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4月 1日 より、それ まで行つていたエ コーのイベン トや活動のほぼ全

てを、休止す ることに しました。 また、4月 1■ばか らは、事務 をする者

2夕1以外は、 自宅勤務 としま した。

私 も含め利用者 6名 は、なんらかの疾病を抱えている者ばか りで、コ

ロナ ウイルスに感染 した場合、命が危ぶまれ ます。利用者、介助者、そ

の家族に対 して、 3密の回避、不要不急の外出の自粛、マスクの常時若

用、手洗いの徹底など、生活全般の大幅な見直 しをお願い しま した。

介助派遣事業所に 1)、 感染者が出た場合、被害を最小限にするため

に、利用者 ごとに介助者のチーム分けを して t)ら いました。また、感染

者が出た場合の詳細な対応マニュアル も、事業所 と協力 して作成 しま し

た。

福岡県は、 4月 は じめに感染者が大勢出て、緊急事態宣言も出された

のですが、その後は徐々に落ち着いてきていま した。私たちの住む北九

州市では、 1日 の感染者数 0人が、 3週間続いていま した。 ところが、

その北 りし州市で、緊急事態宣言解除後の 5月 23日 に、 3名 の感染者が

出ると、それ まで市内で 77名 だつた感染者が急増 し、なん と244名
にもなって しまいました (6月 26日 現在 )。 このことは、正直 とても

ショックで した。

辛いここ 1週間では、感染者は 8名 とかな り少なくなってきま した。

しか し、まだまだ、感染の可能性は高い と思われます。過去のこととし

て、話せ るようになるまで、気を抜かずに、注意 していきたい と思って

います。

(文責 :児玉良介 )

北海道北見市の自
立生活センター北

見の方たちが、布
マスクを大量に、
プレゼントしてく

れました。

北見の皆さん、本

当にありがとうご

ざいました。

(*^_^*)
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≪畿ちゃん珍

けいoどは⑮
熊井 恵美子

今回で 18日 日の熊井 さんの 「じりつ ごはんJです。今回は、新型 コロナ ウイルス問題で自lT■ 7舌

を強い られている中、熊井 さんが、いろいると料理の工夫を しなが ら生活 している様子を書いて くれ

ました。私は、料理好きの熊井さん らしいな～ と思いま した。皆 さんは、いかがですか ?( )
なお、この原稿は、本号のために 5月  :句 ごろ早々に寄せて くださった ものなので、今 とは少 し社

会の状況が違 つているか もしれません。その点をご r承 くださぃ。 (文責 :井瀬政裕 )

スポンジケーキとかチーズケーキも、まだ考え

中です。ふくらし粉の調整が今ひとつ分か りませ

ん。まだまだ勉強 しないといけないかも。やつば

り友達に聞いて作るつもりです !

話は変わりますが、昨 日「チデミJを 作 りまし

た。まぁまぁ成功かな (笑 )

今、皆さん 1)家でいろんなものを作つていると

思いますが、自分は最近インターネッ トでお料理

サイ トの 「クックパッドJを 見ながらいろいろ

作つています !作つてみたら意外と面白いです

よね♪昔はクックノ`ッドとかなかったから、お「

理本を見て作つてましたよねぇ。時代と共に料理

t)変 わつていきますね !◎

【熊井恵美子さんプロフィール】

障害 :脳性マヒ

6☆歳 (前 た`です !(笑 ))

手押し中:いす使用

40年以 卜の施設生7Tを経て自立。

自立41活 10年 日.

「エコー通信Jを読んでくださっている皆様

へ。今、新型コロナウイルスで大変ですね ! 自

分も、今、家ばかりにいて、毎食、自分の食べる

料理を考えています。料理は楽しいけれ ど、奥が

深いです。

自分は、この 3ヶ月で、ケーキを作ったり、オ

ムライスを作つた りしています。朝食は簡単にし

て主に小魚を食べてます。それとか、団子汁も

作つてみました。今までみたいに皆で食べれない

から、あまるんだよね― !(^^:)で も、作つた

からには食べないと、もつたいないから、2日 か

けて食べてます。「時にはテイクアウトも、いい

かな ?Jと も考えています。

皆さんも、それぞれの家で、いろいろ考えてま

すよね～ 早く自粛生活が解除されて、自分で買

い物に行つた り、外食 したり、したいです。今、

自分が一番食べたいのは、お寿司で―す !◎ で

も、まだ自粛生活が続 くみたいなので、まだま

だ、料理の勉強をしようと思つています。皆さん

も、いろんなアイデアがあったら教えて下さい

ね !!
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エ コ ー の 伸 間 た ち
今回の 「エコーの仲間たち」は、山本智明さんと中川理絵さんのお二人の近況報告を、まとめてご紹

介させていただきます。お二人とも障害は脳性マヒで、エコーの支援で自立を果たした仲間ですが、山

本さん(52歳)は 30年以上の施設生活を経て自立 7年 日、中川さん (5☆歳)はずっとご家族と一緒に

生活されていて今年の 4月 に自立 したばかりの方です。お二人の自立生活の様子や想いが込められた、

素敵な近況報告だと思います !(^^)

なお、この原稿は、本号のために5月 末ごろに寄せてくださつたものなので、今とは少 し社会の状況

が違つているかもしれません。その点をご了承 ください。           (文 責 :井瀬政裕 )

ち
山 本 智 明 さん

]

。さ ′ぷ絆さ ′ポも

↑ラジオパーソナ

リティ富永倫子さ

ん〈右側)とのツー

ショット!◎

〈@RKBラジオま

つり2019)

私は、どんなに重

い障害があって

も、自のの人生だ

けは自分の考えで

生きることを大切

にしていきたいと

思います。

いま世界中で新型コロナウィルスの感染が拡大 しています。それに伴つて

外出の自粛が求められています。

日本でも感染者が出続けています。特に北九州では急に感染者が増えて、

ついこの前、市長は 「第二波の真つただ中にあると思われる」と記者会見で

言いました。私は持病を持っていますので、合併症が起きた時のことを考え

ると怖いです。毎 日の健康管理と食事には気を付けていますし、外出の自粛

も続けています。

さて、私は自立生活を始めて 6年たちました。この 6年はいろんなことが

ありました。

一番嬉 しかったことは、自分が好きなとき行きたいところに、たくさん外

出できたことです。中でも福岡市に行く機会が多くなり、百道浜にある放送

局のRKBに はよく行くようになりました。実は、 3年前からラジオの番組

にメッセージを投稿するようになりまして、毎年行われている 「RKBラ ジ

オまつりJに参加するようになったからです。子供のころからラジオを聴い

ていたので、放送局に行つてみたいとい う気持ちがありましたが、一人暮ら

しを始めてから自由に好きなところに行けるようになったので、去年から

「ラジオまつ り」に行くようになりました。子供のころからの夢が叶つたの

です。 「ラジオまつ り」は、日ごろラジオを聴いているリスナーの皆さん

が、この日だけは、ラジオ番組のパーソナ リティーやアナウンサーと触れ

合つて楽 しいひと時をすごすイベン トです。私は、よくラジオ番組に投稿 し

てメッセージを読んでもらつていますので、お礼を言つて 「これからも、よ

ろしくお願いします。」と言いました。パーソナ リティーやアナウンサーの

方々から「今後ともメッセージを送つてくださいね !Jと 言われて嬉 しくな

りました。

一人暮らしをすれば、こうい うふ うに自由な時間が増えます。行きたいと

ころにも行けます。これからの時代は、障害者でも自分の人生を自分 らしく

生きる時代だと思います。私は、どんなに重い障害があつても、自分の人生

だけは自分の考えで生きることを大切にしていきたいと思います。

q恭′ぷ 恙ヾ′ぷも
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一人決′卜をして

ようやく始めた

一人暮らしなの

で、自分で考え

てヘルバーさん

に指示を出し

て、自分で決定

して、その結果

に自分自身が責

任を持つと誓い

つつ、日々の生

活を楽しもうと

思つています。

私は、 4月 から一人暮らしを始めましたので、今回は、始まったばかりの 人

暮 らしについて書きます。

まず、引っ越 しが大変でした。引つlt■ し荷物の整理や、新生活に必要な物を買

うときに値段 と使用頻度を考えてとても迷いました。 3月 31口 から引つ越 し荷

物をマンションに運びいれて、部屋の整理整頓を始めましたが、大型家具一つ設

置するの t)、 うまく使える向きにあるのか、他の家具を置くと囲
`魔

にならないか

などを考えると結構時間がかりました。

引つ越 しだけで結構くたびれましたが、その前に、区役所へ行つて住民票や障

害者手帳の書き換えなどの手続きをするのが大変で、その日は X役所内をウロウ

ロして 5時間もかかつて疲れ果てました。区役所に行く2、 3日 前、小倉南区役

所で新型コロナウイルス(以 下、コロす)感染者が出たとニュースで聞いていたの

で、小倉南区役所に行くだけで 1)相 当な覚悟がいりました。

区役所に行つた翌 日から、食事と荷物の片付けをしましたが、まだヘルパーさ

んへの指示の出 し方に慣れてなくて上手く指示を伝えられなかったりしたので、
ヘルパーさんも大変だったと思います。

コロナ感染防止の為に外出自粛が求められていてほとんど外出できませんでし

たが、新 しい家での暮 らしとヘルパーさんへの指示の出 し方などに慣れていくの

には、外出できない期間がかえって良かったかもしれません。

少 し生活に慣れてきた 4月 の中旬から、疲れのせいか微熱が出てしまって、ヘ

ルパーさん達に相当′心配をかけました。 1)と 1)と 病院嫌いの私でしたが 「ヘル

バーさん達や、ヘルパーさんを通 じてエコーの仲間達にコロナをうつしたくない

ので、早く病院で検査を受 |す ようJと 思つて、保健所と病院に電話 したところ
「病院に来るとかえつてコロナが うつ りやすいので症状を言つてください、薬を

処方 しますので。Jと 言われて、ヘルバーさんに薬を取 りに行つてもらいまし

た。それから、飲みにくくてマズイ薬を 「コロナになってたまるかJと ばかりに

飲みました。GWあ けのコロナの感染者数が落ち着いた頃に内科の病院に行つて

レン トゲンや血液の検査を受けましたが、見事健康体で思わずガッツポーズをし

ました。皆さんに迷惑かけずにすんで本当に良かったです。

今またコロナの感染者数が少 し増えてきてコロナヘの心配もあつて外出できま

せんが、コロすが落ち若いたら、引つ越す前に通つていた英文法教室に通いたい

です。仲間と小倉駅で昼食をとり、帰 りに買い物をします。行き方も、バスの番

号や掛かる時間を調べて迷わず遅刻 しないように用意 して行くつもりです。常に

ヘルバーヽさんが介助 してくれるので、いつで 1)ど こでも行きたいところに行ける

と思って、今からワクワクしています。

一大決心をしてようやく始めた一人暮に,し なので、自分で考えて^、ルバーさん

に指示を出して、ヘルパーさんと話 し合い力1恵 を借 りながらも、自分で決定 し

て、その結果に自分自身が責任を持つと誓いつつ、日々の生活を楽 しもうと思っ

ています。これが私の近況報告です。

。か グnSぎミさ⊆グポ も
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学生時代を思い出すと・…(その3)
～友人の茶目っ気と度胸@【の(笑)～

先日、インターネットの動画配信サービスで、

懐かしのアニメ映画『銀河鉄道 999』 を鑑賞しまし

た。それで
'、

と、学生時代に友人と一緒に映画館

へ行ってこの映画を観たこと、その時の友人の茶

日つ気たつぶ りの行動 と度胸のことを思い出した

ので、今回は、そのことを書こうと思います。

あれは1)う 40年以上前、高校の同級生 3人 と

緒に北九州市小倉北区にある映画館に『銀河鉄道

999』 を■llに行きました。当時の私は大学受験の浪

人 |で、友人 3人は現役合格 して既に大学生だっ

たのですが、夏休みに帰省 した彼らが 「井 rH君、

受験勉」iばっかりしよつたら気が詰まるやろう、

気晴らしに ‐
緒に『999』 観に行こうや.Jと 声を

かけてくれました。当時の私は長距離を歩くのは

厳 しくなっていたので 「いや～、家から映画館ま

での往復が大変やから遠慮するよ。僕もう長距離

歩けんし―Jと 私が言 うと、 |そんなこと気にす

るなよ、僕らが交代で背負って連れて行くよ !友

達 司 l:で 変な遠慮するなよ !水 臭いぞ !(笑 )Jと
言ってくれたので、 「そうかあ………じゃあ、頼

もうか。ありがとう !◎Jと いうことで、 4人で

小倉まで行って映画を観たのです。彼らの友情

が、涙ぐみそ うになるほど嬉 しかつたのを覚えて

います。

そ して、 “事件 (笑)"は帰 りに国鉄 (日 本国有鉄

道)(若い方は力らないかもしれませんが今のJR
のことです (笑))に乗つた時に起こりました。 “4

人分"の 切符を買い電車に乗つて ‖
1司 港駅の改札

1を過ぎ駅から出たところで、私を背中におぶつ

ていたA君が、ニッコリと不敵な笑顔を浮かべて

私にある ぅヽのを差 し出しました。それはなんと電

車の明符でした 1(00)「 A■、この切符、改札

日で出さんかったの ?(汗)Jと 私が聞くと、 「い

や、井瀬君は僕が背中におんぶ しとるけ大文夫か

なぁと思つて。ほら、お母さんが抱えとる子供は

無料になつたりするやろ(ニ ヤ リ).Jと A若.一
緒にいたB君が 「おいA、 それ、無銭乗車になる
7Lと 違 うか ?(笑)J というと、 「いや、 もし1,駅

員さんに何か言われたら『すみません、出 しされ

てました』って言つて切符出すつ 1)り やつたし、

切符は買ってあるんだから無銭乗車にはならんや

ろ(笑).Jと A君.1)う 一人のC君 も「A君、よ

うやるなぁ度胸あるなど,。 優等生で通っとった君

がそんなことするとは思わんかったぞ (笑).Jと
いうと、 |ま ぁ、ちょっとしたいたず らだよ(ニ ヤ

リ).Jと A君。私も 「ようやるなぁA君。けど、

僕は、いたずらのネタか ?(笑)Jと い うと、 「ご

めんごめん、井瀬君には前 t,つ て言つとくべきや
つたかもしれんけど、ほら、井瀬君すぐ顔に出る

から(笑).Jと A君。その答えにB君 とC君が口

をそろえて 「そ うやな ! 井瀬君、変に生真面国な

ところがあるけ、顔に出てFF員 さんにバ レて台無

しになるな～ (笑)う んうん、僕 t)同感 !(笑 )J
「あのな～、『変に』つて、それ、どう言う意

味 ?(笑)Jと 私。そこで4人そろつて爆笑。そ う

なのです、A君は高校時代、成績優秀で4三徒会の

役員まで務めて人望もあつたので、 3人 とt)信 じ

られない思いで、A君の茶口つ気 と度胸に些か尊

敬の念まで覚えて (笑)日 を丸くしながら爆笑 した

のを覚えています。

今になって思い返 してみると、私は足が悪くて

おぶつてもらつていたことをA君の 「いたずらの

ネタJに されたわけですが (笑 )、 それを私が気に

もしないことをA君が確信 していたからこその彼

の行動だつたと思います (彼 は、そ うい う心優 しく

聡明な友でした轍 笑))。 そして、A君 と私の間に

は、私の障がいのせいで “おぶつてあげている"

“おぶつてもらつている"な どという気づかいや

遠慮はなく、友達同士の “障がいの有無とは関係
のないフラントな信頼関係"が あつたのだと思い

ます。もt,ろ ん、あの時一緒に爆笑 したB君 とC
君も同様です。私にとつては、思い出すたびにニ

ヤリ笑いとともに,と がヽホッコリす
‐
る、懐か しく人

切な思い出です。
この日記を書き終わりかけて思 うに、 “今"の

障がいを持つ “若き仲FHl達 "が、こんな私のよう

な思い出を つで 1)多 く持てる社会環境であつて

ほしいのですが、どうなのでしょうか ? そ うで

あってほしいと心から願っています…
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剌因暉②圃尚

第 6回 コロナの日々

これを書いているのは、6月 の ド有」です。ご存 じ

の通 り、北九州市は5月 の下旬に、新11コ ロナウイ

ルス感染の第 2波 とでもい うような大勢の感染者が

出ました。今なお、他の地域に比べて、警戒の意識

は強いように思えます。

私が、コロナの影響で、毎日自宅で過ごすように

なつて、ひと月以上が経ちます。 自宅のパ ソコンを

使つて作業を行い、電話やメール、ズーム、スカイ

ブなどで、人とのや り取りをしてきました。やって

みて思 うのですが、コミュニケーションというの

は、やはり直接会つてやるのが、私には一番合つて

いるように思えます。それ以外の方法では、相手の

反応がどうしても読み取りづらく、どこか落ち若か

ない気持ちになって しまいます。

それから、朝の身支度を終わってから、夕食前ま

で、ずっとパソコンに向かつている状態が続き、仕

事とプライベー トの区別がつきにくくなって しまっ

ていまう。これにはち につとス トレスを感 じていま

う。

二人の娘はというと、学校が休校になり、毎日、

授業代わりの勉強を、妻とやつていました。教科書

を使つた授業のや り方みたいなt)の モ)、 学校から資

料として配られてお り、私 1)時間のある時に、2年

生の国語、5年生の理科とたし会の授業をや りまし

た !

休校期間中、 1人が最 t)夢 中になっていたのは、

ゲームです。アイパッドやスマホ、パソコンを使っ

て、イロ∫やら夢中になってやつていました。ニンテン

ドースイッチとい うゲーム機で、 「どうぶつの森J

とい うのが流行つているようですが、どうもそれに

似た感 じのゲームです。

【児玉良介】50歳。

頸髄損傷。障害者歴31

年。車いす使用。妻、2人

の娘の4人家族。

まあ、やるのはよいのですが、たいてい兄弟げん

かの原因になります。毎日、必ずそうなるので、妻

も私も、イライラした りしてきます。

私 としては、本を読む絶好の機会と思つたのです

が、図書館が閉まっているため、読むものがすぐに

なくなってしまい、あまりうまくいきませんでし

た。

妻は、買い物に行けないことが、1番のス トレス

のようです。料理が好きで、普段からいろんな食材

を買 うのが好きなのですが、今は自粛 しています。

外食ができないのも、ス トレスのようです。

そんなわけで、週に 1度は、私が介助者 と一緒に

夕食を作ることになり、これまでに 3度作 りまし

た。1回 日、ハンバーグとゼ リー。2回 日、鶏肉の

大根おろし煮 とほうれん草とトマ トのサラダ。3回

日、小松菜のチャーハンともや しときゅうりの中華

サラダ。まあ、レシピ通 りに忠実にやれば、そこそ

こまともなものが出来上がると思います。ハンバー

グが一番好評でした。

雨でなければ、毎 日 1度は、体力維持のために、

介助者 と一緒に、近所を車イスでこいで運動をして

います。この運動は、自宅にいるようになってから

始めたのですが、体調もすごくよく、コロナ収束後

も、これだけは続けていこうかと思っています。

～6～



お
知
ら
せ

しばら<イベント休止を続けます

IHL在 、この地球上のすべての」や地域で、新

型コロナウイルス「COVID(コ ービット)191感
染防止のため、いわゆる “二密 (密 閉・密集・密

接)"を避けることが強く求められています。そ

して、エコーが行つている4つのイベン ト、エ

コー研、ビア・カウンセ リング・セ ッション

会、エコー料理部、協カプレイ 司好会の全部に

おいて “三密"の状態を避けることが難しいた

め、エコーでは2月 の下旬から6月 にかけて、

すべてのイア`ン トの体JLを続けていま→.

どのイベン トも何年 1)続 けてきて、開催を楽

しみにしてくださっている方も多いと問いてい

ますので、とて1)残念で中し訳ない気持ちでい

っばいです (涙 )。 (文責 :丼 lll政裕 )

◆4月～ 6月◆

新型コロナウイルス「CO∨ID(コ ービット)19」 感染防止のため、4月から6月までの、すべての

イベント開催を自粛しました…(涙 )

↑以前の「エコー研」や「食事会」の様子

またイベントが開催できる日が一日も早<戻ることを心から願つています !

しか し、我々障害者には呼吸器に問題を抱え

ている方t,多 く、このウイルスに感染 し発症 し

た場合、そういう方は症状が重篤化する可能性

がとて 1)高いと言われています。昔渋の決断で

はありますが、今後 {)しばらくイベン トの休止

を続けることは、どうしても必要なことだと考

えています。

このウイルスの問題が収束をむかえ次第、す

ぐにで1)イ ベン トを再開するつもりですので、

本当に中し訳ありませんが、もうしばらくお待

ちください。

どうか、よろしくお願いいた します !

2020年 4月～ 6月 活動記録
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活動を支えてくださる会員を募集しています

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。

当団体の趣旨に賛同の上、ご入会<ださい。

正会員 ―□ 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、下記のFD3合せ先までご連絡<ださい。よろしくお願いいたします。

【問合せ先 】 自立生活センター・エコー

電   話 :093-982-2993

ファックス :093-982-1131

メ ー ル :cn―ech。@cr∨ .bbiq ip

私事で恐縮ですが、本号の私の『 “徒然"日 記』は、あえて学生時代の思い出

を書かせていただきました。 「新型コロナウイルス禍Jの現在、 〈些か能天気じ

ゃないか?)と 自問自答もしてみましたが、他の方々の原稿がすべて新型コロナ

に触れている中、本号を “新型コロナー色"に したくなかったからです。とはい

うものの、実際は今後もずつと「withコ ロナJの社会状況下での生活は避けら

ず、いろいろなス トレスを感じることが多いでしょう(汗 )。 せめて気持ちの上だ

けでも、ス トレスを溜め込むことなく、自分らしく生活していければと思ってい

ます。 (文責 :井瀬政裕 )

自立生活センター・ エコー

〒800-0217
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―echo@cr∨ .bbiO.ip

ホームページ :http7/cnechO.backdrop.ip/index.html

facebook:htLps://w―.facebook.com/echo.cl.9
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