
「花火大会」を開催しました !

エコーでは、新型コロナウイルス感染防 I11の ため、この数ヶ月間すべ

てのイベン トをお休み してきました。 しかし、9月 8日 (火曜)の夜、
「花火大会Jを 開催 しました。屋外で行 う催 しならば、手指消毒とマス

ク着用を徹底 して、ソーシャル・ディスタンスを守れば、ウイルス感染

の危険性は極めて低いと判断 したからです。

今回はエコー初めての 「花火大会Jで したが、打ち上げ花火、噴出花

火 (通称 ドラゴン)、 手持ち花火、線香花火など、いろいろな種類の花火

を集めました し、量もたくさん買い込みました !v(^^)

参加 した仲間たちも「ひさしぶ り～ !元気だった～ ?J「 うん ! な

んとかね ! そっちも元気そ うで良かつた !(^^)J「 ドラゴンも、これ

だけの量を集めて一気に火をつけたら1+観だね～ !(00)J「やっばり

花火はきれいだね～ 1(^^)Jな どと大喜びでした。介助者さんが連れ

てきてくれた子供達も歓声を上げて花火を楽 しんでくれていました !

今回は、思い立ってから開催するまでの日にちが短かくて、エコーの

仲間たちと、お世話になっている事業所の介助者さんにしか呼びかけが

できなかったのですが、児玉代表や介助者さんが、お子さんなどの家族

を連れてきてくれたので、なんと参加者が総勢 32人 (QO)と 、今まで

のエコーの催 しの中でも トップクラスの参加人数でした !＼ (^o‐ )/
今回の 「花火大会Jは “大成功 !v(´

^)"だ
つたことから、エコーで

は、今後は、手指消毒とマスク着用を徹底 してソーシャル・ディスタン

スを守 り、ウイルス感染の危険性が非常に低い 「屋外Jでの開催も視野

に入れて催 しを企画しようと考えています !p(‐
^)q

(文責 :井瀬政裕 )
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≪まちやん鰤

30つどばん
熊井 恵美子

今回で 19回 目の熊井さんの「じりつごはん」です。今回は、料理について、熊井さんが気をつけ

ていることや、得意料理のことなど、いろいろ書いてくれました。特に、今回作り方のコツを書いて

くれた「親子丼」は、聞くところによると “絶品"ら しいです !(^^)熊井さん、ぜひ今度ごちそ

うしてください !m(_ )m(笑)                      (文 責 :井瀬政裕)

エコー通信を読んでいただいている皆さん、お

元気ですか ?自 分は、ちょつと夏バテ気味です。

でも、自分は体質的に腸閉塞を起こしやすいの

で、便通が良くなるように心がけないといけない

こともあつて、料理には人一倍気をつけていま

す。水分もたっぷ り取らないといけないし、食物

繊維を取るために野菜もたくさん食べないといけ

ません。煮物や焼き魚やお肉なども、栄養のバラ

ンスに気をつけて食べるようにしています。

最近エコーで 「リモー ト飲み会」をしていて、

みんなで一緒に話をしながら食べるのは楽 しいの

で、その時に食べる料理のメニューも考えたりし

ます。今は、たまご料理が多いです。たとえば、

卵焼きとか目玉焼きです。それにハムを付け足す

ことが多いです。クックパ ッドとか本を見て、簡

単にできて栄養が豊富でお腹にもいい料理を作つ

ていきたいと思います。

今は夏バテ気味ですが、涼 しくなつたら、ス

イーツも作ってみたいと思います。ケーキなら、

チョコレー トケーキを作りたいかな。それと、芋

まんじゅうも作つてみたいです。子供のころ、お

母さんが良く作つてくれていたので、作 り方はな

んとなく覚えています。早く秋が来ないかな～ !

秋までに、自分なりに勉強 しようと思つていま

す !!

自分は自立生活を始めて 9年経ちましたが、ま

だまだ失敗することも多いです (^^;)

その中でも料理が一番難 しいですね。栄養豊富

でお腹にいい料理を作るのは、なかなか難 しいで

す。自分が作 り方を覚えないと介助者に指示も出

来ません。まだまだ料理の勉強が必要ですね。

でも、練習 して、得意な料理も増えてきました

よv(^^)! お好み焼きや魚の煮付け、そ して一

番得意なのは親子丼です ! 親子丼は自分の場合

ちょっとコツがあります。先に肉と玉ねぎを茄で

てから軽 く一回炒めて、卵に隠 し味でマヨネーズ

をちょっと入れます。よく混ぜてから全体的に流

し込みます。ちょっとだけ火を通 して止めます。

卵がぶつくらして美味 しいですよ(^^)

他の料理は、まだまだですけど、生きていくた

めに料理は作らないといけないので、頑張 りま

す !!p(^^)q

皆さんも何か簡単にできる料理があったら教え

てください !応援もお願いします !◎

【熊井恵美子 さんプロフィール】

障害 :脳性マヒ

6☆歳 (前半です !(笑〉)

手押 し車いす使用

40年以上の施設生活を経て自立。

自立生活 10年 目。
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エ コ ー の 伸 間 ■ ち
今回の 「エコーの仲間たちJは、植木泰生さんと小野栄二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。お二人の障害は、植木さん(61才 )は精神障害、小野さん(50歳)は頚髄損傷

です。お二人とも「協カブレイ同好会Jの常連ですが、この数ヶ月は新型コロナウイルス感染防止のた

めに同好会が開催できなくてとても残念です… (涙)で も、エコーでは最近、Zoomと いうアプリを

使って週に一度のベースで 「リモー ト飲み会Jを行つています。そのことt)お二人が書いてくれていま

すので、ぜひお読みください !(^^)

なお、この原稿は、お二人が本号のために8月 末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。その点をご了承 ください。 (文責 :井瀬政裕 )

』             Л

♪
植 木 泰 生さん

♪

私は今「ウィズ 。

コロナ」の生活

を、それなりに楽

しんでいます。

あと少しでワクチ

ンも完成するとい

う話です。

みなさん、あと少

しです。頑張りま

しょう !

みなさん、こんにちは。植木 (「やつさんJ)です。最近、とっても暑いで

すね ! 私は 2週間ほど軽い熱中症で足に力が入 らなくなりまして、毎 日転ん

でました。

実は私、去年あたりから手が震えたり足に力が入 りにくくなったりしてい

たのですが、それがあまりにも長 く続くので病院に行つて診察を受けたとこ

ろ、今年の初めに 「パーキンソン病Jと 診断されました。その病気のことが

あるので、くもしかして症状が悪化 したのか !?〉 と、内心とてもビビリまし

た。何 しろ 2週間、毎 日何度も転んでいたので。 しかし、診察の結果は 「水

分不足による熱中症Jで した (苦笑 )。 みなさん、水分は取 りましょう !

それから、熱中症よりも怖いのが 「新型コロナJです。外出から帰つたら

手洗い 。うがいをして、外出時はマスクを忘れずに !

ところで、話は変わつて、みなさん、Zoom(ズ ーム)っ てご存知です

か?パ ソコン、ダブレッ ト、スマー トフォンと、ガラケーを除くほとんどの

端末で利用できる、便利なWcb会 議ツールです。今、このZoomつ ての

が面白くてハマつています ! なにしろ、新11コ ロナ感染の 「安全エ リアJの
自宅で使用できるからです。 しかも、日本中はもとより世界中と接続できる

のです。もちろん英語ができなければ世界は無理ですけど(笑 )。 でも、端末

さえあれば、どこにでも接続できるのです。 1対 1な らピア・カウンセ リン

グのセッションができます し、数人でリモー ト・パーティーもできます。エ

コーでは、週に一度ぐらいで 「リモー ト飲み会Jを しています し、先日は、

私がホス ト役をして、今年の2月 開催されたエコーのビア・カウンセ リング

集中講座の参加者で飲み会をや りました。ジュース、アルコール等 OKでや

りました ! ノ`ソコンなどの画面越 しではありますが、一緒に飲み食いするだ

けでなく友情も深まる上に情報交換もできます。 とにかく「一家に一台Zo
o mJです (笑 )。 楽しいですよ!!

こんなふ うに、私は今 「ウィズ・ コロナ」の生活を、それなりに楽 しん

でいます。あと少 しでワクチンも完成するとい う話です。みなさん、あと少

しです。頑張 りましょう |

卜` ′ぷ ゞ洪 ′ぷ δ
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力
小 野 栄 二

♪

q恭′ポ ゛恭 ′ポ δ

ヽ
 ヽ  ・

｀
か ′ぷ ゛ 恭 ′ポ も

コロナのワクチ

ンが開発される

まで、この生活

が続いていくと

思われますが、

弓|き続き感染に

は十分な注意を

払いつつ生きて

いきたいと思い

ます。皆さんも

頑張りましょ

う。

「明けない夜は

ない」ですから

才](^―
^)

さん
』

♪

近況報告です。前にも書きましたが、昨年 8月 に母が 20日 間入院 しました。

退院後は少 し時間はかかったものの國1復 も順調にいきまして、以前のとおりとは

いきませんが母も普段の生活に戻れました。

その後、エコーのイベン トやホームページ作成などで週一回のベースでエコー

の事務所へ行つていました。

2月 には、エコー開催のビア・カウンセ リング(以 下、ビアカン)集 中講座に参

加 しま した。毎回ビアカン講座には参加 してきたのですが、今回は他県からも参

加者が集まって楽 しい 3日 間になり、良い思い出となりま した。

ところが 3月 になると新型コロナウイルス(以 ド、コロナ)で生活が一変 しまし

た。児玉代表から今まで通 り事務所に行くのは難 しいと告げられました。もとも

と頚髄損傷で呼吸器に問題があり更には喫煙 もしている私は、コロナに感染 して

しまうと命にかかわるような重症化を避けられないので′心配 しています。一緒に

暮 らす母も手術をして一年ですから、こちらも心配です。私が感染すると介助者

を通 じて他の利用者に1)感染させてしまうリスクもあります。そこでlH心の注意

を払い、エコーに行くのは月に一回にした上に、事務所に着いたらすぐに手洗い

をするなどして対応 しています。

そんな中、7月 になって植木さんがZoomと いうアプリを始めたので、私も

WEBカ メラを購入 して、何度か試 しながら使い方を覚えていきました。それが

他の利用者さん達にも伝わつていきまして 7月 11日 にエコー関係者による「Z

oom飲み会Jが開催 されました。ネットを通 じてではありますが、久しぶ りに

皆と会えて感動 し、あつとい う間の一時間で した。これが好評だつたようで、 8

月からは毎週開催 となりました。更に植木さんが2月 のビアカン集中講座参加者

を集めて、こちらでもZ o olnで飲み会を開いて楽 しいひと時を過ごす事ができ

ました。コロナで憂鬱な生活を送つていた時に一筋の光明が差 しました。行動す

るオヤジ(笑)植木さんに感謝です。本当に楽 しみが出来ました。

そんな生活の中、事務所やZoomの ない時は毎日お昼寝をして過ごしていま

す。昼食後一時間から一時間半眠るのですが、私は夜眠る時には睡眠薬を服用 し

ないと眠れないのに、昼寝の時は何も飲まなくても不思議 とlFtれ ています (笑 )。

これからもコロナのワクチンが開発されるまで、この生活が続いていくと思わ

れますが、引き続き感染には十分な注意を払いつつ生きていきたいと思います。

皆さんも頑張りましょう。「明けない夜はないJですからね ( 
´
)では。

月に一度、エコーの事務所でホームページ作業をしています (^^)
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「ロールモデル」との出会tヽ、そして、今の私が想うこと

実は私、今年の2月 末で自立して 5年が経ちま

した。そして、私には、自立生活を始める際に気

持ちの 卜で強く背中を押 してくれた 「ロールモデ

ルJがいます。 「ロールモデルJと は、一般的に

は 「自分にとつて具体的な行動や考え方の槙範 と

なる人物のこと。Jと されていますが、自立生活

センターでは 「すでに自立生活をしている人で、

自立生活をする上で、自分のお手本や 日標 となる

障がいを持つ仲間・先輩Jと いった意味合いを持

ちます。今回は、その私にとつてのロールモデル

との出会いと、自立 6年 目を迎えた今の私の想い

を書こうと思います。

今更で恐縮ですが、私の障がいは 「ポリオ後遺

症Jです。このポリオは、日本では絶滅宣言が出

ましたが、ワクチンが

'ヤ

及 した昭和 36年以前ま

では何度も全国的に流行 した感染症で した。ポ リ

オ後遺症は、ポリオウイルスに脊髄の神経が侵 さ

れて、その神経がつかさどる筋肉がほとんど動か

なくなったり筋力が極端に弱くなった りする障が

いで、私の場合は、両足がほとんど動かず、右手

の上腕部と肩の筋力も極端に弱いとい う症状で

す。子供の頃から長 ド肢装具と松葉杖なしには歩

くことはおろか立つことさえできず、今は電動車

椅子を利用 しています。両腕 とも普通に動くよう

に見えますが、右手が_J_」 いせいで、右手で少しで

も重い物を持つたリベンで長文を書くなど諸々の

動作が無理だつたり厳 しかつたりもします。です

が、食事、ツトせつ、着林えなどの日常生活動作は

ほぼ自立していますので、私の障がいは、エコー

の身体障がいの仲間達の中では最も軽度です。

そんな軽度障がいの私ですが、児上さんと出会

つて自立生活センターの活動を知るまでは、自立

( 人暮 らし)な ど自分には到底無理だと思い込ん

でいました。制度のことをよく知らなかった当時

の私は家事援助 しか利用 しておらず、 「自分が利

用できる制度では一人暮らしなどできるわけがな

いJと 思い込んでいましたし、一人暮らしの実現

に向けて踏み出す勇気もありませんでした。

ところが、児玉さんに誘われて初めて参加した
「自立生活プログラムJで、私は 「Kさ ん」と出

会いました。 Kさ んは、脳性麻痺による四肢麻痺

でご自身では車椅子をこぐこともできず重度の言

語障害もある方です。そのKさ んが介助者の介助

を受けながら一人暮 らしをしているというので

す !(00)実 のところ、その時の私の心に浮かん

だ言葉は〈マジで!?(00;)>で した。で 1)、 (今思 う

と大変失礼なことに(汗))思わず私が発 した 「本当

に一人暮 らしをなさってるんですか!`PJと いう言

葉に、日の前のKさ んは 「うん !(^^)Jと 満面の

笑顔でうなずいてくれました。そのとき私は、
「日からウロコJど ころではない、頭を何かで殴

られたような大きなショックを受けると同時に思

いました。(こ んなに重度の障がいを持った人が一

人暮 らしを実際にできている ! この人に比べては

るかに障がいが軽い自分が 人暮らしできない訳

がない !〉 と。

そのKさ んとの出会いから(少 々時間をかけ過ぎ

ましたが (汗))約 4年後に私は一人暮らしを始めま

した。今思えば、あの時にKさ んと出会っていな

かったら、私は今 t)実家で家族と暮 らしていたと

思います。つまり、Kさ んは、私が自立する大き

なきっかけを作つてくれて、今 {)会 う度に勇気と

励ましを1)ら える、私の 「ロールモデルJです。

そして、自立生活センターの活動に関わって 8

年日、自立生活 6年 目を迎えた今、私は (せん越な

がら(7T))思つています。く自分自身が他の誰かの

ロールモデルになれればうれ しいし、もつと欲を

言えば、自分がサポー トすることで、他の誰かの

ロールモデルになれる人を一人でも増やすことが

できるならば、これ以上の幸せはないなぁ…〉と。

ガンバろうと思います !p(‐
^)q
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□誕
障がい :ポ リオ後遺症 (電動車いす使用)

自立生活 :5年 7ヶ月

年齢 :60歳 (ついに還暦 !(00;)(笑 ))



剌因暉②圃尚

第 7回 お父さんの料理

週に 度、私が夕食を作るようになって、 3か月

がたちます。インターネットのクックパ ッドという

レシビのサイ トから、人気のものを選んで作つてい

ます。

なるべく手間がかからない、簡単にできるものを

選んでいますが、普段あまり料理などしないため、

それなりに時間がかかつたりします。

食材や調味料は、計量器や計量スプーンを使って

きつちりと計 り、切 り方などがよくわからない時

は、ネッ トの動画を観ます。焼いたり煮た りする時

間も、きちんとタイマーで測 り、とにかく、レシビ

に忠実にや ります。 うっか り分量や手順を間違えた

りすることがありま|が 、まずまずのものが出来上

が ります。

作るのは一1早 l料理で、内を使つたものが多いで

す。これまで作つた中では、ハンバーグが一番人気

でした。

最近は、一品料理に加えて、ち ょっとしたお菓子

も作るようにもなりました。ホットケーキを作るた

めの専用の粉で、ホットケーキミックスというもの

がありますが、これを使つて簡単にできるお菓子で

す。

先 日、スコーンを作 りました。ホットケーキミッ

クスに牛乳とバターと板チョコを混ぜて焼くだけと

いうものです。これには、抹茶やコーヒーを加えた

バージョンもあり、これらも以前作つたことがあり

ます。その他に、バナナと卵、砂糖、マーガリンを

ホットケーキミックスに加えて焼くバナナケーキと

い うものもあります。

実のところ、こういつたお菓子を作ると、妻と二

人の娘は、めちゃくちゃに喜んでくれます。

小学 2年生になる娘は、国語の宿題で、毎日絵 日

記を書くことになっているのですが、私の料理の日

は、そのことを書いてくれます。家族が喜んでくれ

ると、すごくや リカれ をヽ感 じまう。

と、ここまで書き、ひとつお伝えしておかなけれ

ばいけないことがありまり。私のことを知っている

方にはZ、 要はないのですが、私は手に障害があり、

食材を切ることは t)ち ろん、フライパンを持つこと

も、鍋にふたをすることもできません。その動作を

行 うのは、すべて介助者です。

だったら、それは私が作つた料理とは言えないの

ではないかと思われる方がいるかもしれません。 し

かし、やはり、出来上がったものは、 「私の料理 J

だと思います。なぜなら、分量、切 り方、焼く時間

など、介31」者のす ぐ横にいて、こと細かく指示を出

すのは、私自身だからです。

先 日、事情でそばにいて指示することができず、

レシビのみを介助者に渡して料理 してもらうことが

ありました。さすがにこれは、私の料理とは言えま

せんが。

何はともあれ、 「お父さんの料理Jが少 しずつ定

着しつつある、児玉家の今 日この頃です。

【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。
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「リモート飲み会」を始めました !

エコーでは、新型 コロナ ウイルス感染防止の

ために、これまで行つてきたイベ ン ト全部を 3

月以降ずつと休上 してきました。そ して、 「も

う何 ヶ月 もエ コーに行けてないか ら、ずいぶん

仲間のみんなと会えてない し顔 も見れてないな

ぁ。 さび しい し、ス トレス溜まるなぁ…Jと い

う仲間たちの声を聴 くたびに、つ らい思いを し

ていま した (悲 )。

しかし、ある日ふと「『
~/・ om』 というW

eb会議ツールを使つて、 リモー ト飲み会をや

つてる人も多いらしいよ。一度やつてみよう

か ?Jと いうことになり、 7月 11日 (土曜)、

エコーの仲間たちで、Zoomを 使つて 「リモ

ー ト飲み会Jをやつてみました。

実際にやつてみたところ、これが思つた以 L

に楽 しかったのです !(00)パ ソコンやスマホ

の画面越 しではありますが、仲間たちの顔や声

をリアルタイムで見たり聴いたりしながら談笑

できます。飲食物は各自で用意するのでそれぞ

れ違いますが、 “一緒に"食べたり飲んだ りす

るものは美味しいです !(^^)
「これ、いいね～ !(00)これからも週に一

回ぐらいのペースで続けていこうよ !b(^^)J

ということで、エコーでは、8月 から毎週土曜

日に 「リモー ト飲み会Jを行つています。 「飲

み会Jと 言つても、お酒を飲むかどうかは参加

者の自由ですが一 (笑 )

「ウィズ・コロナJの現状でも、仲間たちと

のつながりを実感できる 「ミニミニイベン トJ

を見つけたエコーです Iv( ^)

(文責 :井瀬政裕 )

2020年 7月～9月 活動記録

◆7月◆

7月 11日

◆8月◆

8月 1日

8月 8日

8月 15日

8月 22日

8月 29日

リモート飲み会

リモート飲み会

花火大会

リモート飲み会

リモート飲み会

リモート飲み会

◆ 9月◆

9月 5日

9月 12日

9月 19日

9月 26日

リモート飲み会

リモート飲み会

リモート飲み会

リモート飲み会

「リモー ト飲み会」の様子 (Zoom画 面)
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お知り合いにエコーをご紹介<ださい !

今まで、自立生活センター・エコーでは、できるだけたくさんの方々に、機関紙である

「エコこ通信」の郵送やイベントのお知らせをしてきました。ひとりでも多<の方に工

コーのことを知っていただき、その活動に関心を持つていただきたいと考えたからです。

しかし、エコーのことをご存知ない方が、まだまだたくさんいらっしゃいます。

そこで、この「エコー通信」を読んで<ださっている皆さんにお願いがあります。

皆さんのお知り合いに、エコーのことをご紹介いただけないで しょうか ?
ご紹介くださつた方、ご連絡いただいた方には、すぐにエコーのノヾンフレットと「工

コー通信」をお届けいたします !

※「エコー通信」の郵送やイベントのお知らせは、すべて無料です。

お問い合わせ先は、下記の住所・ 電話番号・ メールアドレスのとおりです。

本号の記事でご紹介 しましたが、エコーでは今 「リモー ト飲み会Jを Zoom
で行つていて、私は、そのホス ト役を務めています。このZoomと い うツール

ですが、いろいろと便利な機能があつて、まだまだ様々なことができそ うです。

Zoomを 使つて、リモー トでビア・カウンセ リングの講座を行つたとい う話も

聞きました。私も、このZOOmを もつと勉強 して、ビア・カウンセ リングのセ

ッション会ができないものかと模索中です。なんだか少 し楽 しくなってきた今 日

この頃です !(^^) (文責 :井瀬政裕 )

自立生活センター・エコー    LCnO
〒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 :ci卜echo@crv.bbiq.ip
ホームページ :htLp://cl∝ ho.backdropjp/index.html
facebook:htLps://…faceb00k・oom/echo.cn.9
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後記


