞の講演を聞きに福岡の総会に行きました。 

紙面が無くなり、今回講演会の話は書けませんでした。代表して「金沢手をつなぐ親の会

43 回総会」時の講演の写真を掲載します。昨年 12 月に金沢市社協権利擁護センター依頼

の講演もしましたので、続けて（5 月）金沢に行き、今回は初めて茶屋街などの観光もしま

した。金沢は素晴らしい街ですね。9 月も徹之と北海道など観光旅行します。 

 

最後に母と孫の写真を。 

では、これからもご指導のほどお願いいたします。データでの「明石通信」

や追加資料をご希望の方は、下記にメールくださいませ。添付送信します。 

frjt-aozora7363@docomo.ne.jp （法人貸与の携帯です） 

（←↓↓４月 20日、6月 25日、7月 24日福岡の母と） 

 

（金沢にて↑） 

 

（↑食道園にて） 

 

（上野動物園：昨年講演した陸奥市が、 

生息の最北端のようです： 孫たち↓） 

 

（↓金沢にて 4枚） 

 

mailto:frjt-aozora7363@docomo.ne.jp

