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＜障害者の余暇活動特集＞ 

私たちは余暇も充実したいと望んでいます！ 
障害のある方々にもその道を極める方もいます。障害者スポーツ分野でも、パラリンピックに参加される方、ヨーロッパ

などで車椅子で活躍されるプロ契約選手などもおられ、また両手が動かなくても「口と足で描く芸術家協会」で日本を

代表する絵描きさん(表現が古すぎますが)や辻井伸行さんのような音楽の達人など、障害者分野にも多くの専門家が

おられます。一般の市民として、「はりのある生活・生きがい」のひとつとして、余暇活動に勤しんでもらいたいと、ヘル

パー活動などを通して多くの利用者さんに呼びかけも行ってきました。 

 

ゆうりんの家の多くの会員さんや利用者・関係者の方たちも熱心に余暇活動をされている方、今後していきた

いと思われている方々などがおられます。 

今回はスポーツ活動をしている若者や文化活動などにもスポットをあて、障害があっても“生きがい” を追及

されている方を少しだけ紹介します。余暇活動している方が良く、していない方は・・・・・ということでは

なく、その方の楽しみのひとつとしてされている活動のご紹介です。      （取材：担当ヘルパー及び塩谷） 

松下 宗一郎さん （結構多趣味の持ち主） 

スポーツ活動を少し報告します。昨年大分県
で開催された「全国障害者スポーツ大会」に
も参加しましたが、今日は「車椅子ツインバ
スケット」の活動を紹介します。身体を動か
したいと熱望していた時、BoS ヘルパーさん 

が紹介してくれました。20 年ほど前に日本でできた新
しい車椅子スポーツらしく、障害程度により、２種類
の籠にボールを入れることができるバスケットです。
私は健常者と同じバスケットにボールを入れますが、
難しい人は下の籠に入れます。ボール競技なので、全
員が力を合わせないと勝てない競技です。仮に私だけ
が出来てもダメ。そんな中で、仲間と一緒に目標に向 
かって行動することを学びまし
た。私がボールゲームをしたのは
これが初めてです。 
まずは京都一。全国大会に仲間と
ともに出たい。そして全国一に
…。目標は大きく持っています。 

荒川 和也さん  

総合支援学校時代から、卓球部に所
属していました。障害者分野は卓球
バレーが中心ですが、僕は１対１の
競技を目指していました。正直車椅
子では動きまわるのが難しく、ほと 
んど負け続けていました。夏休みや冬休みな
どヘルパーさんによく送迎してもらい学校へ
行き練習しましたが、普段の休日は１人で高
野の障害者スポセンの卓球教室にも通ってい
ました。地下鉄とバスでは時間も掛かりまし
たが、学生時代は情熱を傾けました。そして
京都市障害者卓球大会で念願のベスト８まで 

進むことが出来ました。
卒業後も、休日は練習に
通っています。これから
も続けて生きたいです。
しっかりとマイラケッ
トを磨いておきます。 

荒木 正幸さん  
私は京都で唯一の電動車椅子サッカーチーム「ＳＯＮＩＣ～京都電動蹴球団～」の
監督をしています。以前に所属していたチームが諸事情で解散となり、その
チームの者と２人で、新チーム再開に向けて活動を始め、2006 年秋に新チーム
を再結成するに至りました。選手が中高生中心になり親御さんからも「子供のス 

ポーツ姿が見られて嬉しい」との声をいただき、今はコーチやスタッフでチームを支えて
いただいています。年間の試合は、関西のチームが集う総会大会、全国大会関西予選、
チャンピオンズカップがありますが、今年はすでに２大会を終え、関西予選を突破し全国大
会の出場を決めました。昨年は勢いに乗りその流れで出場できましたが、今年は実力を伴
う予選突破だけに喜びも大きいです。金沢で 10 月開催の全国大会の初勝利が目標です。
引き続き新メンバーを募集中です！ 



  

新井 昌済さん 

私は 20 歳の頃から詩を書いています。最初
は本を作ろうと思い書き始めましたが、詩
で表現することの楽しさを知りました。 
詩はワープロで打ち込んでいました。不思
議なことに、表現が思い浮かばないときで 

もワープロを前にするとどんどん出てきます。ワープ
ロをする楽しさも創作活動の刺激になっていたのか
もしれませんね。 
最近は思うようにワープロを打てず、以前のように書
ける状況ではなくなったのが残念です。 

澤井 量子さん 

私は昔から文章を書くことは好きで
した。20 歳過ぎにある会社から、今
でいう派遣としてデパートに勤務し
ていた時、“同人誌”をしている方が
おられ、友人が出来るならと、そこ 

に入らせてもらったのがそもそものきっかけ
です。障害の内容から、記憶が途切れ途切れに
なることも多く、当初はたいへん苦労しまし
た。でも書く作業が昔のことを呼び戻す訓練に
もなります。そんな思いで書いてきましたし、
今後も書き続けながら頭の訓練が出来ればと
思っています。今春あるところに応募したもの
が、京都府の賞を頂きました。こんなことも励
みになり、まだまだ意欲のあるうちはいっぱい
書き続けていきたいですね。 

田口 邦治さん 

私は現在司心流詩吟の準師範をして
います。もう何年になるでしょうか。 
詩吟には多くの流派があり、司心流
との出会いは、以前に紋紙関係の仕
事をしていた時、仕事の師匠から詩 

吟を紹介いただいたことが始まりです。かれこ
れ 20 年にはなると思います。同時に始めた仲
間も一人減り二人減りと少なくなりましたが、
辞めようという気は起きませんでした。最近は
あまり吟じなくなりましたが、昔は施設のなか
でも結構やっていた記憶があります。以前は練
習場にもよく足を運んでいましたが、最近足の
具合も思わしくなく、今は週１回先生に来ても
らっています。ご恩返しにもぜひ３年先には師 

範免許を貰いた
いと頑張ってい
るところです。 

 

山下 博之さん 

僕はもう２年くらい合唱団に入って活動し
ています。年末にもう２回も「第九・よろ
こびの歌」を多くの方々と一緒に歌いまし
た。主に第５パートやベースを担当してい
ます。練習は基本的に月２回、土曜日に壬 

生福祉会館で行っています。 
舞台で歌うときは、白いシャツに黒のスーツです。こ
れを着ると自然と気が引き締まるのが分かります。普
段は歌など関係ない生活をしていますが、練習風景な
どを新聞社の方が取材されて、自分が新聞に載ったの
を見ると、コーラスをやっているという充実感があ 
ります。以前は手話の練習も併
せて行い、コーラスとともに披
露したこともありました。 
現在は 11 月に奈良で行われる
発表会に向けて、３部合唱の練
習に励んでいます。 



障害者とのかかわりのなかで  ― その１５ ― 

『見えなくてもできる！』を伝えたい 
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京都府視覚障害者協会（略称：京視協）は、京都市北区千本北大路にある視覚障害者総合

施設「京都ライトハウス」を拠点に、府内約 1500 名の会員が地域ごとの支部や役割別の部

局に分かれ、行政への要望運動や市民向けの啓発、交流活動などを行う当事者団体です。

その中で私たち相談員は、京都市の委託を受け、主に人生の半ばで視覚障害を負った方の

相談に、電話・訪問・来訪で対応しています。 

人は常に眼から情報を得て生活しています。見えにくくなると、文字の読み書き、移動、家

事、仕事…今まで眼で見てしていたあらゆる事に支障をきたします。その結果、仕事を失う、 

家庭での役割を担えない、楽しみがないなどの状況が生まれ、社会からの孤立を感じ、深い絶望感を背負ってしま

う方もおられます。 

当事者、家族、周囲の支援者も含め、多くの方が「目が見えない＝何もできない」と思われています。しかし、視覚

障害の一番のハンデは、「眼からの情報」が得にくいことであり、その方の身体機能や判断力、行動力が衰えるわけ

ではありません。残っている視機能や、触覚、聴覚など他の感覚をうまく活用することで、自分でできることはかな

り広がるのです！ 

例えば読み書きの際、視力や視野が残っている方であれば、ルーペや拡大読書器といった補助具を活用し、文字

を拡大する、文字と背景のコントラストや照明を工夫するなどで、読み書きが楽になります。また、画面を音声で読み

上げるソフトを入れたパソコンを使うと、音声で文字処理ができるだけでなく、メールやインターネットで他者とのコ

ミュニケーションや情報収集もでき、生活の幅を広げてくれます。パソコンを活用して事務職に就く方もおられます。

この他にも料理や掃除などの家事、衣服やお金などの物の区別、電話をかけるなど、生活上不可欠な行為のほとん

どに、見えにくくてもできる工夫がたくさんあります。 

相談活動の中では、これらの方法を伝える生活訓練施設があることや、同じ悩みを抱える方とのつながりのご紹

介、障害年金や生活保護といった経済的問題の解消のお手伝いなどをしています。「見えないからできない」と諦め

ていたことができるようになり、自分の役割や居場所を見つけていく中で、本来のその人らしさを取り戻し、目標や

希望を持っていかれる姿を拝見するのは、本当に嬉しい瞬間です。 

残念ながら、見えにくくなっても相談先を知らないまま、病気の進行や今後

の生活に不安を抱えておられる方は少なくありません。そういった方に「見え

なくてもできる」ということや、私たち相談機関の存在をより広く伝えるには、

その方たちに「関わる方」にも、お伝えすることが必要だと考えています。そこ

で私たちは、視覚障害者とは、必要な支援とは、京都ライトハウスや京視協の役

割とは…などをお伝えするべく、「見えない・見えにくい方を援助する皆様へ」

という文書の作成や、今年２月には眼科医療関係者向けの研修会を開催しまし

た。さらに今年８月には福祉現場で働く方を対象にした研修会も予定していま

す。一人でも多くの見えにくい方の不安に包括的対応ができるよう、他機関の

方々との連携強化をめざしていきたいと思っています。ご興味のある方はぜひ

075-463-8726（京視協 相談支援係）までお問合せください！ 

ビーオブエスが視覚障害者のケアを始めて２年余りが経過しました。当初は視覚障害者ガイドヘルパーは私ひとり、
でも現在では６名が対応できるようになりましたが、重なり合うのがこの業務の宿命。なかなか望まれる方々に対応で
きないのも事実です。またこういう方々に、いろいろアドバイスをされる相談員・小永吉さんのご苦労を私も現場で感じ
てきました。彼女の思いは本文からも本当によく理解できます。私たちも中途失明で悲観されている方・その障害を乗
り越えようとされている方・その後も淡々と生活している方など多くの方と接してきました。私たちのように見えるもの
が早計に云えることでもありませんが、「見えないからできない」とあきらめるのではなく、「見えなくてもできること」を
伝える活動は、相談員だけのことではなく、障害福祉サービスに係わるもの全員の課題でもあります。 全国で視覚障
害者は３０数万人(Ｈ１８年度集計)。 私はいろんな席上で、この分野のヘルパーを特別な資格にするのではなく、３年
以上程度の経験者にもこの資格を与えたら、もっともっと視覚障害者の外出が便利になり、それにより生活が豊かに
なるかもしれないと云い続けていますが、これってやっぱり無理ですか？                       (塩谷） 

本文内紹介の研修会 

「見えにくくて困ること、 

見えなくてもできること」 
＝視覚障害者が求める支援＝ 

・ 日時 8月 24日（月）10時～ 

・ 場所 京都ライトハウス 

・ 費用 3,000円（昼食・資料代） 

詳しくは右記京視協までお問
い合わせください。またビーオ
ブエスでもご案内させていた
だくことも可能です。 



 
               〈MY ROOM〉⑬           藤 木 雅 博 
（別府②） 
小倉駅から別府駅までは九州の在来線で1時間半位に乗っていたと思います。新幹線で小倉駅まで行く時はさほどで
はなかったんですが、別府までの道中車窓から眺める景色に一面の緑が広がっていて凄く新鮮でした。また行った時
期が春なので余計に気持ちが良かったですね。ご本人はというと、知っている土地なので落ち着いて過ごしている様
子でしたが、乗っている列車の揺れが大きく、到着するまでずっと座席横の手摺を必死で握り締めていました。この列
車は振り子の原理で走るタイプで、安定する様に出来てあるらしいのですが、直線でも結構ガタガタ揺れていたの
で、車椅子のご本人にとってあまりバランスが取れていなかったようです。「新幹線とは違うなあ」そんな事を 2 人で
話していると、まわりの景色が少しずつ変わり海が見えてきました。いよいよ別府駅に到着し、ホームを出ると、ご本
人の友人が迎えに来られ、2 人共久しぶりの再会にとても喜んでいました。友人は気さくな人で、初対面の僕を快く迎
え入れてくれました。今回、特にスケジュールらしき事は決まってなかったみたいですが、友人の案内で別府駅周辺を
幾つか紹介してもらいました。駅前のメインロードを下っていきながら、ご本人が「こっちに居る時によく食べに行った
ラーメン屋が近くにあったわ」と、友人と当時の思い出話をしてました。しばらく歩いて行くと、目の前に海岸が見えて
きて、すぐそばにあるショッピングモールで休憩がてらその景色に3人で浸っていました。天候が良く、別府湾の向こう
にうっすらと四国方面が見えてとても眺めが良かったです。それからは、友人が夕方に介護タクシーを手配していた
ので、ご本人はその時間まで店内での買い物や、ちょっと早い夕食を摂ったりしながら友人と楽しく過ごしていまし
た。時間が迫って来て介護タクシーが到着し、今回の宿泊施設がある福祉工場に向いましたが、この場所については
行く前から色々と話を聞いていたので個人的に楽しみにしていました。実際到着してみると、まず敷地の広さに驚きま
した。それと、建物ごとに一流企業の名前が掲げられていて、この福祉工場と提携しながら障害者の雇用・地域社会と
の密着というものを感じました。車を降りてから早速ご本人と友人に施設内を案内してもらいました。この日は、ご本
人が普段京都で活動されている車イスツインバスケットボールの練習があったようで、体育館に移動してしばらく 3 人
で見学していました。通常の車イスバスケットボールとは少しルールが違いイマイチわからない部分もあったんです
が、2 人が色々と教えてくれたので理解出来ました。練習が終わってからは、友人が僕達を施設の職員さんが居る所
へ案内してもらい、少しの間ですが、この施設での障害者の支援の取り組み方や環境の事など色々なお話を聞くこと
が出来て、とても良い勉強をさせてもらいました。他にも幾つかの場所を案内してくれていましたが、夜も大分更けて
きたので、宿泊施設の方へ向いました。この施設に着いてから友人に聞いたのですが、この宿泊所がこの日の昼頃ま
で改装工事をしていたらしく、僕達が改装したてのお客様第 1 号でした。ご本人は洋室で（友人も一緒に泊まっていま
した）、僕は和室に泊まったのですが、畳を張り替えたばかりなので、イ草の匂いが気になってなかなか寝付けません
でした。隣の部屋からはずっと話し声が聞こえてましたが、なかなか会えない分、色々と積もる話をしていたんだろう
と思います。 
 翌朝早くに目が覚めて、荷物を整理してからご本人と友人を起こしに行こうかと思って部屋を出たのですが、2 人
は既に起きていて、外にある喫煙所で、ここで生活されてる方たちと一緒にくつろいでいました。友人「まだ時間があ
るしもう少し寝てたらいいのに。ていうか起こしちゃった？」―多分 2 人共殆ど寝てないと思います。少しの間ここで
過ごし、軽めの朝食を摂った後に部屋を空けてからは、この日も友人に手配してくれた帰りのタクシーの迎えまでの時
間に、前日に行けなかった場所へ案内してもらいました。車イスの修理工場の見学や介護用品を取り扱っている事務
所で試作品を試乗させてもらったりと、普段なかなか味わえない体験をする事が出来ました。その後 3 人で友人の部
屋に立ち寄り、帰りの打合せをして、友人が駅まで見送りに来てくれる事になり、タクシーに乗り込んで別府駅まで向
いました。駅に着いてからは、少し時間に余裕があったので、ご本人は友人とお土産の購入をしたりしながら過ごして
いました。僕は 2 日間友人にもてなしてもらったお礼に、初日に友人の勧めでご馳走になった巻き寿司をプレゼントし
ました。―列車が到着する時間が来たのでホームに上がり、ちょっと名残惜しさも感じつつ、お別れを言って列車に乗
り込みました。ご本人は 2日間特に体調に問題なく無事に帰宅することが出来ました。 

今号は、余暇をテーマにした特集なんですが、僕は介助者として色々な利用者さんの余暇活動に関わらせてもらって
います。皆さんそれぞれ生きがいというものを持って活動されているという事を凄く感じます。何か一つでもそうい
うものを持っていると、自分に自信が付いて、生きていくうえで支えになると思います。今回の 1 泊 2 日の援助でも、
ご本人は色んな所へ出かける事が好きな人で、これがご本人にとって生きがいの一つだと思います。なかなか時間
的に厳しい面もありましたが、今後はもっと充実できるように協力していければと思います。 

ビーオブエスより ちょこっとイイ情報 ～２００９年度版「福祉用具のしおり」は必見です！～ 
各自治体では、重度の障害児・者が在宅での生活を営むうえでの不便を解消し、自立し
て生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付や貸与を行っています。 
京都市では、手続き方法や給付品目など詳細を網羅した「心身障害児・者のための福
祉用具のしおり」が発行されています。（福祉事務所にて配布されています） 
従来は文字のみの情報でしたが、今年度発行されたしおりは、製品の写真も含む全頁
カラーで構成されています。製品ごとのイメージもつかみやすくなりました。 
なお、給付に掛かる費用の１割を負担する必要があります。 
（京都市において居宅介護などの障害福祉サービスも利用されている場合、給付に掛 
かる負担の上限額は、普段より負担の上限額とは異なります。詳しくは各福祉事務所までお問い合わせください） 



 

編 集 後 記 
・今号は障害者の余暇特集。皆さんの活動されて
いる様子を知り、私も大いに刺激を受けました。
最近、宇宙に興味があります。関連する書籍でも
読んでみようと思っています。また先日、以前通
信でも紹介した「大阪市立科学館」に行ってきま
した。ここのプラネタリウムはオススメですよ。 
・通信の編集のあとは一泊旅行の準備です。鳥
取・境港を訪れて早いものでもう１年かあ。（Ｔ．Ｍ） 
 

・いろんな趣味があるって良いですね。私自身、
昔は結構スキーとか水泳などもやっていたが、厳
寒、猛暑時になんで・・・と思う今日この頃ですが、
やり続けることの素晴らしさを垣間見たような気
がします。私も障害者に様々なスポーツを紹介し
てきたし、今後とも紹介したいと思っています。 
・これからの季節、ガイヘルも大変。既に花火の予
約も入っているが、暑くなければ良いね・・・（Ｔ．Ｓ） 

 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ  ― パート１８ ―   “障害者から見た余暇活動に影響を及ぼす諸問題” 

今回の「ゆうりんの家通信」では余暇での活動などを紹介させていただきました。会員・利用者の皆さんも様々な余

暇を過ごしておられるのですね。余暇とは辞書で調べてみると「余った時間。仕事の合間などの自由に使える時間」

と記載されていました。いわば余暇とは自分自身が自由に過ごせる時間。その時間を有効に使ったり楽しく過ごすこ

とで、日々の暮らしにハリが出たり、活力にも繋がっていくのではないかと思います。また“生きがい”として何か

に取り組まれたり活動されている方もおられます。 

ちょっとだけ私の余暇活動を紹介 

実は私も以前は自分の趣味の世界を拡げようと取り組んでいました。学生の頃から旅客機が好きだったこともあり、

ホームページを立ち上げ、アイコン（ホームページの装飾用の小さなイラスト）を描いて公開していました。（この

ときのホームページの勉強が、後に仕事で役に立つとは思ってもいませんでした…）同じ趣味を持つ人には、結構こ 

れが評判で「こんなん作れますか？」「○▲※航空のアイコンを作ってください！」

といったリクエストもよくいただきました。また実現には至りませんでしたが、某航

空会社の広報担当の方から、アイコンを広報誌に掲載させてほしいとのお話しをいた

だいたこともありました。私はネットを利用し発信していましたが、いろんな人と交

流ができ世界が広まっただけでなく知識を深めることもできました。しかし最近は時

間もあまりなく、旅客機に対する情熱も少し冷めてきたこともあり、ホームページは

放置状態です。最近の旅客機事情もすっかり疎くなりました。でも、海外へ旅行する

ときは旅客機に乗れることも密かな楽しみなんですよね。 

思うように余暇を楽しめない現状も… 

しかし、余暇を楽しむにも思うようにならない現状もあります。その一つの要因が障害者自立支援法による応益負担。

自立支援どころか生活自体をも脅かし、余暇に費やせるゆとりもない一面もあります。 

また、施設などで生活をされている人たちは、金銭面だけでなく人を確保するのも困難だと聞きます。在宅で生活し

ていると、障害福祉サービスを利用してヘルパーさんの派遣をお願いできます。しかし、施設などで生活している方

たちは利用できません。例えば、映画やライブを観に行ったり、何かの会合に参加するなどの外出には付添が必要で

す。しかし、障害福祉サービスを利用できないため、友人知人に声を掛けるか、実費負担でヘルパーさんをお願いす

るか、ボランティアさんを見付けるか…自らが人を確保しなければなりません。創作活動などをするにも、施設など

のスタッフ不足から十分な支援を得ることが難しいといった話しも耳にします。昨今、介護職の離職率の高さが問題

に上がっています。「仕事の割に賃金が低い」など待遇面への不満や不安から早期離職するケースが多いようですね。

人手不足の現場や労働環境など介護業界で働く人たちはよくクローズアップされてますが、その一方で施設などで生

活している人たちの日常はもちろんのこと余暇活動などにも大きく影響が出ているということは、見過ごせない事実

でもあります。そのような現状も踏まえたうえで、もうすぐ行われる衆議院選挙では大切な一票を投じたいですね。 

私のブログにも是非アクセスしてください！ 【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/ 

ちょこっとバリアフリー情報  ～余暇活動を始めるキッカケにいかがですか？～ 
余暇の時間を有効に使いたい！何かを始めたい！でも…どんな活動があるのだろう…。何が自分に合っているのか分か
らない…と思われている方もおられるのではないでしょうか。以下のようなイベントや、様々な教室を開催されている機
関もありますので、何かを始められるキッカケの参考にしていただければ…。 

 「障害者スポーツのつどい」で体験してみませんか 

「障害のある人がだれでも気軽にスポーツを楽しめるよう
に」をコンセプトに、毎月第２日曜に京都府立体育館で開催
されています。 
卓球バレー、バスケットボール、車椅子ハンドボール、バトミ
ントン、風船バレーなどの障害者スポーツを体験できます。 

京都障害者スポーツ振興会事務局 075-712-7010 

様々な講習も受講できます 

洛南、山科の身体障害者福祉会館では、京都市在住の身体
障害者手帳をお持ちの方を対象に、東洋医学、書道、絵画、
絵手紙、茶道、料理、陶芸、太極拳、パソコンなど、様々な講習
が定期的に開催されています。なお、講習のよっては有料の
ものもありますので、詳細はお問い合わせください。 

洛南身障者会館 075-691-2468  山科身障者会館 075-591-8821 

各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 千幸様 

そ の 他 たこ満様、西村様 
岡本様、鈴木様、荻野様 

ゆうりんの家の運営は、多く
の方々のご支援ご協力により
成り立っています。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

冨士野 文子さん 

私は昔から色々なものを創るのが大好
きです。でも身体がなかなか思うよう
には動かずその面では苦労しますが、
それ以上にいろんなことに挑戦したい
と考えています。 

15 年前くらいにある方の個展を観て感激し、その
先生に志願して七宝焼を始めました。いろんなも
のを創りプレゼントしてきました。最近は絵を描
きたくて、まず小さいものからとある授産所の絵
手紙教室にも通っています。今後は大きな絵に挑
戦してみたい。そうそう挑戦といえば「パソコン」
を自由自在に操りたいですね。＜どこまでも好奇
心旺盛なおばさんです＞ 

←絵手紙 

（始めたばかりなんですよ） 

↓七宝焼の宝石入れとブローチ 

田村理事長より 

会員・利用者の方々が、スポーツ・文化活動をし
ておられ、生きがいのあるひと時を過ごされてい
る。障がいがあっても「あきらめる」のではなく、
出来る事にチャレンジする。 
私が「ゆうりんの家」を立ち上げた理由の一つが、
今日ある姿です。大変うれしく思います。これも
一重に「ゆうりんの家」をご支援頂いている皆様
方のご協力の賜物だと、深く感謝すると共に、今
後もより一層のご支援宜しくお願いします。 

金丸 喜世子さん  （担当女性ヘルパーより） 

私は、金丸さんが昔から編物や手芸を
されていた時間帯によくヘルパー活動
に入っていました。こういうことがお
好きなんだと思っていました。またご
本人は料理の大好きな方でもありま 

す。私の母は「好きなのはどちらかになるよ」と
云いましたが、どちらも大好きなのですね。夕方
活動に入ると、懐かしい夕食時の匂いがします。
その傍らで、編物針や手芸針などで作業中の姿を
よく見かけました。今もご自分作の厚手のひざ掛
けを冬には利用されています。そういう手作りが
好きなんだナァ！ またビーズ細工など小物類な
どもよく創られます。それ以外にお得意は下記の
ような“暖簾”など。こういう手作り品がお部屋
にいっぱい。楽しいでしょうね。お話しを聞くと
「昔は小さい子の服やセーターをよく編んでま
した。でも最近は肩や首が辛くてね…」と仰有っ
てました。 
 

西田 靖さん  （ヘルパーより） 

２００６年１１月の１１号付で、入院
期間中に書き溜めた７点の詩を掲載し
ました。そのどれも心に残るネと当時
事務所内でヘルパーと云いあったこと
を覚えています。その後、闘病生活も 

続けられた期間もあ
り、継続して心の叫び
を書き綴っておられる
ようです。私たちは通
院での介助時によくい
ろんなお話をします
が、前向きに生活する
ご様子を聞くと、つい
嬉しくなります。機関
誌の中で紹介すること
が、励みになればと考
えます。 
また書き溜めた絵も紹
介します。最近は体調 
の思わしく
ない時も多
くあるよう
ですが、元
気な姿で昔
のように缶
つぶしなど
もやってい
きましょう
よ。 

ひょんなことから「口と足で描く芸術家協会」会員の画家さ
んとお知り合いになった。 
その方は 16 歳のときに交通事故で首の骨を折って神経を
損傷し、手足がまったく動かない。1 年半の入院後、療養所
に転院。隣接の養護学校高等部では美術部に所属し卒
業。その後郷里で好きな絵を少しずつ描き続けていました。
あごで操作する電動車椅子に乗って生活をされています。
そんな中、ある方から協会のことを紹介してもらい一つの希
望の光が見えてきたと云われます。「私は絵を描く生きがい
ができました。」と氏の紹介欄にあります。 

障害者自身も自ら模索して、自分がしたい対象にたどり着くこ
とは少ないかもしれません。 
でも仲間や協力者がいろいろな情報などを伝えてくれる・そ
ういう関係を持ち合えることが、より大きな“生きがい”に結
びつくのだろうと、多くの方々の取材を通して感じました。そう
いう資源の提供なども今後ともしていきたいものです。 


