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８８月月３３１１日日（（土土））・・９９月月１１日日（（日日））のの一一泊泊旅旅行行特特集集！！！！  旅旅行行ななどど行行事事でではは毎毎回回たたくくささんんのの写写真真をを撮撮っってていいまますすがが、、  

ななかかななかか皆皆ささんんにに見見てていいたただだくく機機会会ががあありりまませせんん。。  そそれれなならら今今回回ははふふんんだだんんにに写写真真をを載載せせよよううとと企企画画ししままししたた。。  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

中国地方の名峰「大山」がお出迎え！ 
鳥取まで来たらお目当ては当然「大山」。この
旅の密かなお楽しみポイントも天候が気がか
り…でも見事に晴れたぁ！ こんなに雄大な
姿を見せてくれました。この風景に癒された
のは私だけ？  そんなことないよね…!! 

その「大山」の麓のホ
テルで写真のような
大宴会!! 食べて・飲ん
で・歌って・歌って… 
そして温泉！ 障害
があってもなくても
温泉だ～い好き!! 

いざ山陰へ出発！ 
バスの長旅もゲーム三
昧。とっとり花回廊をゆっ
たり散策。その後、「大山」
山麓のホテルで一泊。 
２日目は、妖怪が待つ水
木しげるロード・記念館
へ。 次頁を見てネ!! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一泊旅行を終えて 実行委員長 水 谷 隆 司 

皆さんお疲れ様でした。鳥取大山・境港方面の旅はいかがでしたか？ 

―１日目― 
・「とっとり花回廊」では、回廊からの景色を眺めたり、早足に園内を
回ったり、ソフトクリームを食べゆっくりしたりと、それぞれに過ごされ
ました。「もう少し時間があれば…」との声もありましたが、暑さなど
を考慮すれば良いバランスだったのではと思います。 
・ホテルは金沢・能登方面の時と同じ系列であり、昨年同様にお風呂の
スロープ設置や、料理ではきざみ食やアレルギーの人への対応など
に、安心して気持ちよく過ごすことができました。またゆっくりとくつ
ろげるようにと到着時間を早めに計画しましたがいかがでしたか？ 

―２日目― 
・「水木しげるロード・記念館」では、様々な妖怪からの歓迎ムードが漂う
中？お土産購入を重視された方、水木しげる氏の軌跡や妖怪の紹介
に目をやる方など、思い思いに楽しんでいただけかと思います。 
・「大漁市場」は名物「かにトロ」などのカニ料理や、海産物や鳥取土産
などのお買い物もご堪能いただけたでしょうか？ 

今回の行き先はこれまでの旅行の中で一番遠い場所でした。「訪問先
を少なくしゆっくり過ごしたい」との私の想いもあり、スケジュールに遅
れが出ないか心配していましたが、皆さんのご協力により予定どおり
に行うことができました。特に年々結束が強くなるチームワークによ
り、バスの乗降や車いすの積込みがスムーズに行えたことが大きかっ
たと思います。 

今年も無事に一泊旅行が実施できたのも旅行会社・スタッフ・ボラン
ティアの皆さんをはじめ、旅行の準備や、お菓子・飲み物の差し入れな 

ど、ご支援ご協力いただいた皆さんのお陰
です。ありがとうございました。 

本来なら、併せて収支報告も予定していまし
たが、まだ請求書などの書類が揃っていな
いため、原稿の締切に間に合いません。しか
し、会費や寄付の収入よりも、まだ２０万円余
り上回る支出など厳しい数字が出ています。 

一泊旅行に参加して 

波多野 英津子 

今年の６月に入社して､初めて一泊旅行に参加

させて頂きました。 

私自身､旅行は１３年ぶりぐらいです。障害があ

ると、なかなか行く機会がないので、この旅行

に参加できて､ワクワクして、とても嬉しかった

です。 

今まであまり、障害者の方と触れ合う機会が

ないので､この旅行で初めて利用者さんと知

り合い､色んな経験をさせて頂きました。有難

うございました｡参加された利用者さんから､

楽しかったという話しを聞いて、実行委員長の

水谷さんをひっとうに準備を進めてきて､無事

に終わって良かったなと思います。 

スタッフさん､ボランティアさんのスム－ズな

行動に感動・感激しました｡有難うございまし

た。また､皆さんに喜んで貰える企画を水谷さ

んが考えてくれるでしょう(笑) 宜しくお願い

します｡ 

来年も､是非、参加したいなと思います｡ 



 障害者とのかかわりのなかで  ― その１０ ― 

目に見えないことを大切に思うこと 

竹仲会計事務所 税理士  竹 仲  勲 

はじめまして、税理士の竹仲と申します。 

私が税理士になって早 12 年が過ぎました。この職業に就こうと思ったきっかけは、単にサラ

リーマンはできないと小中学校時代に感じたことがきっかけでした。もっとも当時は高度成

長期の時代でもあり、右肩上がりの経済成長の中、税理士業も良かった時代であったのは間

違いありませんでした。時が立つのも早いのですが、開業したころはバブル崩壊後、日本経

済がどん底と言われる時で、企業はたくさん倒産する大変な時期でありまして、生活が成り

立つのかなと思いながら 1，2 年を過ごした記憶があります。それでも大した不安も抱かず、

何事も経験だと言い聞かせ一つ一つを大切に乗り越えようと日々奮闘していました。私の場

合、嫌なこと辛いことがあった後“必ず”と言って良いくらい、すごく嬉しいことや楽しいこと 

があるのです。具体例を出すと限がないので説明は省略させていただきますが、平成 8 年に税理士登録と同時に

開業しまして、最初は気楽にしたいという気持ちで独立をしたつもりだったのですが、どうしても稼がないと仕方が

ない状態になったのです。私はそもそもお金儲けということに関してはあまり興味がなく、生活さえ出来ればとい

う気持ちが強かったのですが、そういうわけにも参りませんでした。後になればこの時に感じ、行動を起こしたこと

がすごく良い経験になったことは事実です。 

学生時代に何人かの税理士先生にお会いして、税理士の仕事内容を伺った経験があります。その先生方の全てが、

“外からイメージするほど良いものではない”、とおっしゃった記憶があります。実際、自分自身がなってその時に話

されたことが、なる程こういうことかと思うことが多々ありました。今でもありますが。自分が仕事に就く際、その道

を歩んでる人に色々と話をすることで理解を深められるものです。私の事務所ではインターンシップ制度を採用し

ております。夏休み時期に一名のみを採用しており、6年続けております。ですから今までに6名の学生が参加したこ

とになります。学生時代に自分自身が諸先輩方にお話を伺った感謝のしるしとして、後輩に何か伝えられるかなと思

い、この制度を採用しております。そこで私自身も色々感じることがあります。自分と比較するわけではありません

が、意外と学生の皆さん冷めているように感じます。熱く感じることが少ない世の中なのかもしれませんが、あまり

人に対して無関心であるようにも見受けられます。豊かな時代なのでしょうか、恵まれているのでしょうか、その背

景は人それぞれでしょうが、何か寂しい気がいたします。 

茶道の千玄室さんの話を 2 年ほど前にある集会で聞いたことがあります。予科練で亡くなった人の話でした。その

中で鮮明に残っている言葉がございます。“誰かのために闘うということを当時二十歳前後の若者が思っていまし

た。今の若い人たちに少しでもこのような志を持っていただければと思います。”と話された言葉でした。その言葉

を耳にした時、私は溢れ出る涙を抑えることができませんでした。戦争はもちろん良いことではありません。人を叩

きのめすのもよくありません。ただ誰かのために、人のためにという思いで、このような志を抱くことはとても大切

なことではないでしょうか。 

今の世の中、表面的に物事をとらえる人が非常に増えているように思います。確かに金額や数字で物事を判断した

り、形ある物で判断するほうが理解しやすいのは事実でしょう。しかし、見えない物の本質を見つけようとすること

の方が大切なことではないでしょうか。 

私が常に思うことは、自分にしかできないことをそれを望んでる人に提供したいということです。決して無理せ

ず、目に見えないその人たちが現れるのを待ち続けるのです。そうすれば、人に語れないほどの感動が待っていま

す。自然の摂理の中で自分の身を投じ、人のために尽くし、その人に目に見えない思いやりの心を持てば、本当に楽

しい社会を築けるのではないでしょうか。 

昨年度（第４期）のスタートと共に企業をしっかりしたものにしたいと、税務・会計の専門家と契約させていただきまし
た。当社では社労士に次ぐ２人目の顧問でもあります。私たちの日々の仕事では、在庫管理や原価管理などはほと

んど検討対象とする必要はありません。私たちの財産は、利用者と接する社員や登録ヘルパーさんなど、その殆どを
人のみで支えて合っている会社であり、そういう企業であっても、しっかりした組織作りは発展の礎でもあります。この
ような思いもあり、竹中様にお願いし、私たち素人集団にも理解できる、会計全般のご指導をお願いして参りました。 
氏は、本文にもあるように“見えない物の本質を見つけ”“人のためにつくし”“思いやりの心を持つ”ことを、若いときに
経験のなかから習得され、それらをまた各企業にもお伝えされているのだなぁ～と思いつつ、今後私たちもこういう
方々のご指導も仰ぎながら、業務に邁進していかなくては・・・・・・・・・・ネ！！                     (塩谷) 
 



                〈MY ROOM〉⑨           藤 木 雅 博 
「皆さぁんお元気ですか～」…っていう昔に井上陽水が走行中の車の中から窓を開けてアイサツしてたＣＭがあったんですけど
も（ふと思い出して書いただけです）、ご機嫌いかがでしょうか？夏を満喫されましたか？今年の夏はガソリンの高騰やゲリラ
豪雨の影響等もあり、中々思うような動きが出来なかった人もおられたかと思います。僕はというと、ここ最近安定して休める
様になってからは、ちょこちょことどこかに出掛けてましたね。特に 7 月、8 月は休日に家に居る事は殆どありませんでした。僕
は普段は車で行動する事が多いんですけど、休日は気分転換も兼ねて電車で行動していました。たまにしか乗らないので分か
らなかったのですが、僕が乗る最寄の駅にカードをかざして通る自動改札機が設置してありました。あの機械、駅にも依るんで
しょうけども結構普及してきてます。いわゆるおさいふケイタイってやつですかね。あれはホント良いと思います。ポイントが貯
まってお買い物がお得という事では無くって、安全面で。出来れば切符でも反応する様にして欲しいです。従来の機械に通す
とたまに中で切符が引っかかって急に前の扉が閉まるので危険です（以前それで前のめりにこけた人を目撃しました）。普通切
符を入れたらスッと抜けれるものだと体が順応しているので、エラーが出ると意表をつかれます。またその時のブザー音も結
構うるさいし。混雑してて急いでる時はすごい罪悪感が漂いますね。あれは入れ方が悪いのか何なのか．．．。定期券と入れる
場所が同じで、切符の場合は機械に少しスペースに余裕があるので多少斜めでもスパッと吸い込んでいきます。引っかかる原
因そこじゃないですかね。理想を言えば切符を握り締めたまま機械に手をかざして通れれば良いかと思うんですが。それとあ
のサイズは手から離れたらダメですよ、落としたり無くしたりしやすい。お金払っても切符は返すことになるので、自分の所有
物という意識が薄れます。今たいがいの駅で 1 台は間口の広い改札口がありますが（多分車椅子が通れる様にだと思うんで
すが）、機械自体にもう少し何か工夫してもらえたら（例えば1台の機械にカード用、切符用の2種類設置・かざした時の反応の精
度、速さを上げて危険回避しやすく．．．等）皆がスムーズで安全に通れるのではないかと思います。 

（毎年恒例の一泊バス旅行）ご存じない方も居られるかも知れませんが、今年は鳥取（米子方面）まで行って来ました。今回
の旅行は何というか、すべてが上手くいきました！以上。と言っても良い位でしたね。まあ大半は編集長始めとして、事前
に緻密な準備があったからなんですけども。今年は昨年より参加人数が増えて、スタッフの帯同組と留守番組の調整が微妙
でしたが、色々掛け合ってこちらの都合に合わせて頂いた事もあり、人員的に万全の状態で出発する事が出来ました。個人
的には、スケジュール上前夜に夜勤をしてそのまま旅行に突入しているのでバスで寝ようと思い、行きのバスでは皆さんに
「昼過ぎまで呼ばないで下さい。役に立ちませんので。」とアピールしていたのですが、何てことはない、皆さんテンション
上がっているので寝れね～！全く空気読めてませんでした。 

（初日のバスの中で･･･）皆さん車内ではレクリエーションをしたり、それぞれ久しぶりに会う人もいたりして、お互いに日頃
のつもる話等をして盛り上がっていました。僕は他のスタッフ・ボランティアさんと今後のスケジュールの打合せをしてまし
た。その時顔つきが神妙になっていたらしく、僕は横で何か気配を感じて振り向いたら、一人の女性の利用者さんが持参し
てたお人形を僕の顔の近くに差し出していました。「びっくりしたぁ。どうしたん？急に人形出して。」「あなたが恐い顔して
たからこれで笑って貰おう思て。」僕ねえ、考え事してたら顔がマジになるんで、変に周りに気を遣わせてしまうんです。こ
ちらの女性、僕がいつも仲良くさせていただいてる人で、喋り口調がすごく好きなんです。何か、「旅行やねんから楽しまな
アカンよ。」とお叱りを受けたような癒されたような、そんな気持ちになりました。 

（とっとり花回廊）ここはごっついフラワーパークでした。ここで皆で昼食を摂ってから散策に出掛けたんですが、色んな種
類の花があって綺麗でしたねえ。何年か前の一泊旅行で、淡路島で見た花も綺麗でしたが、僕は今回のほうが好きです。敷
地が広かったので全て見る事は出来ませんでしたが、皆ゆっくりとした時間を過ごせたんじゃないかと思います。でも参加
された方は皆感じていたと思いますが、すごい蒸し暑かったんです。旅行前、急に涼しくなってた時期があったんですよ。出
発の何日か前、あるスタッフに、「向こう（鳥取）は涼しくなるかも知れんから長袖持って行った方がいいかも」と話してたん
ですが、なんや思いっきり夏に戻っとるがな！うそつきオッサンになってしまいました。あっ、忘れていました、この花回廊で
食べた 20 世紀梨のソフトクリームは格別でしたよ。 

（ホテルで宿泊）ホテルに着いて、入浴・宴会・宿泊と皆さん一日の疲れを癒しました。スタッフの立場で言わせてもらうと、毎回この一
泊旅行の中で最大の山場は入浴なんです。少しでも気持ちよく入って欲しいけどスケジュールが押していると、後の宴会に響くので
厳しいものがあります。でも今年は拍子抜けする位スムーズにいきましたね。今回はスタッフ・ボランティアと良い形で連携がとれて
いたのですごく助かりました。ちょっと残念だったのは露天風呂が閉まっていた事ですかね（原因はわからず）。その後は皆さん美
味しい食事を食べながらカラオケやお酒をそれぞれ楽しまれていたと思います。バタバタしてたので初日は見てなかったのです
が、このホテルは名峰の大山が見えるんです。翌日バスの出発時には何とかあの雄大な景色を見ることが出来ました。 

（水木しげるロード）丁度「ゲゲゲの鬼太郎」の実写版の映画が上映されている時期で話題になっていて、我々も含め結構色
んな所から観光客が来てました。旅行前にニュースで見たんですけど、水木しげるロードを巡回している猫娘の被り物を着
た婦人警官がいるらしいです。キャラクター像のネームプレートが盗まれたりしてたみたいで、制服だと景観を損ねるので
被り物をしてるという話です。残念ながら会えませんでしたけど。ここでは滞在時間があまり無かったのですが、皆さんは
それぞれ、銅像の前で記念撮影をしたり土産物を購入したりと満喫していたようです。 

すいません、本当はもう少し色々書く事があったんですが、スペースの都合上厳しくなってきましたので、また何か別の機
会に書こうと思います。ただ今回の旅行は初めにも書いたんですけども、計画から実行に至るまで全行程今までで一番上
手くいったと思います。まあ何よりも参加した皆さんが無事に帰ってこれたことが大事ですけど。今回は鳥取でしたが、来
年はどうでしょう。韓国辺り考えてるんですかねえ、編集長。 

スタッフ紹介 
今回は２名入社さ
れましたが紙面の
都合上、２回にわた
り紹介します。 
“ビーオブエス”の
ホームページでも
掲載しています。 
 

石原秀晃（いしはら ひであき） 所属：福祉輸送事業部 
［趣味・特技］ 「昔はよくツーリングでした」とぼそり!! 種類はと聞くと1200ccとか。
思い立ったらいろんな場所へ行かれたとか。「勿論計画して行くことも多かったで
すよ」とも。街道レーサーという言葉が何度も出てましたが、編集者には理解不能。 

［ひとこと］ 「音楽を聴きましょう」 音楽って良いものです。確かに良いでしょ
うが、彼の口からでてきた「▼◇×※●△」……これも編集者には理解不能。 

［部署より］ 秘めたバイタリティーがあるのでしょうネ。 「冷静沈着」とは彼のためにある言葉？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

編 集 後 記 各種ご協賛賜り 

ありがとうございます 

賛助会費 ・千幸様 ・平山様 

また、ゆうりんの家の一泊旅
行におきましては、多くの
方々よりご厚志を賜りまし
た。ありがとうございました。 

・一泊旅行が無事に終わりホッとしたのも束の間、
今度は「ゆうりんの家通信」の編集作業。掲載す
る写真を選びながら思い出話に花を咲かせる。
参加された方が通信を見て思い出に浸っていた
だけたらなお嬉しい。 
・私事だがブログを始めた。通信の編集に苦戦し
ている？ことも綴っている。ビーオブエスのホー
ムページから是非アクセスして下さい。 （Ｔ．Ｍ） 

 

・福田首相も突然のドタキャン。これで２人続けて
途中放棄。大人のしかもわが国の最高指導者の
姿とは思えない。国民一同再度びっくりですネ。 
・私たちの事業で、ヘルパーが一人でもドタキャン
すれば、信用をなくし事業所は大打撃間違いな
し。それよりもその先におられる利用者のため
に、間違ってもそんなことは出来るわけがない。 
・今回の通信はそんな利用者の笑顔、笑顔（Ｔ．Ｓ） 

 

ちょこっとバリアフリー情報 

佳境に入る 大河ドラマ「篤姫」の世界  ―篤姫と和宮 in 京都― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

篤姫は将軍家定に嫁いだ本当の理由は？ 
島津斉彬らの策略で話が進められたかのように描かれてますが、実
際はそうではなかったようです！徳川側が島津の家系から妻がほし
いと望んでいた。家定にとって篤姫は３人目の正室。公家の出だった
前妻の２人は病死し、もう公家の娘はイヤだったとか。家定の祖母、広
大院が島津の出であり、長命だったことから「祖母の家系の島津の娘
を嫁にほしい」ということになったようです。その際、篤姫を近衛家
の養女として、徳川に嫁がせることになったそうです。だから「御所」
との関わりが深いのですね。 

京都御苑マップ 
「御所」は天皇が住んでいた処。「御苑」はその周り一帯。 

今秋も、京都御所が一般公開されます！ 

【期間】１１月１２日(水)～１１月１６日(日) 

【時間】午前９時～午後３時３０分まで 

御苑は静かで車椅子にも比較的優しく、気候の
良いこの時期に訪ねられては… 
篤姫と和宮のもう一つの世界がみえますよ…… 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ  ― パート１３ ―       【障害者から見た現在の政治】 
今回の通信は一泊旅行がメイン。それに併せて旅行をテーマに書き綴ろうかとも思ったのですが、以前にも取り上げ
ていて、個人的なカナダ旅行記を次号に掲載する予定もあり、今回は別のテーマで綴りたいと思います。 

突然の辞任…またも政権から逃げ出した日本のトップ 
ちょうど一泊旅行から帰ってきた９月１日の夜でした。旅行が無事終わりホッとしながら見ていたテレビ画面に
ニュース速報で福田総理辞任とのテロップ。突然のことに驚くもまたかと呆れかえりました。 

総裁選に掲げた公約はどうなったの？福田さん！ 
振り返ればちょうど１年前、福田首相は自民党総裁選で「障害者自立支援法」の抜本的な見直しを公約の一つに掲げ
当選し総理大臣に就任しました。しかしイラクへの自衛隊派遣の延長、民主党との大連立、ねじれた国会の運営など
で、抜本的な見直しは尻すぼみの感も。確かに今年７月から応益負担への更なる軽減措置が実施され障害者への負担
は緩和されましたが“これまでに徴収しすぎてお金が余ったから”との見方もあり、目先の見直しだけに思います。
応益負担もさることながらサービス提供事業者への報酬は少なく成り立たなくなっているなどの問題がある中で、抜
本的な見直しは進んでいないのが現状だと感じます。７月 24 日の中央障害者施策推進協議会で「障害者自立支援法」
について制度全般にわたる見直しを行う考えを明らかにしたそうですが、当の本人が政権から逃げ出してはねぇ。 

福祉の公明党？どこが？？ 
それでも自民党と連立を組む公明党は「私たちが政府や厚労省へ働きかけた結果、障害者の方への負担が軽減されま
した」と自分たちのお手柄のように力説するのでしょうね。でも、そもそも「障害者自立支援法」を自民党とともに
強行採決したのは公明党。悪名高き「後期高齢者医療制度」もその一つ。障害者をそして高齢者の生活を苦しめ将来
への不安を抱かせる施策を推し進めながら「福祉の公明党」などと、よくもまあ言えたものですね。 

政権奪取を目論む民主党は？ 
政策実現へ政権政党を目指すのはよく分かりますが、解散総選挙へ追い込もうと政局の駆け引きばかりが目に付く民
主党。昨年参議院に提出した「障害者自立支援法改正法案」の審議はどうなっているの？当時、福田首相をはじめ政
府与党が見直しに言及したことへの対抗策に過ぎなかったのか？果たして政権を取ってどこまで実行してくれるか
疑問はあります。しかし、今の自公政権では誰が総理大臣になろうと現状は変わらず、閉塞感がぬぐい切れない今こ
そが、与野党が逆転する最大のチャンスであり「障害者自立支援法」見直しへの期待も高まるのではないでしょうか。 

いずれにせよ総裁選後には解散総選挙になるとの見方が大半を占めています。３年前の衆議院選挙では造反議員への
刺客だのマドンナ候補だのマスコミが過剰に取り上げたことなどで自民党が大勝しましたが、次の総選挙では、目先
のことに踊らされず、これまでの取り組みや流れなどもシッカリ把握し、今後を託す政党を見極めていきたいですね。 


