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今年も行ってきました！ ―浜名湖・浜松方面― 

今年も行ってきました・行けました。 

車椅子１６台を含む、総勢３０数名がうなぎを食べに・メロン狩りに当地の観光地などを 

回りながら９月初旬６～７日の両日、参加者全員 晴天の旅行日和を堪能しました。 

参加者の“厳しい生の声”もそのまま掲載しています。私たちは次回の旅行・日々のケア 

の参考にさせていただきます。皆さんお疲れさまでした。またみんなで行きましょう！！ 

バス内でのビンゴゲームで最初に“ビンゴ”さ 
れた今井さん！ 「ゆうりんの家通信」に掲載 
する感想文が書けるという素晴らしいプレゼン 
トを獲得されました!! 

今年の２月からボランティアで関わりはじめ、 
５月からはヘルパーとして働いていますが、 
ゆうりんの家の一泊旅行は今回が初めての 
参加でした。 
これまでに、個人的に旅行する機会もほとん 
どなく、障害者の人たちとの旅行がどのよう 
な感じなのか想像もつきませんでした。 
でも、普段の仕事とは違い、じっくり利用者さ 
んと一緒に過ごすことができ、たくさんコ 
ミュニケーションも取れて良かったです。 
失敗なども多々あったと思いますが、ホテル 
の部屋のトイレがユニットバスで段差があり、 
各フロアのトイレも狭く車椅子が入れないな 
ど、介助が難しかったです。 
天候に恵まれたのは良かったのですが暑す 
ぎましたね。参加された方はその後、疲れが 
出てないでしょうか？ 
来年の一泊旅行までに私自身さらにパワー 
アップしておきますので、またいろんな場所 
を訪れながら、楽しい時間を過ごせたら嬉し 
いです。 

航空自衛隊「浜松広報館」にて 

浜名湖に沈む夕日 

一泊旅行を終えて 水 谷 隆 司 

皆さんお疲れ様でした。浜名湖・浜松方 
面の旅はいかがでしたか？ 

・初日の昼食場所に車椅子用トイレが一 
つしかなかったことも影響し、スケ 
ジュールが押しに押しました。航空自衛 
隊「浜松広報館」へは閉館間際に到着。 
セキュリティーシステムが変わるため 
閉館時間までに出発してほしいとのこ 
と。融通が利かないのはお役所そのも 
のですね。見学時間がほとんどなく、 
皆さんには慌ただしく行動していただ 
くことになりました。やはり昼食と見学 
場所は同じ方が良いですね。 

・旅行の目玉と考えていたメロン狩り 
は、皆さんに喜んでもらえて良かった 
です。ただビニールハウス入口の段差 
は想定外であり、スタッフの皆さんに車 
椅子を持ち上げてもらわなければなら 
ず、暑い中ありがとうございました。 

トイレの数や段差の件などは事前確認 
が充分でなく私の反省点の一つです。 
通信の紙面で紹介した皆さんの生の声 
も、私たちにとって貴重であり、真摯に 
受けとめ、今後の行事などに活かして 
いきたいと思います。 

様々な諸問題がある中で、今年も無事 
に一泊旅行が実施できました。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。



初めての 「メロン狩り」 全ての参加者に喜んでいただきました！ 

～全てをメロンに包んでお届けします～ 

障害者が 
行く旅行って、 
やっぱり高めで 
すね。安いと評 
判の「ゆうりんの 
家」でも・・・ネ 

スタッフから… 
ご家族のご要望や注意 

事項などは必ず事前確認 
しています。服薬は特に注意 

しますね。普段接する時間帯と 
違う時があり、戸惑わないよう 
に・・・また最近 宴会時には 
カラオケが欠かせなくなりま 

した。みなさんほんと 
に歌が好きです 

ネェ！ 

今までの旅行で、 
メロン狩りなどは初めて。 

メロンがなる姿・収穫の仕方 
など、大変興味深い経験ができ 
た。ただお風呂や朝食など、１人 
の時間帯もあり、なかなか難しい 
こともあります。来年は障害者と 
同数のボランティアさんがいて 
くれると、もっと安心できるの 

にと密かに思って 
います。 

温泉最高！ 
僕は大きなお風呂に 
ゆっくり入りたい。ヘル 

パーさんに連れて行って 
欲しいといつも云って 

いるのですが・・・ 
難しいですか？ 

今回は坂が 
多かった。また 
非常に暑かった 
ので車椅子を 
押すには坂は 

こたえた。 

バスの 
乗り降りの回数 

が多すぎた。一ヶ所 
で食事やお買い物が 
できればよかった。 
メロンの出来具合で 

しょうがないとは 
聞きました 

が… 

ホテルや 
ドライブイン以外 
は車椅子トイレが 
少なかった。２ヶ所 

はないとしん 
どいね。 

毎年この旅行を 
本人は楽しみにしてい 

るようです。土地柄、今年 
は特に「うなぎ」を楽しみにし 
てました。またカラオケも歌っ 
たとか？トイレが近く、頻繁に 
声かけや水分なども注意し 
てもらえたのも嬉しいです 

と、お母さんの弁。 

毎年どこに行っても 
ホテルは大きいしフロ 

も広くてゆったりでき良い 
なぁと思う。宴会も良かった。 
でも僕は近くでも良いしゆっく 
り出来るところが好きです。 
ちょっと遠すぎた。来年は 
もっと近いところにして 

欲しいです。 

この度、初めての 
参加ということで、最初は不安 

で一杯だったのですが、皆さん温か 
く受け入れて下さって、参加して本当に 

よかったと思っています。利用者の皆さん 
一人一人の笑顔が一番印象に残っています。 
ただ、私にとって初めて経験することが多く戸 
惑うこともあり、上手くサポートすることができ 
なかったのが心残りです。しかし、そんな反省 
も含め、今回の旅行は、私にとって本当にいい 
思い出になりました。ありがとうございました。 

今年も多くの方々のご参加を頂戴し、恒例の 

一泊旅行を実施することができました。 

主催者を代表して心よりお礼申しあげます。 

障害者自立支援法のもとでは「一般旅行」も 

厳しくなり、過去中断されたところが再開さ 

れたということもほとんど聴きません。俗に 

云えば、世知辛い世の中になったと云えるか 

もしれませんね！ でも私たちは「ゆうりんの 

家」の旅行を継続させたいという、職員やボ 

ランティアさんに支えられ、今年も事故もな 

く・楽しく旅行が出来ました。今回の旅行の評 

価もきっちりとして、次年度に向け新たな計画 

をスタートさせたいと思います。 

利用者さんの他、今回も企業の社長さんや学 

生さんにも、例年通りお手伝いを頂戴しまし 

た。また関係各位より頂戴した暖かいご厚志 

にも、一同を代表して厚くお申し上げます。 

ＬＬＰゆうりんの家 理事長 田 村 耕



障害者とのかかわりのなかで ― その１６ ― 

「当たり前に感謝して…」 

「みんなが当たり前に暮らす環境を作りましょう…」 

株式会社キャビック 専務取締役 榑 
くれ 

林 
ばやし 

洋 

国際ピアノコンクールで優勝した、全盲のピアニスト、辻井伸行さんが帰国し成田空港での記者会 
見で「もし目が見えたら最初に見たいものは…」の質問に「母と父の顔が見たいです」と答える。 
育てていただいた、両親への感謝の気持ちを表した言葉だと思った。その時若くしてガンで 
亡くなった井村和清さんの詩「あたりまえ」を思い出す。 

【その詩は次頁に全文記載しています】 

この詩と出会った時と同じように、その答えに感動する。 

私は知的障害者の娘と暮らして３８年間、同時に他の障がい者の方々との交流も深めています。 
…乳幼児期に成長に悩んだ時期…ままならなった学齢期…障害者雇用していた企業に就労するもの 
の理解ある社員の退職で挫折…その後、落ち着く場所もなく親子でつらい思いをする。しかし、伏見にある作業所の 
Ｓ先生との出会いで一変。現在は某会館で指導員と清掃業務をしている。共に働いている当事者もその親も高齢に 
なり「親なき後の住まい（生活の場）」の問題は共通の悩みとなっています。 

娘の教育を通して、乳幼児期から学齢期、そして高等部から青年期へと「社会参加に向けて個性を伸ばす一貫性 
ある教育制度」の必要性や「幼から老まで」の人としての尊厳を守る環境や居場所が必要と痛感しています。娘の 
誕生の頃とは違って、当事者たちへの理解も環境も、確かに良好な方向へと変化し、間もなく障がい者のみんなが 
当たり前に地域で一人で暮らせる環境がくると信じていますし、自らそれに向けて労じています。 

その起点は、１９８１年国際障害者年「完全参加と平等」をスローガンを世界中の国から発信して、１９６０年代に生ま 
れたノーマライゼーション理念を世界中に、その苗木を植えた年であったと思う。換言すれば、障がい者の理解、そ 
して障害の有無や年齢に関係なく、共に生活できる地域社会づくりを宣言した年であった。それらが速やかに教育 
の分野にも組み入れられ、その後バリヤーフリーの実践活動がはじまり今日に至っています。 

２００６年４月１日に、「支援費制度」から三障害（身体・知的・精神）を一元化した「障害者自立支援法」が３年後(２００ 
９年)の見直し規定を附則して施行。その見直しの為に「社会保障審議会障害者部会」設置され１９回の審議を経て 
「障害者自立支援法等の一部を改正する法律（案）」が提出（２００９年３月３１日）されたものの、衆議院の解散で廃案 
となる。 

その審議内容を小職の知識で追っかけて見てきましたが、願っていた「社会参加の為の一貫性ある教育…環境」 
など類似した議題で審議されたものの、厚生労働省と文部科学省を超え新たな制度づくりの方向性も見えず、縦割 
行政の壁の厚さを感じました。 

三障害の個性は多様です、一元化された「障害者自立支援法」はその個性に対し適切に反応している内容とは 
なっていません。新たな政権が誕生したわけですから、再度、それぞれのお立場で必要な支援策など、もっと具体的 
に提案し改正を求める重要な時期かと思います。 

例えば、介護保険法は６５歳で介護サービスが受けられますが、障がい者はその年齢制限を緩和(下げる)し、地域 
密着型サービスである「小規模多機能型居宅介護」や「グループホーム」などの障がい者用の制度があれば、将来 
の住まい場(生活の場)の不安が軽減されると考えてます。 

榑林さんほど「勉強熱心な方はいませんね」と、以前一緒に福祉タクシー普及に力を注ぎ、現在は当社社員である者 
が云います。 私も過去 同氏とあるところの研修会などで、介護保険制度と障害者自立支援法の基礎的な学習会な 
どに、ご一緒させていただきましたが、その際も簡単な研修内容にも係わらず 私とは違い、その資料たるや凄いも 
の・まさに手抜きなど考えられないのでしょうね。 氏の業務はタクシー会社の役員ですが、介護タクシー事業の他、 
ヘルパー養成講座も当初より開設され、ヘルパー事務所の他 近時ケアマネ事務所も併設され、その後高齢者のグ 
ループホームも複数経営する会社にもなり、この福祉系売上が年々増加していると聞いています。そんな氏ですから 
本文にあるようにご家族の方を案じ、同様の仲間たちの今後のことなど、いろいろ感じながら日々精進されているの 
でしょう。 私自身 氏は人生の先輩であり、仕事をする上での良き相談相手になっていただき、いまでも何かの折に 
「ちょっと教えて・・・・」と甘えています。この頁だけでは入りきらなかった分、次頁に亘っていますが 感動された詩「あ 
たりまえ」や 今春開設された「京都市福祉タクシー 共同配車センター」などの記事も併せて…お読み下さい。（塩谷） 

障害の有無に関係なく「生」を受けたら、多くの人と縁で結ばれ、そして支援を受けて、「あたりまえ」に時を過ご 

していること、皆さん忘れないで下さい。 

…「あたりまえ」に感謝 
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ちょこっとバリアフリー情報 

～京都市福祉タクシー共同配車 
センターが発足しています～ 

介護タクシー事業者 
が、１社では予約が難 
しくとも、クループで 
受付などをし移動制 
約者の利便をはかる 
システム・共同配車セ 
ンターが、今年３月 
オープン。全ての車両 
はビーオブエスでも 
使用しているリフト車 
で当然ストレッチャー 
も利用可。各企業の車両が有効に使 
え、確実に予約できると好評です。み 
なさんもアクセスされては・・・ ・・？ 
料金は各社とも同一です。 

共同配車センター へのアクセスは 

5 ０７５－８６３－５５２３ 

右京区梅津段町８ ㈱キャビック内 

榑林氏は前頁で ガン闘病むなしく亡くなった井村和清さんの詩 「あたりまえ」 

を思い出したと云われる。 その詩は以下のとおりです。 

あたりまえ こんなすばらしいことを みんなはなぜ喜ばないのでしょうか。 

あたりまえのことを。 

お父さんがいる お母さんがいる 手が二本あって足が二本ある 

行きたいところへ 自分で歩いてゆける。手を伸ばせば なんでもとれる。 

音が聞こえる 声がでる こんな幸せがあるのでしょうか 

しかし だれも喜ばない あたりえだ と笑ってすます。 

食事がたべられる 夜になるとちゃんと眠れ そして又朝がくる 

空気をむねいっぱいにすえる 笑える 泣ける 叫ぶこともできる 

走りまわれる みんなあたりまえのこと こんなすばらしいことを 

みんなは決してよろこばない 

そのありがたさを知っているのは それをなくした人たちだけ 

なぜでしょう。 あたりまえ 

また氏の企業が、昭和５２年に京都府下で、最初にリフト付車両を導入された。 

その理念は 「①人はみんな、移動して生きています。移動するから生活がありま 

す。②移動は、人としてあたりまえの権利です。空気を吸っていることと同じです。 

③移動制約者の社会参加を支援しましょう」 が根底にあったと振り返ります。 

そんな “あたりまえ” の思いが、右記の共同配車センターに繋がったのでしょう。 
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〈MY ROOM〉⑭ 藤 木 雅 博 

（新型インフルエンザ） 

こんにちは。今年は凄く厄介な事になってますよね。もう深刻ですって一言で片付けられないですよ。この状況って 

どう捉えたらいいか分からないです。皆さんの廻りはどうでしょうか？ウチの利用者さんでは家族さん等を含め数件 

お話は伺っていて、入院された方もおられました。このニュースが世界的に出回った当初は、「エライ事になってる 

わ」と思っていてまだまだ距離感のある話でしたが、ここ何ヶ月かで段々身近に迫ってきている状況が恐さを引き立 

たせますね。僕は今まで風邪以上の病気にかかって入院というものを経験したことがありませんが、今回の状況に対 

してはしっかりと対策を講じて過ごさないとダメだと感じました。ちなみに、僕達ビーオブエスとしては警戒の報道 

が出たときに対策義務を踏まえた文書を皆さんに配布して実行しています。と言っても僕達に出来ることは手洗い・ 

うがい・※マスク着用位しかないですが．．．。他に人ごみを避けるというのもありますが、こればっかりは正直避け 

ようが無いです。特定の人間が集まる場所（学校・施設等）では感染者が出たら一応対策が執れますが、不特定多数 

のその場所ではなかなかそうはいかないです。代表的なところでは電車・バス等の交通機関だったりするんですが、 

利用せざるを得ない上に誰が感染してるか（潜伏の疑いも含め）確認の取りようが無いです。ちょっと素朴な疑問な 

んですが、バスはテレビで見た事あるんですが、電車って毎日運行が終わった全ての車両に消毒的な処置はきちんと 

してるのでしょうか？エンジンや電気系統の安全面のメンテナンスは当然でしょうけども、衛生面なんかは今の時期 

特に必要ですから徹底しておいて欲しいとは思います。まあでも結局のところ乗客の意識の問題で、全員が全員イン 

フルエンザ対策をしているとは思えないので、完全な効果は無いでしょうけども。弱毒性ではあっても変異して強毒 

性になると恐ろしい新型インフルエンザですが、今のところまわりを見渡した感じごく普通の振る舞いですよ。それ 

ぞれ恐いなと思ってても、僕みたいに今までかかった事の無い人達が当然居て、まあ大丈夫と思ってるところがある 

と思うので、何か視覚的に実感出来ることがあれば意識するかも知れません。例えば電車に乗る時にはホームに消毒 

液があって必ず使用する事と、マスクしないと乗れませんとか．．．。まあ現実的に難しいですけども、ちゃんとせな 

あかん実感は持てますね。 

この通信を書きながら、インターネットで全国の医療機関からのインフルエンザの患者報告数が都道府県ごとに書か 

れている（一週間ごとのデータ）のを見てたんですが、人口密度が如実に反映されていて、東京なんかは前週の倍位 

の数字になっていました。 大阪も 2倍弱、 京都は 1.5倍弱．．．。 全国で一番多いのは沖縄なんですが、 これは以前ニュー 

スでやってたのをちらっと見た記憶があります。あそこは人口とはまた別の要素もあったんですね。基本的にインフ 

ルエンザウィルスは湿度の低い所で活動するんですが、温度も湿度も高い沖縄ではまず「何で？」という感じです。 

沖縄はリゾート地で、空港・各観光施設やホテルでは殆ど空調設備が完備されていて、設定温度を低めにしているみ 

たいです。その環境が湿度の低い秋を作り出してることになり、観光客でもし感染している人がいればウィルスを持 

ち込んで来ることになるのでウィルスの格好の活動場所になったのではないかと言われてるようです。 10 月頃に 

なると季節もすすんできて本格的に秋を迎えると思います。同時にこのウィルスもますます活発になってくるので 

しょうか？目に見えない物ってホント恐さを誘いますね。



日本文学館出版大賞 ポエム部門 特別賞 受賞 
澤井量子さん 受賞に大感激！ 

「私たちは余暇も充実したいと望んでいます！」と題し、前号でも紹 

介した澤井さんが、日頃の想いを込めた作品で見事にポエム部門で 

受賞されました。精力的に創作活動をされている同氏の心温まるポ 

エムを掲載させて頂いたのも記憶に新しいところです。先日「出版社 

に応募したポエムが特別賞を受賞しました」との嬉しいお便りをいただ 

きました。「・・・・・今までもらった評価で一番嬉しい賞をいただきました。 

私の夢である本の出版も・・・・・・・でも、読んでもらいたい両親も お世話 

になった先生方も もう亡くなりましたので・・・・・・」と綴られていました。 

ぜひいろんな手立てで出版できれば良いですね。応援します。 

編 集 後 記 

・Ｍｉｚｕｔａｎｉの視点は今回、紙面の都合でお休み 
させていただきました。決して打ち切りになっ 
た訳でも、異国の地を訪問して書けなかった訳 
でもありません。どこにも行ってませんよ。次 
号は通常どおり掲載予定です。 
・抵抗力が少ない私にとって、新型インフルエ 
ンザの流行は人ごとではなく驚異でもありま 
す。 “うつらず”・“うつさず”の想いで予防に心 
掛けたいですね。風邪が流行り出す季節でも 
あります。皆さんお気を付けください。 （Ｔ．Ｍ） 

・「当たり前に感謝して・・・」榑林さんのこの言葉 
が印象深い。今回の企画は,また旅行報告記が 
中心。私たちがごく「当たり前」と感じること 
が、そうでない場合もあるのですね。参加者に 
教えられることが毎回あります。次回はそれら 
も注意せねば・・・・・「あたりまえ」って難しい。 
・これからまた京都は紅葉の季節。多くの障害 
者も入洛されるはず。いつどんな場面でも、私 
たちの「当たり前」が障害者の方々の「あたり 
まえ」と合致すればって思いますね。 （Ｔ．Ｓ） 

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、 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。 

２００９年浜名湖・浜松方面一泊旅行収支計算書 

ご覧いただきましたように、今年も多くの皆さん方に楽しんでもらえ、また比較的厳しいお声も頂戴できた今回 

の旅行でした。 写真など満載の通信をお届けすることができました。ご参加いただいた皆様・ボランティアと 

して参加いただいた方々・社員スタッフなど全員の熱い思いで実施できました。 ありがとうございました。 

最後に、今回の一泊旅行にかかった収支のご報告をします。 

Ⅰ．収入 

１．皆さんやスタッフの参加費用 合計 ５６７，０００円 ① 

２．参加いただいたスタッフ田中様、村上様、また株主・平山様より頂戴しました 

現金ご寄付等 現金 ２０，０００円 ② 

現金総合計 ５８７，０００円 ③（＝①＋②） 

３．その他ジュースやお菓子など多くの飲食関係品を、出野様、竹内様、千幸様、藤木様、藤田様その他の 

方々よりも頂戴しています。 

Ⅱ．支出 

１．旅行会社・奈良交通支払一式 

・バス関係（高速・入場料等を含む） ２４３，１００円 

・保険・通信・その他費用 ２２，５５０円 

・ホテル宿泊料・２日分食費代等 ５６３，５９５円 

・ホテル宴会飲食等 ２８，５１０円 

合計 ８５７，７５５円 ｱ 

２．その他費用として、バス内飲み物やバス乗務員寸志や諸々の費用等 

合計 ２１，５８２円 ｲ 

支出総合計 ｱ＋ｲ = ８７９，３３７円 ｳ（＝ｱ＋ｲ） 

Ⅲ．この差額は、③－ｳ ＝ △２９２，３３７円となり、毎年のように出るこのマイナス費用は、 

今年も「ＬＬＰゆうりんの家」が負担しました。 

Ⅳ．この差額については、会費・賛助会員・チャリティーバザー・プルタブ・アルミ缶などの収益金を充当させ 

て頂いております。 バザーにおける手作り品などをご提供いただいている「アークカラープロジェクト 

泉先生」や多くの方々、又プルタブ・アルミ缶をご提供いただいている「たこ満」さんその他多くの方々の 

ご支援などに対しても、この場を借りて厚くお礼申しあげます。


