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和歌山県新宮市の元旦・初日の出 （藤田社員 撮影） １月１８日藤森神社へ初詣 

今年も笑顔でともに歩んでいきましょう 

素晴らしい日の出を迎えた地域もあります 
曇った地域もありました 

私たちは この初日の出のように 

光り輝く新年を迎えました 
この一年 “元旦の計”を心に留めながら 

・・・笑顔を絶やさずに・・・



障害者とのかかわりのなかで ― その１２ ― 

～相談支援の現場から感じること～ 

京都市南部障害者地域生活支援センター「ふかくさ」 

管理者 中 川 剛 

私は、ヘルパーや訪問入浴サービスの経験から介護福祉士を取得し、介護保険デイサー 

ビスの相談員や支援費ヘルパーのサービス提供責任者を経て、現在は障害者地域生活支援 

センターで相談支援専門員として働いています。それまでの介護現場では出会わなかった 

様な、福祉サービスにつながらない軽度の障害者にも関わる様になり、意外とそういった 

方々が、地域で生活する上で多くの困難を抱えておられるという事実を知りました。今回 

は、そういった事例の一つを通して、感じたことを報告させて頂きます。 

その方は、軽度の知的障害のある２０歳前後の女性で、小学校高学年から中学時代にかけ 

て「いじめ」に遭い、中２からは自宅へ引きこもる様になりました。母親に対する家庭内暴力 

や拒食症、リストカット等を繰り返し、父親の病死も経験されました。 

昨年、隣人への被害妄想が原因で、精神科病院に医療保護入院されたことをきっかけに、退院後は母子分離の為 

に独り暮らしを始められました。独り暮らしとなった開放感からか、「セクキャバ」と呼ばれる風俗店で働き始め、不特 

定多数の男性と肉体関係を持つようになり、性感染症にも罹ってしまわれます。その他にも、多額の携帯電話料金を 

母親に請求し、通院と服薬も中断されるという様な問題も起こってきました。 

今年に入ってから、保健所の相談員に勧められて当センターへ相談される様になり、不安感等を訴える３０分以上 

の電話を一日に何回もかけてこられる様になりました。彼女は自信の無さを補う為、人と会う時は常に「ギャルメイ 

ク」と呼ばれる厚化粧をしておられます。最近は、『小悪魔 ageha』という雑誌に象徴される様な、キャバクラ嬢を意 

識したファッションが流行っているらしく、彼女もそういったものに憧れておられる様です。客から「ちょっと変わって 

いる」と言われる等、対人関係の難しさを理由に風俗店は辞めた様で、コンビニのバイトを希望されましたが、独特 

の風貌が原因で断られたとのこと。それでもお金欲しさからか就労意欲はあり、ハローワークの専門相談にも同行し 

ましたが、希望するショップ店員は高卒以上という条件が一つの壁となってしまいました。なんとか通院を再開して 

頂き、近所に住む唯一の知人が毎日の服薬と金銭の管理を無償で請け負って下さり、生活リズムの改善の為に「ふ 

れあいサロン」の利用も開始して頂きましたが、隣人への被害妄想が再発して、大量服薬や万引きを起こすなど、周 

りを振り回す様な行動は収まりませんでした。薬とお金を管理してくれている知人との関係も悪化し、サロン利用も 

続かない為、主治医にお願いして訪問看護を導入して頂きましたが、携帯サイトで知り合ったホスト等との関係から 

人間不信に陥り、自殺未遂や警察への相談などを繰り返した結果、一年ぶりの再入院となってしまいました。 

退院後も、訪問看護の利用を中断してしまわれ、風俗店やホスト等への未練が捨てきれない中で、ようやく精神 

科デイケアの利用にこぎ着け、来春には定時制高校への入学も希望されていますが、不安定な毎日と出口の見え 

ない支援が続いています。 

善悪の判断が充分につかず、就労にもたどり着けない軽度の知的障害者が、生活保障が不充分な中で、何らかの 

他者とのコミュニケーションや支援を求めて、軽犯罪を繰り返しては刑務所を生活の場としているという問題も社 

会的に注目され始めています。彼女の様な方々に対して、権利擁護という立場で私たちに何ができるのか、充分な 

答えは見つかっていませんが、２４時間介護を必要とする重度障害者の支援にも携わる一方で、サービス利用計画 

作成費の件数には上がってこない軽度の障害者にとっても、相談支援の役割は大きいと感じる毎日です。 

「京都市障害者地域生活支援センター」とは、市の運営事業実施要綱によると、相談・情報提供・福祉サービスの利 
用援助・居宅支援の利用に係るケアプランの作成・地域支援ネットワーク会議の開催・居宅支援事業者等研修会の 

開催など実に多岐にわたった活動をされています。 以前は各地域に身体・知的のセンターと精神のセンターが 10 ヵ 
所であったものが、要望も多く・きめ細かく・また密度の濃い対応が取れるようにその数も増えました。障害のある 
方々の窓口として、今ではなくてはならない場所でもあります。 私たちもこれら機関より支援のご依頼も頂戴し、でき 
る限りそのご意向に沿えるように努力はしていますが、諸々の面でまだまだ厳しい状況でもあります。 私たちには重 
度障害者のケア依頼が中心ですが、各センターにはおそらく実に様々な相談が入るものと思われ、比較的軽度でも 
いろいろな疾患から難しい方もおられ、担当者のご苦労が目に浮かびます。 こういう機関が、まさに身体・知的・精神 

三障害の方々の各種に亘る基幹となっているのですネ。 (塩谷)



◆ 私の・そして私たちの夢は、早期に「福祉ホーム」的な住環境の創造です。 

●障害者が「地域で安心して暮らしたい」とのご希望を叶えてゆくことが、その目 

的のひとつにあります。そこには障害があっても、一般社会で自由に気兼ねなく生 

活したいとの基本的な権利の主張があり、その前提として２００３年１０月より京 

都地域では先駆けとなる「自立ホーム」の運営を始めました。ここは施設から在宅 

への慣らしの場所でもあり、多くの方々が体験され、在宅生活に移られました。 

●現在その場所はある方が住み着いておられ、実質上その場所を直ぐに体験場所と 

して利用することは難しい状況です。その方も子ども時代から施設が中心であり、 

６０歳を超え始めての在宅生活を楽しまれています。私はその方にも真の「福祉ホーム」での生活を提供したいと 

思っています。 

●実際この様なものを創るには、多額の資金が必要になります。また土地も必要になり、直ぐには実現不可能だと 

捉えられがちですが、現在もそれらを創るためのネットは張り続けています。ただ、そんなに簡単なものでもあり 

ませんが・・・。「ゆうりんの家」に係わる方全てが、そういう想いのところと係わっていることも頭の片隅に留め 

ていただき、なにかの機会に応援くださればと存じます。（勿論無理強いでありません・念のため）その「福祉ホー 

ム」のイメージは、１階に「ゆうりんの家」と「ビーオブエス」の事務所があり、２階には授産機能を持ち、その上 

の２層程度を障害者も健常者も区別なく住めるバリアフリーの賃貸マンション形式と皆が集える空間が用意できる 

ものを想定しています。 

～今後ともお互いに協力し助けあいの気持ちを持ち、ともに活動していきたい～ 

ＬＬＰゆうりんの家 

理事長 田 村 耕 

今回は多くの誌面を割いてもらい、１月１８日の日曜日に新年会と併せておこなった「“ＬＬＰゆうりんの家”のレク・イベ 

ントなどの今後について」と題し、久しぶりにご家族も交えた交流会を催しました。新年会の様子や写真なども織り込 

みながら、「ゆうりんの家」の思いを綴っています。 

今回の新年・交流会は、ご本人やご家族・スタッフ側もヘルパーや学生その他のボランティアさんも含め、総勢６０名の 

方々にお集まりいただき、成功裡のうちに終えることが出来ました。全ての皆様に感謝申しあげます。 

少し遅くなったけど、事務所近くの「藤森神社」へ初詣。皆さんお賽銭を 

入れて、しっかり祈願されていました。 

どんなお願いをされたのかな～それは、もちろんナイショですよネ！ 

～笑う門には福来たる～ 

参拝後を笑顔をパシャッ！っと撮影 

自立ホーム 

この交流会の結びとして、以下のことをお話しています。 まずは「ゆうりんの家」の目指す方向をお伝えします



「ＬＬＰゆうりんの家」のレク・イベント等の今後について 

私たちは皆さん方の折々の楽しい想い出を創り、また新たな地なども訪れる機会を持ってきました。ただ当然の 

如く皆さんが動かれるには介助の必要な方も多くおられます。私たちもその都度内容により多くのボランティアさ 

んなども集めるべく、様々な方面・例えばお隣の龍谷大学のボランティア部などにも依頼していますが、現状では 

難しく、ビーオブエスのスタッフもフル動員しております。 

Ⅰ．当事業所のこれらの考え方及び特徴 

●これらにかかる費用をボランティアさんに持って下さいとは云 

えない状況にあります。しかしながら、この費用を全て参加者各 

位が補てんして下さいとも云えません。 

従いまして、１泊旅行などは、皆さんから集めた会費及び同行ス 

タッフの会費やさらにはアルミやペットボトル回収費用などを含 

めても、一昨年も去年も毎年２５万円近くを「ゆうりんの家」で 

負担しております。 

★この額は決して少なくありません。これらの負担割合について、 

もう少し言及してみたいと思います。 

●当社のこの種の催しの特徴は、過去からずっと“ドア･ツウ･会場” 

を貫き、移動弱者のための足の確保を併せて実施してきたところに特 

徴があります。(全参加者宅) 

これは他の機関では、集合場所からまた集合場所までが一般的で、 

そこまでは別途料金が必要でしょう。これは「ゆうりんの家」で 

なく、「ビーオブエス」の全面協力なしにはできません。その意味 

でもビーオブエスにも相応の負担をお願いしているのが現状です。 

①ここには職員が当日に担当しなくても、また休日でも移送だけ 

にボランティア出勤することもあります。 

②またガソリン代も他府県に行った場合のみ、実使用数によりご 

負担いただいていますが、過日の映画村や花見など、市内の場合 

は含めておりません。車両に関しては、唯一掛かる駐車料をご負 

担いただく程度です。 

●一回当たりの日帰りレクなど費用の少ないものは、ビーオブエス社員もボランティア活動として、参加者に余計 

なご負担をおかけせずほぼ遣り繰りのなかで賄ってきましたし、今後も出来る限りそのように継続する予定です。 

●しかし、それらにも限界があり、イベントに参加しても日常の活動に支障のない方には、移動支援での申請を了 

解のもとにしていますが、これに関しても在宅参加者より施設入所者にはこの制度もなく、不公平という声を頂戴 

することもあります。 私たちは、在宅であろうと施設であろうと、そこで生活される「ゆうりんの家」に係わる全ての障害者が、 

意義ある生活ができるように、こういう取り組みをしていることもご理解いただき、今後ともお互いに協力し助けあいの気持ち 

を持ち、ともに活動していきたいと願っており、ぜひこれらについてもご理解を頂戴したいと思います。 

●「ゆうりんの家」がＮＰＯ法人を取り、法人として設立した主旨のひとつに、障害があってもお互いに助け合いな 

がら、生きがいのある生活の達成も謳っており、その大きな要素である「移動支援」の充実なくしては、事務所の存在意義を 

も問われるというほど、大きな意義を持つものだと考えています。 
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Ⅱ．「補助金があればナァ・・・」と思う反面、「それが足かせになってもナァ」とも思います。 

●障害者自立支援法に移行後、 授産所の体制も大きく変わり、 旅行などを中止してきたところもあるのは事実です。 

これは施設への補助金とも大きく係わっているようです。「ゆうりんの家」 は以前から行政の補助金などは一切なく、 

全てを自前で遣り繰りをしてきました。補助金等がなくても、皆さん方のご要望を受け止め、ともに行動してきま 

した。補助金がでれば、その使用においてはいろんなしがらみが発生することもあります。出来ることは自分たちで・仲間と 

の意義ある時間は、少なくても極力自分たちの持てる費用の中で遣り繰りしていくことが必要と考えてきました。 

●換言すれば、今・自分たちが出来る範囲内で、ことをこつこつと積み上げてきたとも云えます。 

春、秋のレク、夏の一泊旅行、冬のクリスマス会や新年会など・・・です。これらについ 

ては、「纏まった補助金があればナァ」と思うときもあります。でも、補助金が出れば前述 

の如くしがらみが発生することもあります。当面はこの分野では補助金などを当てにせず、 

現状で進んでゆこうと思っています。 

Ⅲ．私が思う「自立支援」の本来の意味とは・・・・・ そこから「ゆうりんの家」がしていくべきことは・・・・・ 

●「障害者自立支援法」の名称が障害者の「自立」には合致していないという議論がよくなされてきました。法律 

名とは逆にいろんな機関では、「自立」の名のもとに過去のきめ細かさが生かされない状況もあります。 在宅障害 

者もいろんな制度利用は出来るようになったものの当然負担が増えました。まさに「金のないもんから金取るな」 

という書籍のタイトルの通りです。 

●私が思う「自立支援」とは、①住居 ②ケア ③所得 なくしては成り立たないということです。 

安心して生活できる住居なしには、施設の障害者は在宅には移れません。地域の中で暮らしたいと考える障害者の 

どれだけ多いことか。また出来ないところを介助してくれるケアがなければ、施設・在宅を問わず、生活していく 

ことが出来ません。そこには当然の如く所得が絡むようになります。言い換えれば、障害基礎年金を補充する所得 

の裏付けがあって、安心して生活できる住居が確保でき、必要に応じてケアが受けられて始めて、本来の「自立」と思 

うのですがいかがですか？ 

●アルミ缶回収作業なども「ゆうりんの家」の資金の一部です。 

毎週日曜日に事務所にて会員有志が取り組んでくれるアルミ缶・ペットボトル回収 

などリサイクル活動による収益などの一部も経費に充てていますが、価格の大幅下 

落により、非常に厳しい状況です。しかし、「ゆうりんの家」の行事は、これらの収 

益なども含めながら、様々な方々のご理解とご支援ご協力のうえで成り立っていま 

す。今後も皆さんと共に助け合い・ご協力も頂戴しながら活動を続けていきたいと 

思っています。会員・利用者の皆さんにも、この厳しい現状もぜひご理解いただい 

たうえで、楽しい集いができることを願ってやみません。 

●またプルタブやペットボトルの蓋を集める取り組みも行っており、リサイクル業者に持ち込めば換金して貰えます。 

換金したお金で車椅子を購入し、必要とされる施設や団体などに寄贈する予定にしています。この取り組みは、私 

たちが出来ることで社会に還元していきながら、「ゆうりんの家」の活動を広く知っていただこうと 

の趣旨のもと始めました。お陰様で多くの方にご協力いただき、今日までにたくさんのプルタブが 

集まりましたが、車椅子購入に必要な金額には達しておらず、まだ寄贈は実現出来ておりません。 

●今後の「ゆうりんの家」の目指す方向も合わせながら、収益確保のために前年１２月より箱折り作業 

なども始め、会員さんも更にボランティアとして、参加され活動しています。これらは将来に、作業 

所・授産施設を創りたいと考え、その訓練を積むステップのひとつでもあります。 

空き缶つぶし



Ⅳ．「ゆうりんの家」の会員になられませんか？ （強制ではありませんが・・・・・） 

●最初にご案内しましたとおり、多くの参加者が一同に会する機会が多くなってきました。 

それは非常に嬉しいことでもありますが、１回当りの人数が限界になるイベントも出てき 

そうです。 その場合、ご案内する方を制限しなくてはならなくなり、スタート当初の趣旨 

からいけば「ゆうりんの家会員」が優先されます。今後場合によっては、こういうご案内 

の仕方になってゆかざるを得ないかもしれません。 

●決して強制ではありませんが、「ゆうりんの家」の会員になりませんかとお誘いします。 

会員には単にレクやイベントだけではありません。 「ゆうりんの家」は「ビーオブエス」 

と一体で、ボランティア活動部分と収益事業活動部分に区別し運営していますが、ボラ 

活動体としての「ゆうりんの家」会員さんには、過去からいろんな事に気配りしてきま 

した。緊急に一定時期ケアに入るとか、移送サービスを優先して提供できるとか、その 

他以前はいろいろありましたが、 今またそのあたりを再度組み直している段階でもあります。 

Ⅴ．前述までを踏まえて、今年は次のスケジュール案を考えており、どしどしご意見をおだし下さい。 

＜今後のスケジュール(案)について＞ 但し、ご承認いただければ・・・ですが。 ＜案の詳細は省略＞ 

●過去にはさまざまなレクリエーション活動を行ってきました。しかしながら、最近は毎年同じ催ししか提供でき 

ていません。その原因は幾つか上げることが出来ます。 

① ひとつは参加者人数が増え、ひとつにまとまるには大きなイベントにするしかなかったこと 

② またスタッフ側も通常の介護介助などに時間を割かれ、この種の活動に新たな要素を織り込むことが疎かになってい 

たこと などなど・・・・・ 

●以前は実施していたスポーツ活動などは、ここ数年全くしていません。もしやりたい・皆で汗をかき・勝つ喜び 

なども体験できればということであれば、その提供が出来なかったことに責任があると云えなくもありません。 

●今年はもう一度原点に立ち返って、ゆうりんの家のレクとは何かを、検討し直すことをも考え、皆さん方と私た 

ちスタッフとともに考えてゆく機会も作りたいと思っております。 

★ひとつには、小回りをきかせた、小グループでの活動なども出来る限り取り入れたらと考えます。 

さらには、少人数単位で他の催しや鑑賞などへの相乗り企画も考えられます。 

（文責 塩谷隆好） 

※次回3月21日(土曜日)・3月22日(日曜日) の両日に 「リサイクルショップ秋桜」 において感謝祭・チャリティーバサー 

を開催します。 結びにこのご案内をもってお開きとなりました。 （詳細は“ちょこっとバリアフリー情報”をご参照ください） 

当日配布した資料からは、多少省略していますが、このようなレジュメで進行しました



ちょこっとバリアフリー情報 
「ゆうりんの家」は、障害者分野関係だけでなく、全ての人々が「人間らしく生きること」を基本に、意義ある人生を歩み 
続けたいとの思いを持ち、様々な方面の活動にも取り組んでいます。 

「リサイクルショップ秋桜」 
アルミ缶やペットボトル回収の他、全ての資源を有効活用するため、洋服などのリサ 
イクル商品・輪送品や手作り品などの販売を行うなども、同時運営しています。 

3 月 21 日(土)・22 日(日)チャリティーバザー開催！ 
これらの場所をコーディネイトしていただいた泉先生の「光の音符」との関係から、 
その収益金の一部もここに寄付したいと思います。 
「光の音符」とは、障害を持ちながらプロの演奏家をめざす若い才能を物心両面から支援し、同 
時に障害を持つ人にも音楽を提供していく事を目的に 1994 年 3 月に活動を開始された団体。 

皆さんはじめ、お誘い合わせのうえ多数ご来場賜りますよう、お願い申しあげます。 

★ その他にも「ばぁばのお家」も開設し、乳幼児や就学前のお子さんの一時預かりなど、働くお母さ 
んにもご負担の軽減などもできるよう、子育て支援を行っています。 

〈MY ROOM〉⑩ 藤 木 雅 博 

皆さん明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。これ昨年と全く同じ書き出しです。今ふと思った 
んですが、僕この事業所で 6 回目のお正月を迎えてますね。ホンマ時が過ぎるの早いです。何か段々正月を忘れて 
いってる気がしますわ。言うまでも無いんですが、こういう仕事はこよみとはほぼ無関係ですので、今の僕の立場に 
限っては、スケジュールを作成する為にカレンダーが存在するという感じです。「ああ、○○さんこの日からキャンセル 
入ってる、何で？ああそうか、正月やったわ」そこで、今年（去年）も終わっていくなあ。さみしッ！ 
今年は初詣に行ってません。多分行こうと思ったら行けたんだと思いますが、何でしょうか、気付いたらお正月時期終 
わってたという．．．、重症ですね。でもあれですわ、こういう状況は自分自身で変えていかないとどうにもなりません 
ね。チェンジですね、チェンジ。あれ、これ去年流行ったことばでしたっけ？ 

（昨年振り返って） 

昨年はそれまでと比べて、僕の中では事業所としては目に見えて少しずつ充実してきたかなと思ってます。一番感じ 
たのは人員的な問題ですね。やっぱり利用者さんの人数が増えてくるとスタッフの人数もバランスを合わせていかな 
いと苦しくなってくるし、それが安定してない状態が結構続いてました。特に昨年の初め頃はしんどかったですね。と 
ころが4月頃かな、スタッフの皆さんのコネクションがあったりなんかして徐々に人数が増えてきました。でもこの業界 
は良い意味でも悪い意味でも出入りがホント激しいのでどうなのかなと思っていましたが、特に大きなダメージも無 
くここまできていると思っています。それにただ人員が増えているだけでなくて、少しずつ内容が伴ってきている気 
がします。細かい部分では色々と問題はあると思いますが、皆で協力しあって解決していこうと思いますので、皆さん 
これからもビーオブエスを宜しくお願いします。 

（ところで．．．） 

突然すいません、ふと思いついて書いてしまいました。 
僕、普段あんまりテレビでニュースとか見ないんですけど（見る時間が無いのもありますが）、たまに見た時に「またか 
い！」という事件が多いですわ。特に思うのはここ何年か増えてきてる、子供が親を殺した（逆は前から結構あった。 
今もありますが）事件ですね。また動機が下らなさ過ぎますよ。「親に怒られてムカついた。」「世間の注目浴びたかっ 
た」書き出すとキリがないんですけども、増えてきてるということは減る事は多分無いんでしょうかねえ。僕別に原因 
を検証したいとか世直しする訳じゃないんですけど、人間（すんません、動物もですね）て生まれてきて最初に接する 
の親でしょ、普通は。それでその後成長していく過程で一番身近で色んな事教わるのも親です。そら色々な親御さん 
居てはったり、家庭環境の問題もあったりはしますけど、殺人に発展するってどないやねんて感じです。こういう事件 
起こしてるのって大体中高生に多かったりするんですかね、いわゆる情緒不安定な時期の。でもこの年代てとっくに 
自我に目覚めてるじゃないですか。毎日の生活のどこかで善悪の区別を学んでる瞬間てあるはずですけどね。学校 
（いじめとかの部分である意味学びにくいかも知れない）・習い事・バイト先・友達や近所の人との付き合い．．．。僕等の 
そういう時期って、親に怒られたり殴られたりして（親父は恐かったです）腹立ったりしましたけど、殺意なんか絶対無 
かったですよ。それでそういう時期越えて大人になった時に色んな事をそれなりに分かってきて、親と向き合うのが 
すごい楽しいですよ。友達みたいな感覚で。でもああいう事件で親を殺めてしまった人等はもうそういう事 2 度と出 
来ないんですよねえ。残念な話です。 

僕最近「親孝行」を凄い意識してるんですよ。今まで色んな物理的な意味での親孝行というのはしてきたんですが、 
これ編集長とも話してて、物理的なモノってなかば子供の自己満足に近いものがあるなと思いました。やっぱり親が 
安心できるような状態を子供が親に示すことが一番良い親孝行かなと思います。普段の生活での何気ない場面でも 
親と居る時はできる限りコミュニケーションを保つ事で良い距離感をずっと持ってたいですわ。そういえばこないだ 
お袋が人生初の携帯電話を購入しまして、僕がメールの使い方を一生懸命に伝授してますがなかなか覚えて貰えま 
せん。本人曰く「一年経てば大丈夫やし」待てるかそこまで！（笑） ではまた



編 集 後 記 ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 ・千幸様 

新年会の差入ありがとうございます 

・千幸様 ・黒島様 ・奥埜様 ・三芳様 

新年会では、 飲み物・食べ物・ 
お菓子・ケーキなど多くの差 
し入れを頂戴いたしました。 

・あけましておめでとうございます。 
今号の編集期間は過去最短。1/18 の新年交流会 
が終わってから作り始めました。編集期間は短く 
とも内容は充実していると…いかがでしょうか？ 
・次の催しはお花見。ここ何年かは淀競馬場が続 
き、今年は違う場所も含めて検討していきたい。 
・皆さんにとりまして、より良き一年となりますよ 
うに…。今年もよろしくお願い致します。 （Ｔ．Ｍ） 

・・・謹賀新年・恭賀新年・賀正・頌春・迎春・・・ 
1/18 の新年交流会の内容を入れたくて、発行を 
遅らせました。読んで楽しく・・・・・・・を目指します。 
・レクやイベントなどについて、私たちの思いもお 
話した今回の交流会、その意向が充分伝わった 
でしょうか？今後の催しは、当方からの一方通行 
でなく、双方で考えながら、より良いものにして 
いきたいなぁ。 今年もよろしく・・・・・・・・・・・・・・（Ｔ．Ｓ） 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ ― パート１５ ― 【カナダ旅行記】 その２ 

一部の方からのリクエストもあり、写真を多めに掲載しました。 

前号は、空港で車椅子クッション（私のではありません）が行方不明になったことまで 
お伝えしましたね。航空会社のスタッフに何が何でもクッションを見付けてとお願いし 
たものの「出てこなかったら弁償する」と。クッションぐらいで…と思われていたのか 
な。でも、長時間車椅子に乗る者にとってクッションは重要で換えが効く物ではありま 
せん。クッションが違えば身体に負担もかかり、旅行の喜びも半減するといっても過言 
ではないでしょう。幸いにもクッションは見付かりましたが、ハラハラドキドキしたトロントまでの道のりでした。 

ナイアガラの滝の迫力に驚愕！ 

絶景好きの私がこの旅で一番楽しみにしていたのがナイアガラの滝。トロントから 
高速道路を約２時間の道のりでナイアガラの滝がある街に到着。しかし街に入るな 
り空からは雨が…。おかしい…空は雲一つない良い天気なのになんで？？ガイドさ 
んによると滝の水しぶきが街に降り注いでいるとのこと。それを聞いただけで「も 
のすごい水量なんだ」と更に期待が膨らみました。しばらくすると目の前にナイア 

ガラの滝が！バスの車内からは歓声があがり、 私も思わず 「すげぇ～」 
と声が出るほど凄まじい勢いで水が落ちてる！！バスを降りて滝が 
落ちるところを下から見上げたら、水しぶきがすごすぎてまともに見 
ることもできません。まるで台風接近のときアナウンサーが屋外で風雨に打たれながら中継しているか 
のようで、カッパを被らなければ（写真：左）間違いなくずぶ濡れになっていましたね。そして水が下 
へ流れ落ちる際（写真：右上）にも近づきましたが、滝に吸い込まれそうに感じるくらい流れが速く、 
音もものすごかったです。ナイアガラの滝は想像以上の迫力で、これを見ただけでカナダに来て良かっ 
た！と思えるくらいの心に残る絶景でした。 

野球の本場でメジャーリーグを観戦 

この旅のもう一つの楽しみがメジャーリーグ観戦。 トロントにはカナダで唯一のメジャーリーグ球団 
「トロント・ブルージェイズ」の本拠地があり、運良く滞在中にヤンキース戦が行われていました。 
球団の日本人スタッフにメールで連絡して、直接チケットを手配していただきました。ヤンキース戦 
ということで松井の活躍を生で観れると楽しみにするも、怪我で戦列を離れ観ることができず…。ま 
たとない機会だっただけに残念。私たちは車椅子席で観戦。グランドまでの距離も近く位置的には良 
かったのですが、 前のフェンスが少し高く観にくかったです。 体格良い現地の人に合わせてあるのか、 
単に私の座高が低いだけなのか…やはり後者かな。そんな車椅子席で本場の雰囲気を味わうべくホットドッグを食べ 
ながら観戦。しかし日本のような応援もなく淡々と試合が進み、時差の影響からか睡魔に襲われ、目を開けているの 
に必死。今から思えば、カナダまで来てメジャーリーグを観戦しながら居眠りするなんて、贅沢な話しですよね。 

トロントの街を、自分たちのペースでゆっくりのんびり観光 

この他にも、世界で５本の指に入ると言われる「オンタリオ博物館」や、高さ 553ｍのＣＮタ 
ワーの展望台から夜景を見ながらディナーを楽しんだりしました。 移動日を除けばトロント滞 
在は正味３日間も、ゆっくりのんびり過ごしたものの、行きたいところだけに的を絞って観光 
したので充実した時間を過ごせました。 これも自分たちでスケジュールを自由に組み立てられ 
たからこそ味わえる、旅の楽しみ方なんでしょうね。 

トロントの街は、歩道がフラットではなくガタガタの路面で車椅子には辛い！また地下鉄を利用したとき、エレベー 
ターの場所が分からず探すのに苦労しました。ようやく見付け乗ろうとボタンを押しても何の反応もなく、駅員を呼 
びに窓口まで行くもコーヒーブレイク中で、すぐには来てくれません。まあ対応はお国柄だとして、初めて訪れる者 
にとっては非常に分かりづらい。でも日本に訪れる海外の人たちも同じ思いをしているのかも。実際に京都の交通機 
関（市バス・地下鉄・京阪・近鉄）のホームページをチェックしたところ、英語など外国語に切り替えられるものの、 
エレベーターの場所などバリアフリー情報の記載はありませんでした。京都は海外の人も多く 
訪れる観光都市でもあるので、こういった情報は絶対に必要でしょう。 
またトロントでお昼を食べにお店へ行ったとき、注文時に店員が何か聞いてきました。私は英 
語が全くダメで何を言っているか解らず、その店員に思いきりため息をつかれて…。日本では 
ありえない対応なんですけどね。この旅で日本の良さもあらためて感じることができたかな。 

未だに毎日更新中！私のブログもご覧ください！【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/


