




一般的な旅行は集合場所から始まります。しかし私た 

ちの旅行は、全参加者のお住まいへのお迎えから始ま 

ります。他の機関では、集合場所からまた集合場所ま 

でが一般的ですが、集合場所へ移動する足を確保する 

のも、障害者には困難な面もあり、私たちは“旅行の 

始まりはお住まいへのお迎えか 

ら”と捉え、当初よりその信念の 

もとビーオブエス福祉タクシーの 

協力で送迎も行っております。 

私たちの旅行では、車椅子のまま乗降ができるリフト 

が付いた観光バスを利用します。通常の観光バスは乗 

降口に急な階段があり、また通路も狭く、乗降には難 

しい面があります。リフト付きならば車椅子のままで 

乗降でき、車椅子から座席への移動距 

離も少なく、障害者の身体への負担も 

軽減されます。しかし、リフトによる 

乗降は時間を要します。今年の旅行は 

参加者のうち車椅子利用者が 10 名で 

した。リフト利用での乗車の流れは、 

まずＡさんをリフトで上げ、Ａさんが座席へ移動して 

いる間にリフトで車椅子だけ降ろしトランクに積み込 

む。 この流れを 10 名分繰り返します。最初の乗降には 

約 30 分近くを要しますが、 何度も乗降を繰り返すこと 

で旅行が終わる頃には 1/3 程度の時間に短縮されてい 

ます。それでもトイレ休憩などはバスから降り、再び 

バスに乗るので、乗降だけでもかなりの時間が必要と 

なり、私たちの旅行はその時間も含めゆとりあるスケ 

ジュールを組んでいます。一般の旅行社のツアーはト 

イレ休憩も必要最低限の時間しかなく、障害者が気軽 

に旅行できない一面でもあります。 

障害者の旅行には付添者が必要な 

場合が多くあります。荷物を持ち 

運んだり、車椅子を押したり、食 

事・トイレ・お風呂・着替えなど 

日常的に必要な身の回りの介助を 

したり。また、旅行の楽しみの一つでもある買い物で 

は、 お土産物を手にとって見たり、 レジまで運んだり、 

支払いをしたりする際に付添が必要な方も少なからず 

おられます。しかし、そのようなことを安心してお願 

いできる付添者を見付けるのは、個人では困難な面も 

多くあります。私たちの旅行では、障害者介護に日々 

携わっているビーオブエスのヘルパースタッフや、関 

わりのある様々な方々に、ボランティアとして参加し 

ていただきご協力いただいています。 

障害者自立支援法の施行後、授産所など施設の体制は 

大きく変わり、旅行などが相次いで中止になっている 

と話しをよく耳にします。これは行政からの補助金と 

も大きく係わっているようですが、障害者の旅行する 

機会が減ってきたことは否めません。 そんな中、 会員・ 

利用者の方々から私たちの一泊旅行への期待が高まっ 

ていることも感じています。しかし、私たちも補助金 

などに頼ることなく運営しています。一泊旅行の費用 

においては、皆さんから集めた会費やご寄付と、障害 

者が毎週取り組んでいるリサイクル作業などの収益も 

含めて、 足りない分は田村理事長より負担しています。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

障害があろうと旅行へ行きたいと思うのは自然なこと。 

その想いに障害者も健常者も関係ありません。 しかし、 

前述のような障害がある故に難しい面などをサポート 

しながら想いに応えていくことも、 “人間らしく意義あ 

る生活を”をモットーにした私たちの活動です。 

バスの乗降にも時間を要します 

私たちの旅行はお住まいへの送迎から始まります 

スタッフ・ボランティアさんの協力が欠かせません 

障害者が旅行する機会が減りゆく中で… 私たちは… 

一泊旅行への私たちの想い 

「ゆうりんの家」では２００２年より一泊旅行を毎年実施しています。障害者の方々にとって、旅行は決し 

て簡単に行けるものではありません。それらのことを一般の旅行との違いとともに紹介します。 （文：水谷） 

２０１０年一泊旅行 収支のご報告 

今年の旅行も多くのご支援ご協力をいただき、参 

加者の方々に喜んでいただけました。ありがとう 

ございました。ここに収支をご報告申し上げます。 

Ⅰ．収入 

・参加費（会員・利用者 13 名 スタッフ 8 名）438,000 円 

・寄付金（水谷様・竹内様・村上様・田中様・吉野様） 

35,000 円 

・ゆうりんの家理事長 田村 耕様より 391,708 円 

収入合計 864,708 円 

Ⅱ．支出 
● 奈良交通支払一式 

・バス代、通行駐車料、乗務員・添乗員経費 316,950 円 

・宿泊・昼食・入場料（29 名分） 498,675 円 

・保険・通信・手配料（29 名分） 5,800 円 
● その他の支払一式 

・宴会飲料等 26,890 円 

・お茶菓子・ゲーム他景品代等 3,143 円 

・バス乗務員心付け 8,000 円 

・お土産代 5,250 円 

支出合計 864,708 円 

以下の方々より飲物のご寄贈をいただきました。 

温かなお心遣いに厚く御礼申し上げます。 

・出野様 ・青谷様 ・日本生命 木村様



障害者とのかかわりのなかで ― その２２ ― 

「高齢者､障害者にやさしい、住まい造りを目指して」 

株式会社佐久間建設 代表取締役 小 山 隆太郎 

私が初めて障害者と関わったのは、20 年前、得意先 

の奥さんがパーキンソン病で台所・便所・浴室等の 

改修工事を施工したことが始まりでした。その当時 

はまだ「バリアフリー」という言葉さえはありませ 

ん。改修後非常に満足されたことを覚えています。 

その時、初めて PＴ(理学療法士)という先生に出会 

いました。その後、そのことがキッカケで、「老いて 

も、人間らしく」をモットーに、「西陣福祉と住居改 

善ネットワーク研究会」（京都市の障害者住宅改修事 

業：いきいきハウジングリフォームの前身）の相談 

員として活動しました。その時手摺り１本で痛みが 

消え、寝たきりを防ぐクツ等を学びました。その結 

果、建築の技術だけでは無理だということを強く感 

じ、他分野（医療、福祉）とも連携し対応する必要 

性を理解するにいたりました。その後、わが社の経 

営理念のひとつに「高齢者や障害者にやさしい住ま 

い造り」の項目を加えることが、社会貢献の一貫と 

考えました。また㈱佐久間建設は、私が二代目で先 

代より、 マンション建築等が主でした。 平成２年で、 

バブルがはじけ売上が急速に減少し、その中で、バ 

リアフリー住宅へと少しづつ変化し、７年前から福 

祉施設（作業所、グループホーム、ケアホーム等） 

が多くなりました。平成６年からバリアフリー住宅 

を、本格的に手がけ、平成９年にはおかげさまで、 

京都新聞に、そういう住宅を目指していることが掲 

載されました。それと時を同じくして、京都中小企 

業家同友会に入会し、同時に障害者問題委員会にも 

所属し、知的、身体障害者と交流活動を中心に、併 

せてその啓蒙活動などにも積極的に加わりました。 

特に、障害者の劣悪な環境（就労実績が少ない、安 

い賃金等）の差別には、大きな怒りを感じたからで 

す。その後、障害者問題委員会活動の中で、精神障 

害者分野があることも初めて知りました。そして障 

害者問題全国交流会(障全交)の東京大会で雇用され 

ている企業があることを知り、早速、息子から自社 

も、就労体験からチャレンジをしたらとのアドバイ 

スもあり、結果精神障害系のＩ君を知り、同時に知 

的障害者のＫ君も加わり、週２回正 

月休みをはさんで、３ヶ月間、現 

場から出た端材を利用して、状 

差し（レターラック）作りの作 

業などを始めました。いちから 

の物作りのため、最初は戸惑い 

ながらも、Ｉ君は几帳面で丁寧に 

仕上げ、Ｋ君は作業は早いが少し荒 

い面があったものの、最後には結構慣れた様子で作 

業が順調に進みました。また 3 ヶ月後には、現場で 

の軽作業（掃除、片付け等）も上手くこなしました 

が、まだ職人とのコミュニケーションは、少し難し 

かったかなとも思います。しかしながらＩ君は、パ 

ソコンのデータ整理は難なくこなしていたので、現 

在でも月２回程度は、データ整理等で事務所にも来 

ています。また余暇活動において、市身連にはエコ 

ロベースチームがあり、 工務店大工、 保健士、ＰＴ、 

ＯＴ、障害者仲間等で編成され、その内のひとりと 

してガンバッテくれています。そして好きな人がい 

るようであり「結婚したいけど･･･」との相談もあり 

ましたが、早く一人前になって、自立をしなければ 

いけないと助言し、励ましているところです。 

最後になりますが、同友会活動のおかげで、働く仲 

間など障害者との出会いもしてゆき、それらの人た 

ちから私自身も教えられ、また多くの学びをするな 

か、、私と従業員との関係も大きく変わりました。 

最近読んだ本で、「生き方」というタイトルの書籍が 

あります（著者は京セラ名誉会長 稲盛利夫氏）が 

そのなかに「利他行」という言葉を知りました。他 

を利すると書いて「利他行」 即ち、我々の持って 

いる一番美しいもの、 それを “自分の幸せ” でなく、 

“他者の幸せ”のために使う、自分も嬉しいけど・ 

他人も嬉しい、そのために我々は何か出来ますかと 

いう、奥の深い仏教語です。 

これは経営者として大きな学びの言葉です。 

「いつでも不完全、死ぬまで不完全、だから頑張る 

んだよ！！」 

今年の通信の締めくくりとして、このコラムの担当は佐久間建設の小山社長と勝手に決めていました。 
小山氏は私が尊敬する先輩でもあり、京都中小企業家同友会・障害者問題委員会の責任者を氏から引継ぎ、 
京都市の障害者住宅改修「いきいきハウジングリフォーム」の相談員にも呼んで貰い、私の現在の障害者 
分野で幅を広げていただいた方でもあります。お仕事は建築会社を経営され、当然障害者にも優しい建物 
などもお得意で、当社がこの２月に実施した事務所移転に際しても、氏に担当頂き事務所部分と障害者が 
明るく暮らせる在宅感覚のホームなども併設していただきました。また障害者の雇用機会・体験機会を進 
める目的で、建築会社では珍しく、自社を各種の障害者の職場体験の場として提供されるなど、この分野 
と積極的に係わりを持たれています。氏が長年をかけて徐々に障害者問題を、ご自身のなかで育まれてき 
たことなどを感じながらお読みいただければ･････ こんな氏のお話しを今年の最後とします。 (塩谷）



「ぴかピカ」さんは、当社が入っている西京方面の利用者には必ず同時に入っておられ、私どものヘ 

ルパーがいつも「ぴかピカさんって凄いですよ！」 「なにが？」との私の問いに、「入らはる時の姿 

勢からして勉強になるんです」とどのヘルパーもいつも感心しています。 「それはなんでなの？」 

そのあたりのことをぜひお聴きしたく、厚かましくも事務所所在の亀岡市に向い、二階堂理事長と開 

設以来苦楽をともにされてきた朝戸香織管理者に、お話をお伺いしました。 

二階堂理事長は、自らも重度障害があ 

りながら、事務所の開設に至った経 

緯など、詳しくお話頂きました。こ 

の話を聴いていると、当社の立ち上 

げ時の田村会長と通じるものを感じ 

た。介護に来るヘルパーが少なく、 

切羽詰ってわらをもすがる思いで、 

訪問入浴の看護師だった朝戸管理者に介護を頼んだ 

ところ、彼女は後先を考えずただ「困ってるのだか 

ら」という理由で仕事を辞めて二階堂宅に飛び込ん 

だことこそが『事業所の原点』です。 

ヘルパー派遣での「もっとも重要なことって何です 

か？」とのっけからお聴きしたら『入るときは、人 

対人で立場的には同等なのです。同じ目線になるよ 

うに･･･より添うこととかなぁ』 “利用者の目線 

で･･･”という語を取材中何度もお聴きした。 『幸い 

私が練習台？』と笑われます。『痛い・痒いの感覚は 

ヘルパーと云えども、 健常者には理解しづらいもの』 

これこそが「ぴかピカ」らしさか。 『それが相手に 

とって居心地よさ、つまり私達にとっても楽にな 

るんですね』 『それはたどたどしくても良いんです。 

気持ちがあれば･････ 利用者側にもそう思っても 

らえれば良い』 『ヘルパーの支援を待ってくれる人は、 

その存在価値を求めておられ、あの人が来てくれた 

ら･････ それが結局はヘルパー自身が幸せになるこ 

となんです。私たちの取り組みは、ヘルパー自身も 

幸せになれるように導いてゆくことかな』特に同事 

業所は、重度訪問介護が６割を超える先で、ヘルパ 

ーが長時間入ることにより、お互いに良い空気が漂 

い、そしてヘルパー自身も幸せに感じられる、そう 

いう関係でありたいと切望されている。 「利用者の目 

線」とは「利用者の側に立つ」こと。私たちの世界 

は看護師さんが入れば嬉しいが、以前採用希望者の 

入浴介助を見たとき、人馴れし過ぎてモノ扱いして 

いると看護師も採用されなかった。事業者としてす 

ごいなぁと感じた。「同業者に期待されることは?」 

との問いにも『誰を見ているのかなぁと正直思うと 

きもありますね』 『この人にとって、何が必要なんだ 

ろうと･･･』こういうときは、 企業利益をド返しした 

感覚になられる。でも『企業経営なので、従業者の 

精神的安定がその基本になります。そのためには、 

移動時間も待機時間も労働時間に算入して、給与を 

支給するという配慮をしています。お二人とも『人 

は人と係わることで、心豊かになり、それが利用者 

さんにも私達にも良い影響を及ぼすと 

信じています』と口を揃えます。 

「入らはる時の姿勢からして勉強にな 

る」意味がちょっと分かった気がしま 

した。二階堂理事長、朝戸管理者 あり 

がとうございました。 （取材：塩谷） 

水谷隆司社員 京都府知事表彰を受賞 【今回 MIZUTANIのRONTEN は休止します】 

この９月 15 日(水曜日)に水谷隆司社員が京都府・山田啓二知事から表彰を受けました。 

この表彰は、障害を抱えながらも旺盛な勤労意欲を持ち続け、優秀な勤務成績をあげた 

方々が対象になっています。受賞に至るきっかけは、ある会合での氏の講演から始まり 

ました。それを市役所職員が聴かれ、障害保健福祉課で企画されていた「はたらく障害 

のある人の夢」という冊子で紹介されました。冊子には氏が講演で述べられたことが綴 

られています。「卒業したら普通の人と同じように働きたい」その思いを自分なり 

の言葉で語りかけました。そんななか、この話が京都府の方にも感動を与え今回 

の受賞候補になり、事務所にも来社され、いろいろなことをご本人とお話されま 

した。「氏の一言一言が心に響きました」と云われ、今回の受賞の原動力にな 

りました。「障害があっても私にできることがある、 私にしかできないことがある」 

まさに氏がビーオブエスで実践されていること・それが受賞の実現です。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

第３回 「ホームヘルプセンターぴかピカ」篇 介 護 事 業 所 じ 
゛ 

ゅ 
゛ 

ず 
゛ 

つ 
゛ 

な 
゛ 

ぎ 
゛ 

事業所の概要 
・法 人 名：NPO 法人自宅生活応援団ぴかピカ 
・所 在 地：〒6210023 

京都府亀岡市曽我部町寺広畑 29-1 
TEL 0771222132 

・事 業 内 容：居宅介護、生活介護 他にもある 

二階堂理事長 

朝戸管理者



坂本龍馬を、私たち２人も今年一年絶大な支持で迎えた。「１週間が待ち遠しくて」と異口同音に 

そう訴え続け、その思いを様々な角度から書き綴った全４回。「淋しくなるねぇ」そんな人たちが 
わが国にはいったいどれほどいるのだろうか？ 最終回はそういう人たち全ての思いを込めて･･･ 

企画：福祉輸送事業部 湯浅・水谷 

薩長同盟を成し遂げ、寺田屋騒動ではひん死の重傷 

を負い、そして次はいよいよ幕府との戦いです。大 

河ドラマも最終章に入り龍馬の暗殺へのカウントダ 

ウンが始まりました。龍馬が亡くなる一年前は龍馬 

の人生の中でとても色濃く生きた時間かもしれませ 

んね。いろは丸事件では御三家の一つの紀州藩から 

万国公法を用いて莫大な賠償金を受け取ることに成 

功しました。そして幕末史上最大の大仕事【大政奉 

還】を成し遂げました。 

龍馬が生まれ育った土佐は徳川家に忠誠を尽くした 

山内一豊公が関ヶ原の戦いの功績で賜った土地でそ 

の流れからすると大政奉還を唱える土佐藩は大恩あ 

る徳川政権を返上させるいわば飼い犬に手を噛まれ 

る状態になりますねぇ・・・・・！ 

建白書を書かされた山内容堂公も断腸の思いだった 

でしょう。それはさておき泣き虫で寝小便をしてい 

たあの土佐の少年が幕末の日本を揺るがす大編成を 

やり遂げてしまいました。 そうなると潰される側(徳 

川家)からのターゲットになるのは当然でしょうな。 

さらに龍馬自身も刺客を送り込まれることを十二分 

にわかっていたうえで行動するようになっていき、 

どんどん行動範囲が狭くなるなかでいよいよその時 

【龍馬暗殺計画】がやってきます。 

これから先は私自身正直言って、あまり書きたくな 

いのですが書くとくやしさが増してきそうで・・・ 

以前の章でも触れましたが龍馬ほどの剣の達人が剣 

も抜かず（抜けず）ピストルも使わず（使えず）僅 

か数分の死闘の末に倒れてしまうとは・・・実行犯 

や黒幕ははっきりしてませんが一説によると近江屋 

に共にいた過激派とも言われた【陸援隊長】中岡慎 

太郎のほうが龍馬よりも刀傷の数が多くありターゲ 

ットの中岡の暗殺に龍馬が巻き込まれたのではない 

かと言われています。歴史には“ｉf” 【もしも】は 

ありませんが“あの時”に土佐藩が援護にきていれ 

ば・・・・・・・悔やまれます・・・・・・・ 

最期に坂本龍馬にまつわる逸話として日露戦争の最 

中、昭憲皇太后の夢枕にひとりの侍の影が立ち、「微 

臣坂本にございます。このたびの海戦、皇国の大勝 

利に間違いありませぬ。不肖坂本、皇国海軍を守護 

しておりますゆえご安心願いあげます」と言い残す 

と消えたといいます。皇后はこの人物を知りません 

でしたが、宮内大臣田中光顕（土佐勤王党出身で陸 

援隊幹部だった）が、龍馬の写真を見せたところ、 

皇后は間違いなくこの人物だと語ったそうです。事 

の真偽のほどは定かではありませんが、この話が全 

国紙に掲載されたため、坂本龍馬の評判が全国に広 

まる事となったそうです。日本海海戦で大勝したこ 

とで、皇后の御意思により京都霊山護国神社に『贈 

正四位坂本龍馬君忠魂碑』が建立されました。死し 

て尚、日本国民のヒーロー的存在の龍馬は永遠に 

我々の心のどこかで海援隊長として航海しているで 

しょうねーっ！ いやーっ 龍馬はまっことええ男 

ぜよ！ 

一年間、龍馬の足跡をたどってきました。私の思い 

のみで綴ってしまいましたが皆様にはお楽しみいた 

だけましたでしょうか？ 京の街は歴史にあふれて 

います。龍馬だけでなく、古くは平安時代から幕末 

までの偉人伝説が数多く残る地。興味がある方は今 

一度、 一千年以上の歴史に思いを馳せて 私たちと共 

に【ＫＹОＴО】を巡ってみませんか？ 

きっと思いがけない 新しい発見がある 街ですよ！ 

龍  京都 馬  紀行  第五回 最期の時 ～ラスト龍馬～ る ざ れ ら 知 

私たちの活動にご支援・ご協賛を賜りありがとうございます 
日頃より、私たちの活動にご支援とご協力を賜りありがとうございます。 「ゆうりんの家」の運営は、多くの 

方々の温かいお心より成り立っています。ここにご厚志を賜りました方々をご紹介申し、お礼のご報告にか 

えさせていただきます。また「ゆうりんの家」の会員の方々の年会費納入は下記のとおりです。まだの方も 

よろしくお願い申し上げます。なお、原稿の締切の関係で、ご芳名のご紹介が間に合わなかった方々につき 

ましては、次号以降の紙面にてご紹介させていただきます。 （順不同・平成 22 年 11 月 20 日現在） 

●賛助会員納入者ご芳名 

・千幸様 

・平山 真矢様 

・岡本ゆかり様 

・紺田 準子様 

・木下 茂 様 

●年会費納入者ご芳名 

・豊島 正利様 ・平山 真矢様 

・西地 慶直様 ・岡本ゆかり様 

・矢野 喜一様 ・坂 しのぶ様 

・坂根 高志様 ・田口 邦治様 

・鈴木 茂司様 ・中村 聡子様 

※未納者５名 

●その他ご協力者ご芳名 

（空き缶・ペットボトル・プルタブのリサイクル活動などへのご協力） 

・西村様 ・森崎様 ・泉様 

・増田様 ・榊原様 ・吉田様 

・金岡 耕祐様 ・松岡 聡子様 

・山下 博之様 ・高野 直樹様 

・渡邉 祐太様




