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皆様お元気でしょうか? 今年の夏は、西日本が（郷

里福岡や佐賀も）死者 200人を超す豪雨に見舞われ、

さらに日本列島を東から西という前代未聞の進路の

台風 12号、そして「災害級」の猛暑が日本列島を襲

いました。そして台風 13号、15号が（19、20号

も）やってきて、皆様の地域は大丈夫でしょうか? 異

常気象は温暖化のせい？ 文明が発達し、人間の活動

が地球環境の限界を超えてしまったのでしょうか? 

東京の 7 月の平均気温が例年の 3.3 度も高く、元気

印の徹之も、1 日 8 時間の炎天下の外仕事は辛かっ

たようで、「お休みします」と 8月に入って休暇を自

ら希望しました。肥満体質の徹之が、この 1 年で体

重がなんと 54キロに減少。職場も心配して、配慮し

てくださり、8月から午後１時間は室内の仕事に変更。

また使わなかった年次有給休暇 40日も、20日は積極的に取るようにし

ました。体調不良をうまく表現できない徹之、「お仕事頑張ります」が口

癖で頑張りますから、病気にならないよう気を付けたいと思います。 

 

最初に、成年後見制度の欠格条項撤廃について。2年前に取材された読売新聞の記者さん

が、この国会で欠格条項が撤廃されると見込んで、徹之の職場も含めて取材に

来られました。記者さんと一緒に、私も久しぶりに職場に伺い、新しく赴任さ

れた獣医師の村木園長さまに、徹之の特性や合理的配慮などお話しできました。 

また「成年後見制度の現況」については、私が副代表をしています「かみひこ

うき」（旧大門明石塾）で、3月に講演していただきました元厚労省専門官の曽

根直樹さんを、記者さんにご紹介させて頂き、記事に曽根さんのインタビュー

記事も載っています（曽根さん、事後承諾ですみません）。 

（↑30年 4月 2日世界自閉症啓発デー会場にて） 

 

（読売新聞 30年 5 月 30日「成年後見制度」↓） 

 

（村木園長さんと↑） 

 

（曽根直樹氏と滝沢さんと↑） 
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「欠格条項撤廃についての解説と感想」：昨年 5 月、参議院議員会館で、徹之がシンポジス

トで「公務員をクビになりたくありません」とアピールし、議員の先生方が成年後見制度のデメ

リットを実感して下さり、「法案提出して来年の 5 月までには欠格条項を撤廃します」とお約束

してくださったこの法案ですが、7 月 22 日に国会が閉幕し、残念ながら見送られました。 

前号にも、「知的障害の人が成年後見制度を利用した場合に公務員などの資格を失う欠格条項の

撤廃の運動をしています。この度国家公務員法など関係する約１８0 の法律から一斉に削除され

ます」と喜んで私は書きました。資格取得に必要な能力は個別に判断するよう改善し、利用者へ

の不当な差別を解消するはずでした。「政府は 22 日召集の通常国会に法案を提出、3 月上旬に

閣議決定して、会期内に成立を目指すそうです」とも書きましたが、森友、加計問題など安倍政

権の不祥事が相次ぎ、与野党が激しく対立したあおりで、審議時間が限られ、時間切れになりま

した。政府提出法案で成立しなかったのは、成年後見制度適正化法案や洋上風力発電促進法案な

ど五本。「成年後見制度適正化法案」は、知的障害や認知症などで制度を利用した人が、一律に

公務員や教員、保育士などになれない欠格条項を廃止し、個別の状況ごとに審査し、不当差別を

解消するのが目的の法案でした。政府・与党は終盤国会でカジノ法の成立を最優先させたのです。

審議は内閣委員会で行われるため、成年後見制度適正化法案などを審議する時間はなく、結果置

き去りにされてしまいました。人権よりカジノ法が大事なのでしょうか？ 

 

カジノと言えば、「レインマ

ン」のエピソードが思い出

されます。徹之の弟の政嗣

が中学生の時に上映された

映画です。政嗣は兄の障害

（自閉症）を友人たちに知ってもらうのに、この映

画は最高の支援になりました。ポスターを自分の部

屋に貼って、「ぼくの兄はこのレインマン、僕はこの

ハンサムなトム・クルーズ」なんて言っていました。しかし 30年たった今、私が講演でこ

のエピソードを話しても、「レインマン、誰？」と、知らない方が多くなり、残念です。 

知らない皆様のために、映画のストーリーを少し説明しましょう。 

高級外車ディーラーのチャーリー（トム・クルーズ）は、絶縁状態にあった父の訃報を聞き、

遺産目当てに帰省する。ところが、遺産の 300 万ドルは全て匿名の人物に相続されることとな

っていた。その人物が、今まで存在すら知らなかった自閉症の兄レイモンド（ダスティ・ホフマ

ン）であると知った彼は、兄を施設から連れ出してロスへと向かう。この道中のチャーリーの思

考と行動が自閉症の特性満載。笑いあり涙あり。カジノでのカードを暗記して勝つ場面は、自閉

症の抜群の記憶力発揮。アカデミー賞主要 4 部門（作品・監督・脚本・主演男優賞）他受賞。 

（映画のポスター↑） 

 

（舞台のポスター↓ ↓） 
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この「レインマン」舞台公演が新国立劇場であり、私は 7月末に見に行きました。弟役は

藤原竜也、兄は椎名桔平、弟の恋人が元宝塚トップスター安蘭けい（敬称略）。家族の喪失

と兄弟の再会の物語、様々な問いかけ（自閉症への理解も含め）に直面しながら、人間性や

価値観が見事に表現されています。皆様に是非観ていただきたいです。

「レインマン」はエピソード豊富。ＮＨＫ含め我が家のドキュメント

番組 9本ある中で、韓国放送公社（ＫＢＳ）の 5人のスタッフが来日

して撮ったドキュメント番組は「日曜スペシャル：幸福なレインマン、

走って世の中に」（60分）と言うタイトルでした。日本の「レインマ

ン」（徹之のこと）は、映画と違って（映画は施設行き）、地域に飛び

出して行くと言う、プロデューサーの「地域に生きる」視点が嬉しか

ったです。日曜夜 8時のゴールデンタイムの番組。大反響を呼び、私

の「ありのままの子育て」等 3冊の本の翻訳だけでなく、子供向けに

徹之主人公のコミックが 3巻発行されました。 

さて、「レインマン」は、その舞台化だけでなく、自閉症の兄と弟の話は２０００年４月

に日本テレビでもドラマ化されました。舞台が川崎なので、今年の 4 月 2 日の「世界自閉

症啓発デー」イベント時、私のトークに、「自閉症を題材とした舞台や映画やドラマ」の話

をした際に、この川崎ロケのお話をしましたが、川崎の皆様が知らなかったのは残念でした。 

この紙面にて、「天使が消えた街」を宣伝します。 

2000 年 4～6 月に日本テレビ系で放映された連続ド

ラマ。社会からはみ出した青年が、自閉症の兄と暮らし

ながら‘生きる意味’を探し続け成長していく姿が描か

れていました。日本版「レインマン」

です。出演は、弟役に堂本光一、自閉

症の兄に藤井フミヤ、恋人内田有紀、先生に酒井法子（敬称略）。各 4人

からいただいたサインは宝物です。徹之のドキュメント番組、1999 年

11 月にＮＨＫ総合「新日本探訪：笑顔で街に暮らす」等のＤＶＤや私の

本等を、日本テレビのプロデューサ―（川崎在住）が借りに来られ、2000

年 2月にＮＨＫＢＳ「列島スペシャル：お仕事がんばります」は皆様で見

られたそうで、初回の放送で、徹之と同じ清掃が仕事の自閉症者役の藤井フミヤさんは、「お

仕事がんばります！」を、なんと 23回も言っていました。 

 堂本光一さんは、この夏帝国劇場で、私の福岡の親しい友人の息子さん、

井上芳雄さんと、「ナイツ・テイル～騎士物語」で共演されているので、8

月観劇後楽屋に伺った時、芳雄さんにこのサインをお預けました。 

またその帝劇の楽屋で彩吹真央さんにもお会いし、6月に博品館劇場にて観劇した「インデ

（徹之にサイン：フミヤさんと光一さん↑） 

 

（2000 年 日テレのポスター↑） 

 

（帝劇のポスター↑） 

 

（パンフより→） 
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ィゴ・トマト」のお話もできました。「インディゴ・トマト」は、自閉症の兄を平間壮一、

弟を溝口琢矢が演じ、元宝塚の剣幸と彩吹真央（敬称略）が出演されています。6月彩吹さ

んの楽屋に行った時、プロデューサーをご紹介され、感想と「自閉症啓発」のためにも全国

で公演して欲しい等、お願いしましたが、今回再演が決まり嬉しく思います。日本自閉症協

会及び全日本育成会等に広報したいと思います。とにかく知ってもらうことが一番ですもの。 

次いで、前号でご紹介し、あおぞら共生会のホームページにも、加藤一男氏が「喜びが伝

播する受賞式」と書かれた「第 19回糸賀一雄記念賞」の、講演記録集ができました。 

 

その後、糸賀一夫記念財団辻哲夫理事長やＮＰＯ法人抱樸奥田知志氏事長さんたちと、いろ

んなところでお会いします。また今年 10月 10日には、大熊由紀子さんの国際福祉医療大

学で徹之と講演をします。新しいネットワークが広がって嬉しいです。 

 

左の写真は、三浦淳元川崎副市長さんの感謝の会での様子。

三浦さんには徹之の就労継続の支援を、また、親の会やあ

おぞら共生会も、ご支援いただきました。退職にあたり、

徹之にエールを込めていただいたサインを左に。障害者の   

福祉や労働などをライフワークとされるとのこと、嬉しいです。 

同じく、障害者福祉に飛び込まれた内多勝康さんのお話を。週刊ポスト 2018 年 7 月 6

日号に「元 NHKアナが早期退職して医療・福祉の現場に飛び込んだ理由」と言うタイトル

で、【諏訪中央病院名誉院長の鎌田實医師】の記事が載っていると、私の本の読者で徹之の

支援者の山口の福田瑞枝さんが「Ｔさんは徹之さんのことですね」と情報をくださいました。 

（記念賞記載の冊子より 3ページ分↓） 

 

（↑花束贈呈） 

 

（徹之にサイン↓） 
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仕事に何を求めるかは人それぞれだ。お金か、やりがいか、夢か。2016 年 3 月に

NHK を早期退職し、国立成育医療研究センターが運営する医療型短期滞在施設「もみ

じの家」のハウスマネージャーに就任した、元アナウンサーの内多勝康さんの決断につ

いて、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實医師がお届けする。 

 ＊ ＊ ＊ 

 人生には、いくつもの岐路がある。50 歳前後は、なかでも大きな岐路に直面しやす

い時期ではないだろうか。（以下略） そんなとき、自分は本当のところ、何をしたい

と思っていたのか、と自問しはじめる。 

 元 NHK アナウンサーの内多勝康さんも、50 代で人生の路線を大きく変更した一人。『生活ほっとモーニ

ング』『クローズアップ現代』などの人気番組の担当アナウンサーだった彼は、2 年前の 53 歳のとき、NHK

を早期退職。国立成育医療研究センターの医療型短期入所施設「もみじの家」の初代ハウスマネージャーへ

と転身した。（以下略）それにしても、アナウンサーがなぜ、医療・福祉の現場に飛び込むことになったの

だろうか。（以下略） 

◆人生は選択の連続だ 

 （略）関心を持ち続けることは力になる。「夢」の灯が消えそうになっても、新たに薪を投じ

てくれる人が現れるのだ。 

 ある番組で、自閉症の Tさんを紹介した。T さんは、小さなときから「水」へのこだわりが強

かった。こだわりは自閉症によくみられる行動の一つで、水に興味をもつ人もいれば、光をずっ

と見ている人など、いろいろな人がいる。 

 T さんの母親のすごいところは、「こだわりは人一倍興味が強い証拠。それを生きる力にすれ

ばよい」と考えたことだ。水を存分に使える風呂やトイレの掃除を教えたら、だれよりもピカピ

カにするようになった。大人になった T さんは、公務員試験にパスし、川崎の老人ホームで清掃

の仕事を続けている。 

 自閉症のこだわりは、「生きにくくするもので、やめるべきもの」と思われていたのに、「個性」

だと考えたら、生きていくための武器になったのだ。 

 このときの出会いで、内多さんは、正義の感覚が一皮むけたという。悪の敵から「守ってやる

正義」から、「育てていく正義」へ。その人の幸せというのは、他人がひとりよがりに想像する

ものではなく、「当事者の声に耳を傾け、寄り添わないかぎり決してわからないもの」だと自覚

した。 仕事に対するこだわりも、溶解しだした。もっと多様な価値観を求めてもいいと思える

ようになり、当事者とより積極的にかかわっていくことになる。（以下略） 

 

内多さんから昨日 8月 15日、ミネルヴァ書房から出版された「医療的ケアの必要な子ども

たち」の本が届きました。本に「徹之さんとその家族を通して学んだこの教訓は、今も僕の

仕事を支える大切な原点となっています」と書かれて、とても嬉しいです。徹之のおかげ！ 
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また私の 4冊目の新刊「思いを育て、自立を助ける」は多くの新聞に載り、

読者が増えました。下記は聖教新聞社からの取材を受け、記者さんが書かれ

た記事ですがとてもわかりやすいので、啓発に使わせていただいております。

5月 27日に紙面の半分を使って「自立を支える関わり方のヒント」（上）が

掲載され、続いて 6月 3日に「きょうだいにどう関わる?」（下）として、2

週続けて掲載されました。上巻を載せます。 

 

 

 

 

 

（聖教新聞 5月 27日の記事↓） 

 

（明石トーク全景↑） 

 

（ソーシーズ演奏全景↑） 

 

（世界自閉症啓発デーのチラシ↑） 

 

（4月 2日世界自閉症啓発デーイベント風景） 
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 さて次は、4ページの「知ってもらうこと」の続きになりますが、

「世界自閉症啓発デー」の話をしましょう。国連が定めた「世界自

閉症啓発デー」（4月 2日）を含めた「発達障害啓発週間」（4月 2

日～8日）で、川崎市自閉症協会は、2009年 4月に 

「ようこそ自閉症ワールドへ」を主催して以来、

市民対象に自閉症の普及・啓発活動を実施してい

ますが、平成３０年は４月２日（チッタデッラの

中央噴水広場）と、4月 19日「ジェイミーのコンサート」（川崎

ミューザ）で市民への啓発を行いました。 

4月 2日チネチッタの中央噴水広場で、啓発

イベント（トーク&ライブ）と「ガラスの塔」

の点灯式を開催。今年のライブは、自閉症ミ

ュージシャンの「ノブタク」さんと元タカラ

ジェンヌの星乃あんりさん、そして昨年好評だった「ソーシーズ」さん

の、3組のライブ。４月２日（月）夕方、年度初めしかも月曜日でした

が、市民の皆様 150 人くらい来られ、大盛況でした。川崎市障害計画

課のご協力で、市政だよりの他、今年は川崎駅の電光掲示板に、私が撮っ

たガラスのタワーの写真や

3 組のライブゲストの写真

が2月16日から4月2日

まで、1800 回も映し出さ

れました。市に感謝です。

また川崎市市民スポーツ課

のご尽力で、川崎フロンタ

ーレのマスコット「ふろん

太くん」も呼び込みから全

行程に参加してくださいました。点灯式をしてくださる伊藤副市長さんは

じめ、行政、市社協など福祉関係の方々も多数来ていただき、ありがとう

ございました。何より、噴水広場の会場を貸して

いただき、ソーシーズさんの出演交渉（他の出演

者は、明石が交渉）、設営進行等々ご協力いただい

た、ラ・チッタデッラさんに、心よりお礼申し上

げます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

（市長挨拶文↓ 自閉症説明文↓） 

 

（明石・ソーシーズ・星乃・ノブタク：↓出演者全員） 

 

（点灯式↓） 

（↑ 宝塚の仲間達；あんりちゃんを囲んで） 

 

（↑川崎駅掲示板） 

 

（ソーシーズ演奏↑） 

 

（インタビュー↑） 

 

（←啓発） 

（伊藤副市長↓） 
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今年は、例年の自閉症協会のポスターや市長挨拶ポスターの展示、青い風

船の飾りつけと配布、昨年からの川崎市や関係者等有名人のサイン入り色紙

の展示のほか、福祉用具の展示や本の販売も新たに行いました。 

当日の流れは、司会者の趣旨説明（阿佐野智昭

川崎市発達相談支援センター所長）→ソーシー

ズさん演奏（3 曲）→明石の自閉症に

ついての啓発トークと、タクママとイ

ンタビューしながらノブタクさんの演

奏（3 曲）→伊藤副市長の挨拶とガラ

スの塔の点灯（出演者登場）→星乃あんりさんの歌（3曲、伴奏はノ

ブママ、紹介は明石）→出演者全員で合唱（1曲、演奏はソーシーズ

さん）→明石の挨拶・・・以上の流れで行いました。今年は 3組の出

演で、歌と伴奏の調整が必要でしたので、3 月 28 日に、

現地でライブのリハーサルも行いました。 

ノブタクさんのママ、本間桃子さんと小柳

真由美さんにも大変お世話になりました。 

私は挨拶で、差別解消法等の話の他、身近な

テレビドラマ「グッドドクター」（韓国ドラマ

が原作、アメリカ版そして 7 月から日本版

が放映中）や、前述しました「レインマン」、

「天使が消えた街」「光とともに」など、皆

様に関心を持っていただければと、マスコミ

に登場した自閉症の方の特性などをお話ししました。 

さて、世界自閉症啓発デーの第 2弾、4月 19日の「ジェイミーのコンサー

ト」（ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室）にも 150名の市民が来ら

れました。自閉症の子を持つ親のレスパイトと、市民への啓発を目的に開催。

今回、2回目になりますが福田市長もご来場、ご挨拶をいただきました。私は

毎回コンサート前に、「特別講演」として「自閉症の理解と支援を願って」啓発の話をさせ

ていただいております（感謝！）。コンサートはゲスト（前回は大谷康子さんのバイオリン）

と共演されますが、今回は小川典子さんの独演会。ピアノ演奏を堪能しました。毎回、生の

演奏を身近に聞くことができ、魂が揺さぶられる思いです。小川さんの川崎での活動から、

さらにイギリスでも「ジェイミーのコンサート」を開催されるようになり、ギルドホール音

楽院から最高位であるフェローの称号を受けられたそうです。本当におめでとうございます。 

（リハーサルを終えて↑） 

 

（小川さん↑福田市長↓と役員たち） 

 

（↓仕事帰りの徹之も記念に） 

 

（ブルーのドレスがお似合いのあんりさんと→） 

 

（挨拶↑ 講演↓） 
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次いで、「ペアレントメンター」についてご報告します。川崎市自閉症協会では、今年か

ら、川崎市の委託を受けて、「ペアレントメンター事業」を開催することになりました。親

の会が 5年前に一般社団法人格を取ってからの5年かかりで申請していた悲願の事業です。

第 1回公開講座を、7月 1日に開催し、120名の定

員予定が、240 名強の応募があり、急遽会場をひろ

げたくらい、市民の関心の高さに驚きました。そのう

ち 20 名程度の親の方を選んで（選考に苦慮中）、ペ

アレントメンター養成講座を 9 月

から開催し、10回受講して、トレ

ーニングを受けた方に修了書を川

崎市からいただきます。来年度は、

メンターになられた方のフォロー

アップと第 2 期の養成講座を開催

する予定。神奈川新聞の社説に、

載りましたので、掲載します。 

 

さて前回の「明石通信」以降の講演会の話をします。 

2月は、座間市中学校保健会、青森県教育委員会三沢

市ＰＴＡ講演会、東京都自閉症協会（江東区）、手を

つなぐ育成会事業所協議会全国研修大会(幕張)、館山

市子育て講演会、特総研特別支援教育専門研修(久里

浜)。3 月は岡山県高梁市発達障害講演会、茅ヶ崎市

地域教育講演会、4 月は啓発デーの 2 講演のほか、

さいたま市ＧＨ講演会、5 月 6 月は、各所属会の総

会や、理事会、評議員会、福祉大会等あり、また後見担当者研修等受講で多忙なため講演は

無し。７月は国立リハセン知的障害支援者専門研修会、モンテッソーリ教育講習会(京都平安

ホテル)。8 月は「かみひこうき」で講演(江戸川区)。私が副代表の「かみひこうき」は、3

月に前述の曽根直樹氏、4 月に又村あおい氏、7 月に野沢和弘氏の講演会を主催しました。

「かみひこうき」では会員を募集中です。皆様、講師の方々とご一緒に勉強しませんか？ 

2 月 25 日、館山市コミュニティーセンターで行った「子育て講演会」。ＤＶＤと一緒に

送られてきた感想から一部抜粋（お礼や挨拶は除く）して掲載します。 

・こだわりの強い我が子にどう関わるか良いヒントを頂いた。子どもの思いを尊重し、共に笑顔で過ごすた

めのヒントをたくさん学んだ。得意なことを見つけてそこをのばし、親子ともに生き生きと生活することが

大事だと感じた。徹之さんの素直でのびのびした笑顔がとても印象的。・何年ぶりかでお話をうかがい、「地

（↑神奈川新聞 30年 5月 1日「社説」） 

 

（公開講座チラシ↑） 
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域の中で笑顔で生きていく」には、親ができるこことは何か、何が壁になっているのかを真剣に考えて実践

している姿に改めて心動かされ、勇気をもらった。「パニックは感動の源」を心に留めて前向きに生きたい！ 

・経験に基づく気づきから、子育て、生活、活動をしてこられたお話は、わかりやすく、心に響いた。今ま

で自分は地域の中で生きていると感じられなかったが、これから地域を意識し、人との向き合い方、かかわ

り方を参考にさせていただく。心が温かになった。・自閉症の方がここまで成長されたこと信じられない驚

き。他人の家に入ってしまう、水へのこだわりなど息子との共通点もあり、多くのヒントを頂いた。発想の

転換のお話を参考にして、頑張ろう。・自閉症の方達の特徴（特に良い点）がよくわかった。障害をありの

ままに認め、我が子の思いを育て、自立を助けることの大切さ。健常者の子育てをしている自分にも心に響

き、今後の子育てに生かしていきたい。・幼い頃からのこだわりを活かし、自立に向けて、成功、失敗を繰

り返し、仕事もしている徹之さん、立派だ。自分も前向きに子育てをしながら自分自身も成長していけるよ

う頑張りたい。・明石先生の笑顔がとても良かった。番組の中での明石先生、徹之さん、笑顔が本当に素敵

で涙がでた。ご主人の以前の気持ちの話もすごく「わかる、わかる…」と思った。発達障害 2 人の子育て、

これから笑顔で楽しみたいと思った。・障害はあっても対等である。不幸ではない。言葉で伝えられないか

らパニックを起こす。パニックを起こさない様、伝え方、具体的な工夫をしてまわりの正しい支援、理解が

大事なことがよくわかった。・自閉症スペクトラム障害の子供がいて、障害のことを周囲に明かすか悩み中。

字へのこだわりをどうやって伸ばしていこうかと前向きな気持ちになれた。・講師の人柄がすごく伝わって

きた。障害をありのまま受けいれることは難しいが今できることを考え、子供からの情報をアンテナをいっ

ぱいに受け取ろうと思った。「どれだけまわり

に支援者がいるか」ということが一番大切と

いうのがわかった。・徹之さんの生き生きと働

く姿、地域や職場の方たちと笑顔で関わる姿

にこちらまで笑顔になれた。希望が持てた。

子供を地域の方に知ってもらう色々な行動を

していこう。…等々、  （以下略） 

 

下記は高梁市の講演会のお礼状。今回の西日本豪雨での被災を心配しておりましたが、大

丈夫ということで、10 月 4 日に再び高梁市に行きます。3 月の高梁市での講演は、「ハッ

ピーサークル」という若い親の会からの依頼の講演会でしたが、行政も福祉施設も応援され、

地元のケーブルテレビさんの取材映像が、地域に放映されたとの事で、啓発できました。 

この度の「ハッピーサークル講演会」におきましては、大変お忙しい時期にもかかわらず、遠方より私たち

のために来て頂き、ご講演いただきまして、誠にありがとうございました。 

まず、お話の節々から、明石さんの温かいお人柄、そして徹之さんを思うお気持ちが非常に伝わってきまし

た。先輩である明石さんの経験談は、我が子や園児・児童との関わり方がわからない、関わり方が難しいと

感じられてきた保護者や支援者たちにとって、今後の子育てのエネルギーになったことと思います。アンケ

（館山市講演会実行委員の皆様と↑） 

 



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

２０１８年 7 月 11 日発行 ＳＳＫＷあおぞら  増刊通巻第 4547 号付録 

 

 

 

 

11 

ートでも、貴重なお話を通して、子どもとの関わり方を改めて考えさせられたとのことでした。 

また、私たち役員にとっては、車内やランチタイムのお話が非常に印象的でした。深いお話を笑顔でされ

る姿に、「私たちもいつかそうなりたい・・・。」そう思いました。「わからないところを、わかるように伝

えていく・知らせていく」まさにその言葉は子育てのキーワードだと思います。わかるように伝えていくこ

とを考えていくことが、子育て・保育・教育の楽しみだと感じられていけるよう、親の会としても、引き続

き啓発活動に取り組み、皆さんの力になっていきたいと考えております。せっかくのご縁ですので、また何

かお願いするようなことがあるかもしれません。その節はまたよろしくご指導いただけたらと存じます。 

 

また、神奈川県自閉症協会会長の上杉桂子さんから下記のメッセージをいた

だきました。20 年前講演後集まった皆様と「ドーナツの会」を結成され、そ

の後茅ヶ崎市自閉症協会、そして現在神奈川県の会長になられ、大活躍中です。 

上杉桂子（30年 3月 25日茅ヶ崎市講演会） 

明石洋子さんとの初めての出会いは、今から 20 年以上前。まだペーペーの駆け出

しの親だった私や仲間のお母さんたちが、「どうも重い自閉症の息子さんを川崎市の公務員にし

たというすご腕のお母さんがいるらしい」という噂を聞きつけ、だめもとで「茅ヶ崎に来て話を

していただけないでしょうか？」とお願いしたところ、快諾していただけたのが始まりでした。 

今日の講演会は、サブタイトル「我が家のレインマンはひょうきんな公務員になった」という、

市主催の企画です。20 年前と少しも変わらぬパワーとその実践は、会場にたくさん来ていた若

い障がい児の親御さんを、あの時の私達と同じように力づけてくださったと思います。 

「障がいを『治そう』とするのは、自分の子が『本来の姿じゃない』と思っているから。」 

「ありのままに認めることは障がいを放置することではありません。」 

「最大の敵は、障がい者を理解してくれれば最大の支援者となる。自分の差別の経験をもとに、

周囲を説得してくれるから。」 

「自分らしく生きるためには、自分が決めて、それが実行される社会が必要！」 

「放課後デイなどの福祉サービスが増えたのは良いけれど、地域と接点がなく、『地域の缶詰』

状態のサービスになるのはまずい！」・・・等々、久々に明石パワーがさく裂、会場は圧倒され

っぱなしでした。何年たってもますますお元気。 

私が今までお会いした自閉症児者のお母さんの中で、後にも先にもこの方以上にビッグな方はい

ません。「スーパー明石」は、永遠に不滅です！ 

 

さて、最近も親しい友人知人恩師の訃報が届き悲しいです。佐賀市北川副小学校時代大変

お世話になった松村靜二校長先生が亡くなられ、奥様からのお手紙に、お嬢様のお手紙も同

封。娘さんもお孫さんも学校の先生で、自閉症児を担任されているそうで、また徹之の小学

校時代のクラスメート森隆久さんがご指導された由。徹之のおかげで、人の輪が繋がって嬉

（上杉さんと控室にて→） 
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しいです。「人が財産」、人に感謝する幸せな人生が送れます。 

しかし、相模原事件に関しては「障害は不幸」「障害者は生きていても仕方がない」と言

う容疑者の言動に同調する人も出て、根底にあるのは「障害者は社会のお荷物」という考え

方、これは決してまれな考え方ではないことを痛感しています。徹之が 9歳、１９８１年の

国際障害者年を機に、誰もが地域で普通に暮らす「ノーマライゼーション」の理念が知られ

るようになりましたが、日本では以降も隔離の入所施設が増加。国際的に「地域移行」が進

む中、逆行しています。事件直前の２０１６年４月には「障害者差別解消法」が施行されま

したが、同法の実現ははるか遠い。直面する超高齢化社会は、誰もが障

害者になる社会。障害者を差別し、施設に隔離する社会を放置すれば、

いずれわが身に？「我がこと、丸ごと」の施策が打ち出されていますが、

皆が自分のこととして考えていない？「地域の中で家族と暮らしたい」

と思うのは人間として当然。差別や偏見を生まないためには、幼少時か

ら障害のある人と触れ合っていくことが重要だと思い、運動しています

が、なかなか厳しい現実に、悩みは深くなるばかりです。 

運営している社会福祉法人あおぞら共生会は、知的障害グループホーム利用者の 78 歳になる

Ｉさんの「看取りまで」を実践中。がん闘病中に肺炎で入院した際、「がんは末期、余命 3 ヶ月」

と診断され、1 月に緩和病棟に転院。以後毎日のように、グループホームの職員や利用者仲間、

成年後見人の関係者も訪問して（もちろん私も）、近隣の公園の散歩やコンビニの買い物、話し

相手など。痛みを緩和しながら笑顔いっぱいの生活。もう 8 ヶ月。「人としての関わりが生きる

力になる」を痛感しています。入院中はホーム支援費は入らない。毎月 33 万円が減額になり、

法人運営者として財政面が厳しいものの、退去希望しない本人の思いを尊重しています。 

一方福岡の母は？ 私は、月１回福岡に帰省して、2、3 日母のそばにいるだけ。福岡にいる

弟たちは「もう行っても話が分らないから」と行かない。今、母は全介助になった。しかし口に

食べ物を運ぶと大きく口をあけ、食欲もあり元気。日頃はベッド生活だが、私が行くと院内の散

歩や、8 階のレストランでアイスクリームを食べることができ、ベッドで手足をさすって昔話を

すると、笑顔が出る。3 月に「私は人として生きてない」と言った母（びっくり！）。周りが人

としてかかわらないと、ますます認知症が進行する。床ずれも作らない院の介護には感謝してい

るが、自分を知っている人の訪問、話し相手の存在が一番の幸せと思う。母には月一の私と週一

行ってくれる（感謝！）私のいとこだけ。お母さん、寂しい晩年にして、すみません。 

 

（↑28年 8月 28日誕生会） 

 

（3月 6日、4月 5日、5月 16日、7月 18日、8月 6日の母と ） 

 

 

（↑孫たちと川崎はいさいフェスタにて） 

（↓奈多ケア院での母：５景） 

 


