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facebookを開設 しました !

この度、自立生活センター・エコーでは、初めて 「facebookJを 開設

いたしました ! 以前からホームベージやブログを使つてエコーの活動

をご紹介 していましたが、CILの仲間たちはもちろん、障 害者 建 常

者の垣根を越えて、エコーの活動を広く知つていただいて交流 を深め

ていくために、laccbookは とても有効なツールではないかと考 えたた

めです。

作成・更新作業 の担当は、以前からエコーのホームページとプログ

も作成・更新 してくれている、エコーの仲間の小野栄 iさ んで、今回も

プロフィールの写真は何にしようか?カバーの画像はどんなものにし

ようか ?な ど、小野さんを 中心にデザインを考 えたりしました。

エコーでは、この facebookを使って、以前にもまして ドンドン情 報

発信をしていくつもりですので、一人でも多くの皆さんに開費・ リンク

していただければ、とてもうれしいです !
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なお、facebookア カウントの字数制限の関係で、アカウント名は

rCILエ コーJと なつています。どうぞ、よろしくお願いいたします !

CILエ コー facebook:https:〃― facebook cm/echo ci1 9

,ん tlさ   い せ ヽとひろ

(文責 :井瀬政裕 )

口 Ⅲ ,  ,■ ・

OLエコー facebookのトップベージ



け ん かいさい

「エコー研」を開催しました

がつ  しムく しかい  ようす

7月 の 食 事会の様子

がつ  しょく しかい  ようす

8月 の 食 事会の様子

9月 の食 事会の様子

(過去最高の参加人数でした !◎ )

毎月行 つているエコー研、 7月 から9月 までの内容は

以下のとおりでした。

7月  映画『潜水IIRは 蝶 の夢を見る』について語り合

いました。

・ 8月 映画『くちづけ』について語り合いました。

・ 9月  「車いす生活をアクティブに !Jと いうテーマ

で、インターネットの動画を見ながら語り合いまし

た。

エコー研が終わつた後は、みんなで食事する食事会

を行 つています。こちらは障害者 健 常者を問わず参

加してもらつていて、介助者も含めて無礼講の楽しい食

事会で丸

関心のある方は、ぜひ覗いてみてください !(^^)/

なお、エコーの仲間の小野栄二さんが、エコー研につ

いて文章 を寄せてくださいましたので、ご紹介させて

いただきます。

(文責 :井瀬政裕)

エコー研は初回から参加 していまう、 毎回テーマが決

まつていて、そのテーマに沿つた映画について参加者同

士で話 したり、スライ ドを使用したブクチャーが行 われ

たりして勉 強 していきます。当初は参加者は障 害者だ

けでしたが、途 中から健 常者も参加できるようになり

まして、障害者・健 常者の区別なく一緒に勉 強 を行 う

ようになり健 常者の意見も聞けるようになりまして、色

々な考 えが人それぞれあるのだと改 めてその多様な考
つ●    さん ,     ん`さt,

えに感心します、 これからも続けて参加 して勉 強 してい
お t

きたいと思います。
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(文責 :小野栄二)



エコーの仲間たち
均
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やまもとともあき

山本智明さん

し ,つせい,・つ  はじ      ねん      かんそう  こん ご  もくびょう

～自立生活を始めて 3年たつた感想 と今後の 日標 ～

僕が自立生活を始めて早くも3年たちました。この 3年間は早くてとても長

く感 じています。

初めの 1年は何をしていいか分からず、介助者にどういう指示をしていいか

わかりませんでした。いろんな人から色々提案 してもらつたりして少しずつ慣
ねん カ なが  ,ん 0と      おし

れていきましたが、 1年目はとても長く感じました。いろんな人から教えても

らう1年でした。

2年 日に入ると少し落ち着いてきて介助者に指示をしやすくなり、うまくや

れるのでないかと感じましたが、 2年目の途 中で33年ぶりにインフルエンザ

にかかり入 院しました。とてもビックリしてやはり歳を感じました。

介助者に指示を出しながらの生活が 3年たつた今、お互いの気持ちが分かつ

てきたところですが、やはり細かく指示をしないといけないこともあります。

でも、これが本当の自立生活だと思い、これからも僕は介助者に指示をしてい

こうと思つています。

ふりかえるといろんなことがあつた自立生活ですが、嬉しかつたことや楽し

かつたこともたくさんありました。朝起きて車いすでベランダに行つて夜明け

のコーヒーを飲みながら煙草を吸えたこと、介助者と一緒に公共交通機関で行

きたいところへ行けたこと、スーパーマーケットで好きな食 料品をゆつくりと

選んで買い物ができること、夜お風呂あがりにコーク・ハイを作つて飲めたこ

と、友人の熊井さんの家に電動 車いすで行けたこと、自分で作つたお好み焼き

がとてもおいしかつたこと、どれも施設では絶対にできないことばかりでし

た。ピア・カウンセリング集 中講座に参加 して多くの仲間ができたことも良か

つたです。いま一番に嬉しく思うことは、僕が近所のコンビニに行くと店員さ

んの方から挨拶してくれたりして、施設ではなく地域で暮らしていることを感

じれることで丸

これから自立しようと思つている方に伝えたいことは、自分の人生は思い通
tん     がん 蔵

りになるということを信じて頑張つていけば自立生活ができるということだと

思いま
‐
九 自立したいと思われる方は、自立生活センター・エコーという団体

に相談をして 「こういうふうに生きたいJと 言えば必ず支えてくれますよ。

僕の今後の日標 は、今の生活を維持しながら少しでも長く家で生活をしてい

こうということで九

それと、もうひとつは健常者の気持ちを聞いてあげたいと言う気持ちがあり

ます。それが今の僕の夢だと思います。

ヽ グ終 ふさ 多ぷ S

'卜
′` も ヽ

多`

|=く も く

生活を
す こ

維持しながら少し

僕の今後の目

標 は、今
ヤヽ  じ

でも長<家で生活

をしていこうとい

うことです。

それと、もうひと
けんじょうしゃ   さ

つは健 常者の気

持ちを聞いてあげ
セヽ き  も

たいと言う気持ち

があります。
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くまちやんの

じりつどばん

今回で 11回 目の熊井さんの「じりつごはんJです。今回は、一人分のカレーライスを作ったとき

のことをの書いてくださいました。毎日料理をして、その料理の工夫を楽しみながら一人暮らしを
III I

エンジョイしている熊井さんらしいなぁと思いました③

(文責 :井瀬政裕)

個入れて、また味見しましたO パンチが欲し今回は『カレーライス』を作ったときのこと

を書きま丸

1人分のカレー作りはむずかしかね～ !○

「じゃがいも1個 を縦に半分切つて、それを適

当に細かく切つて、にんじんもうすめに切つて

ね。J「 うすくで、いいとですかあ?」 と介助

し,  tぶ ん                              はんメん

者、自分は「うすくでいいよ!6たまねぎ半分

も、うすくおねが～い lJ Jと 言いながら、お

肉は 1パックの 1/4をお鍋に全部入れて、水を

小つちゃいお鍋に半分まで入れてもらい、その

中に切つた野菜とお肉を入れて煮込んで、 1番

最後にカレーのルーを 1個入れるか
'2個

入れ

るか?迷いましたO  「1個がいいかな?2個

がいいかな?◎Jと言つて、まず 1個入れてみ

たら
'い

いやん !⑭匂 そして、カレーのルー

がとけてから一度味見をしてみたら「もうちよ

つとうすかね～もう1個入れようか ?」 と言つ

て、もうちょつと物足りなかつたから、もう1

とぅlrん t,ん

かったので豆板醤 をちょこつと入れました◎

それでもう一度味見したら「オッケー!tバ ッ

チ、グー !③J l人分のカレーの出来上がり !

◎

「くまちゃんクッキングIi Jで したO

こんなふうに、いつも自分は料理を楽しん

でいます。料理をするのは楽しいですよ !

(A_人)v

ぶんせき  くま 1ヽ え み こ

(文 責 :熊井恵美子 )
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休 日は家でノンビリ過ごしてます
思うに最近この日記には、自立生活センターの活動

に関することばかり書いているような気がするので、

今回は私 の休 日の過ごし方について書いてみようと

思います。

ただ、過ごし方といつても、一言で言えます。家で

ノンピリ過ごしてます (笑 )。 私 は、どちらかと言え

ば、いえ、どちらかと言わなくても、かなりのインド

ア派だからです(笑 )。

では、何をしながらノンビリ過ごしているのかとい

うと、時折思い出したように(笑 )読書にふける以外

は、パソコンの前に座つたまま、YouTubeな どで動画

を見たり、ネットゲームをしたりして過ごしているの

で九

まず、YouTube.皆 さんの中にもご同様の方がいら

つしゃると思いますが、あれつて、ついつい続けて見

ているうちに気がついたら思わぬ時間が経つています

よね?ネ ?ネ ?(笑 )少なくとも私 はトイレをは

さんではいても気がついたら2時間以上経つていた

などというのはザラです (汗 笑 )。 内容としては、音

葉やアニメ、題藻の実T難冒 や潟議鼻盤冒 、そし

て、もうひとつの趣味のOO(これに関しては、この

日記に書くネタが尽きた時のために取っておきたいの

で今は内緒です(笑 ))など様々です。

次に、ネットゲーム。実は今まで “パソコンでは"

ネットゲームはやっていなかつた(と いうのは、実は

スマホでは以前からやっていますので―( ^:))ので

すが、最近、音好きだつたファンタジー小説をテー

マにしたネットゲームを見つけて、そのゲームにハマ

わせ          な iえ            と,

つてしまいました(汗 )。 ゲームの名前は『ロードス島
tlん さ しoう 0ん     まえ         =ん

戦記オンライン』。これは、 十年ほど前にかなり人

気があつた知る人ぞ知る、知らない人は全 く知らな

い(笑 )フ ァンタジー小説『 ロー ドス島戦記』のス ト

ーリーをもとにオンライングーム化したものです。

昔 この小説が好きで全巻揃えたほどでしたし、プレ

イヤー同士のグループ (ネ ットゲーマーなら知つてい

ると思いますが「ギル ドJと 言います)な どで他のプ

レイヤーとチャットで交流 できる楽しみもあつたり

して、ついハマってしまつたのです(^^;)ただ、こ

のゲーム、もう 1年以上前から始まっているため、
=わ
周りのプレイヤーのレベルは200と か400と か以上

たい      わたし

なのに対して、私 のキャラクターのレベルは今わず

か 25(悲 )なので、今は一所懸命にレベル上げに
つ と ■ く あせ 十‐みん t,ん

化している井瀬であります…(汗 笑 )

追伸 上 .・Lでサラリと流した読書についてです

が、これも機会があれば、 というか、この言記に書く
つ     とき      ' お 1

ネタが尽きた時にでも書いてみようかと思つています

(笑 )。

努めてます。そのため、少なからず (汗)睡眠時間が

短 くなつていることが大反省点ではありますが一

(^_^;)

,oた し  ぃま  きoう 0つ   いえ

とまぁ、このように私 は今、休 日は家でノンビリ

とIIbご していま丸 そして、 (も う少し外 出の機会

を増やしてもいいんじゃない ?( ;)〉 という自分自

身の心の声に対して、 (一 日家でゆっくりして身体

を休めつつ、好きなことをしてストレス解消 にもな

ってるから、これで良いんだよ !(笑 ))と 自己正当

～5～
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自立生活センター・エコーの事務所は、JR下曽根駅

から徒歩7分のところにあります。その JR下曽根駅横

には大型のションピングモールがあり、通 称 |モ ー

ルJと 呼ばれています。実はこのモールは、私 の自

立生活の体験を語る上で、決 して外すことのできない

思い出の場所だつたりします。今回はちょつと昔 を

思い出しながら、そのエピソー ドをお言舌しさせてもら

いたいと思います。
で  ヽ●(■    '|

お も

「初めて自分をほめてやりたいと思つた」
た さ ■,

～駅積のシヨツピングモールヘの月ヽネ行 ～

モールは 1994年 にオープンしました。出入口や通

路、エレベーター、 トイレなどを、高齢者や障 害者
,い 0●     ■たち(丼■

よぅ●,,   4

とや貨物用のエレベーターを使つてホームまで行つた

ことは、よく覚えていません。手す りに腕をからま
おξ    しti ''え さ え t

|た     |た 0ナ     ` ●    |ん    ●,t  し,='く る
=

員が 3人迎えに来ており、慣れた感 じで私 の手動 車

いすを持ち上げ、長い階段を上って下りました。

か
第

見ていて、だんだんと自分も同じような欲 求 を持つ

ようになつていきました。

自立生活センターの仲間に出会つて 1年後、私 は

一つのチャレンジを自分に課 しました。それは自宅近

くの JRの駅から一人で電車に乗り、 6つ離れた駅横

にできたモールに行つて帰つてくることでした。

当日はとても緊張 していました。切符を買つたこ

せ、30分程揺られた後に、下曽根駅に着きました。駅

が利用しやすいように配慮した建築物として、当時か

なり注 目を集めていました。それは私が大学を卒業
し |と ,ヽさ,う ●

", 0   `ど
                    tt'|｀ い

して地元北 九 り11市に戻つたころのことで、障 害をも

って 5年がたっていました。

ちょうど同じころに出会つた自立生活センターの仲

間は、みんな一人でバスや電車に乗って外 出 を楽し

んでいました。当時、私 は住 宅近くにあるスーパー

マーケットに 人で出かけることはあつても、公 共

交通機関を一人で利用した経験はありませんでした。

しかし、行動的で、日々の生活を楽 しんでいる彼らを

モールではまずお昼を食べました。それほど空腹で

もなかつたので、ミスター ドーナツに行き、2つほど

買つて食べました。そしていよいよ「トイレ介助をお

願いするJ段になりました。それまで家族や介助者以

外の人に、 トイレ介助を頼んだことはありませんでし

た。
:た ■●, ●

=■
            ■=  |●

 i    =■ ■0      :ぎ
',

身 障者用 トイレのすぐ横の売場に、親切そうで手際

の良さそうな男性店員を見つけ、声をかけました。

「すいません。ちょっと用をたしたいんですが、

伝つていただけませんかJ. 心 の中で何度も練 習
==ら

  ,|  ■● =  れた10'

‘
手

し

たセ リフです。その人はちよっとためらいを見せ、

「私 でできますかJと 聞いてきたので、 「人丈夫で

すJと答えました。

当時の私 の排 尿 というのは、ズボンの裾を膝 まヽ

でたくし上げ、すね辺りにつけたビニール製の尿 パッ
,ら                き

グを、先端のキャップをゆるめて、空にするという作

業 でした。そして無事、介助をしてもらうことができ

ました。

文房具売り場で小物を買つた後、下曽根駅に向かい

ました。そして行きと同じ行程をたどり、無事、 私 は

家に帰 り着くことができました。

障 害を持つて以来、自分はつまらない存在になつて

しまったと私 は感 じていました。 しかし、その晩、

私 は自分の勇気をはめてや りたいという思いで、l18が

いつばいになりました。 障 害を持つて以来、自分自身

のことをそんなふ うに思えるのは初めてのことでし

た。

その後、私 はそれまであきらめていたことに次々と

チャレンジするようになりました。モールでのこの体

験は、私 の人生を変える大きなきつ力ヽ すとなりまし

た。今そのすぐそばで自立生活センターの活動をやつ
,九 ′ス  `ん

ているのは、何か しらの運命を感 じて しまいます。
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りょう り ぶ おこな

7月 11日 (火曜)に、久し振りに「エコー料理

部」に参カロしました。メニューは「スタミナ焼き

うどんJと 「中華風かき玉スープJで した。スタ

ミナ焼きうどんって初めて聞いたので (ど ういう

焼きうどんかな?)と 思ったら豚肉とネギたつぶ

りの料理でした。 中華風かき玉スープも 〈どう

いうスープかな?)と思つたら上ねぎとトマ トと

「エコー 料 理部」を 行 いました

りょう り  つく  お         わら てるい

料理を作り終えてニッコリ笑う照井さん◎

わたし  いヽ

ぶんせさ  てら , ■ ひろ

(文責 :照井千裕 )

セッション会

エコー研

エコー料 理部

VTプ レイ筒露裂

セッション会 +

卵 のスープでした。 私 は今まで トマ トソースと

か トマ トスープとか食べられなかつたのに、料 理

部で自分で作つてみたら食べれるようになつてた

ので嬉 しかつたです。

◆7月◆

7月 6日

7月 8日

7月 11日

7月25日

4月29日

セッション会

エコー研

エコー料 理部

セッション会 +

◆9月◆

9月 1日

9月 9日

9月 15日

9月21日

9月∞ 日
きょうりょく      こうこうない

協 カ プレイ同好会

◆ 8月◆

8月 5日

8月 10日

8月 19日

8月26日

TTプレイ闇露答
セッション会

エコー研

セッション会 十

ねん  がつ    がつ  かつどう き ろく

2017年 7月～9月 活動記録

～7～



かつどう  ささ           かいいん  ばしゅう

活動を支えてくださる会員を募集しています

かいいん そ しき      かいいん         きなん じ  ゆうそう                し

エコーは会員組織です。会員になると機関紙の郵送やイベントのお知らせをさせていただきます。
とうだんたい  しoし   さんどう  うえ    にoうかい

当団体の趣旨に賛同の上、こ入会ください。

正会員 一□ 3000円 (年間) 会の主旨に賛同 し、 協 力 する個人、または団体

読者会員 ―□ 500円 (年間) 機関誌購読を希望する個人、または団体

入会を希望される方は、会費を以下の□座までお振込みください。何□からでも結構です。振込用紙
つうしんらん    かい0       きに0う

の通信欄に「会費Jとご記 入 ください。

ゆうちょ銀行 振替□座記号番号  :01760-6-163716

□ 座  名  義  :自立生活センター・ エコー

(他の金融機関からの振込の場合)碧警179 当屋濱整 雷屋警雪o163716

わたくしこと  さ
`,L"く

         さいさん  わた●                  ´

私 事で恐 縮 ですが、最近の私 は「やることJが増えてきています。この

「やることJを 「やらないといけないことJが増えていると捉えると些 かシン ド

イと言えるかも知れません。 しかし私 は、 「やれること=できること」が増えて

いるのだと考 えています。そして、できることが増えることは自分の可能性が増

えることであり、とても有難いことだと思います。ガンバロウと思つています !

p( )q(な お、今回の編集 後記は少なからず意味不明になつてしまったことを
わ                 お■わら■

お詫びしておきます (汗 笑 )。 )

バんせさ  い t● ●さ0ろ

(文責 :井瀬政裕 )

〒800-0217
ふくおかけんきたきゅうしゅう し こ くらみなみ く しも そ ね  らょう め  じん   こう

福岡県北九 州 市小倉南 区下曽根 1丁 目2番33号

電   話 :093-982-2993

ファックス :093-982-1131

メ ー ル :cl―echoOcrv.bbiqJp
ホームページ :htoソ/-l bbiqjp/cn echoヵndex html
facobook:htxジ/― facebookcom/echoo1 9
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