
他のセンターの「ピア・カウンセリング講演会」に

協力させていただきました|

7月 20日 (水曜 )、 沖縄の 2つ の自立生活セ ンター 「北部 自立生活セ

ンター希輝々Jさ んと 1自 立生活センター インクルーシブJさ んが、

『 ビア・カウンセ リング講演会』を共 l13開催 されました。 ビア・カウン

セ リング講演会は、自立生活センターで行われるビア・カウンセ リング

とはどんなものであるかについて、その手法や決まり事などを紹介する

モ,のです。また、本来ビア・カウンセ リングは障害当事者だけで行 うも

のですが、その内容について簡単に紹介するものですから、障害者だけ

でなく健常者に tぅ 参加者を募 ります.今 日|は 、障害者 8人 と健常者 3

人、全部で 11人の参加者で行われました。

また、今回は、Zoomを使つたオンラインと希輝々さんの事務所での

“ハイブ リッド"で行われたのですが、
「Zoomの 操作に慣れた人のヘ

ルプが欲 しいJと 、インクルーシブ代表の宮城 さんからエコーに要請が

ありましたので、Zoomイ ベン ト担当の井llHが 喜んで協力させていただ

き11し た。

沖縄本島、石垣島、そ して福岡県からの参加者がいて、セ ッション

(ビ ア・カウンセ リングの手法を使つた話の聴き合い)を、事務所でのリ

アルと、ZoOm機能の 「ブレイクアウト・ルームJのハイブリッドで行

ったのですが、参加者同士の距離をほとんど感 じることもなく、とても

充実 した講演会だつたと思います.

お手伝いさせていただいた井瀬としては、ハイブリンド開催 という貴

重な経験をさせていただいた上に、遠い沖縄の自立生活センターの方々

と交流もできて、 とても勉強になりました !

エコーでは、今に]の ように他のセンターと協力したり、Zoomな どの

オンラインツールを駆使 したりして、今後 1)様々な活動をアクティブに

続けていきたいと考えています。よろしくお願いいたします !

(文責 :井llH政裕)
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くきちゃんの

じりつごばん

今回で 27回 目の熊井 さんの 「じりつごはんJです。今回は、今年の夏に作つた料理につい

て書いてくだ さいました。原稿 と一緒に送つて くれた写真の 「トー ス トJがおい しそ うです

ね !(^^)

なお、この原稿は本号のために 8月 下旬に寄せてくだ さったものです。その点をご了承 くだ

さい。                              (文 責 :井瀬政裕 )

「エコー通信Jを読んでいただいている皆さ

ん、こんにちは。

今年の夏は、めちゃくちゃ暑かったですね !

体調を崩 した方も、いらつしゃるのではないで

しょう力、

自分は、今年の夏は結構元気に過ごしていまし

た。

ただ、あんまり暑いので、昼ご飯は、そ うめん

と冷たい うどんばかり食べてました。たまにカレ

ーライスも作 りましたけど、かき水を食べに行つ

た り、お寿司をとつたり、あとは、おつまみを作

るぐらいですかね。

そ して、最近は、朝ご飯は トース トとサラダと

紅茶が多いです。

自分は、 1)う 自立生活を始めて 11年以 卜にな

るので、料理 1)手 を抜くことがだんだん多くなっ

てきた気がします (^ :)

皆さんは、どうしてま,か ?

今 日の夕飯は、野菜ばかりの鉄板焼を食べるつ

もりで

'。

そ うそ う、この高年の 「じりつごはんJでは、プ

ランターでミニ大根を育てていることを書きまし

たけど、無事に収穫できましたよ !(^^)′

今は、大葉と小ネギを作つてます。少し摘み取

つても、あとから次々に葉っばが生えてくるの

で、そうめんや うどんの楽味に使 うのに便利で,~

ね !(^‐ )

もう少 し涼 しくなったら、料理も頑張つてみよ

うと思つています !p(^ )q

【熊井恵美子さんプロフィール】

障害 :脳′性マヒ

6☆歳

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 12年目。

熊井 恵美子

朝ごはんの トース トとサラダ

熊井さんが育てている大葉
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《岩野直子》 40歳
脊髄性筋萎縮症 (SMA)
ス トレッチャー、

呼吸器使用 (24時間)

自立生活 4年目

最初の「よもやま」

こんにちは。「なおのこと自市よもやま』のコ

ーナーを頂きました岩野直子と申します。さて、

このタイ トルについてですが、決まるまで結構時

間がかか りましたし沢山の案が私の頭の中にあつ

て迷いました。それで、井瀬 さんにIF談 したとこ

ろ 「『直子の自立よもやま話』あたりどう?Jつ
て間かれて、それなら『なおのこと自立よもや

ま』はどうだ!?と 思いついて、このタイ トルに決

めました。まあ、親父ギャグなんですけどね !!

「イミオ3″)こ とJ は、 「もっとJ 「さら1こJ 「よ

リー層Jと かいう意味があります。自立というテ

ーマについて深掘 りしていけたら、私自身のこと

をもつと語れたらと思います。

私は、自分の気持ちや思ってることを言つた

り、自分がしたいことを伝えるのがとても苦手

で、すぐ遠慮 したり諦めたりしてしまいます。

古、とある人に 「自我が薄いJつ て言われたこと

があるのですが、この言葉は私自身にすごく響い

たというか、妙に納得 してしまいました。

自分がどうしたいというこだわりが、人が生活

する中でもつとあるべきじやないかなと思 うので

す。小さなこだわ りの積み重ねの上に 「その人 |

がある気がします。

一一これは私が思つてるだけで、周 りの介助者

的には、 「岩野さん、クセが強い IJつ て感 じか

もしれません。夜更か しするし、いつ 1)ゲームし

てるし。また、こだわりがないのがこだわりと1,

言えます。ですが、自分ではt)つ と介助者に遠慮

した り顔色を見たりせずに、や りたいことをや り

たいと思っています。

そんな私が誇れる数少ないもの.確固たる「自

分Jだ と言えるt)の。それが私にとつては “書

く"と い うことです。

私は、子供の頃か ら、何か文章を書いた り、当

時は今より手がもつと動きましたか ら、絵を描い

た りしている時だけ |ま 、自分に素直になれ る自分

だけの時間だと感 じていました。特に書 くこと

は、書けば書 くほど気持ちが楽になるような 「私

らしきの表現Jだつた と思います。書いてる時の

私は、 「自我が薄 くない、自己主張できる自由な

私Jで した。そ して、文章を書いて褒められるこ

とが、私の “存在証明"で した。

先 ロネッ トで出会つた友達か ら 「私たちつて大

人に心配 されずに育った気がする。『 しつか りし

てるから』とか、『この子は大丈夫』とかそうい

う風に思われてたJと 言われ、そ うだなと思いま

した。子供の頃は、身体のことで迷惑や手間をか

けるならせめて心だけは早く大人にならねばと

か、迷惑をかけずにいなければと思つていまし

た。そのため、養護学校で1)身体的なこと以外は

私のことは後回しにされることが多かった気がし

ます。そ して今の私は ……いびつでバランスの悪

い人間だなと思います。当時 t)、 全然放っておか

れて大丈夫ではありませんでした。その分、文章

を書くことで私は叫んでいました。だから、文章

にかけるこだわりはとても強いです。書いた文章

は私自身の分身なので、こだわりたいし、大事に

したいです。そして他人から読んで面「1い なつて

思つてもらいたいです。私の数少ない誇れるt)の

で,｀から.

早速、話が自立から脱線 しまくりました !!

とにかく、こうして書いていくことで私らしさ

を見つけたり、私のことを知ってもらった り、私

の人生のこだわりを見つけたいと思つています。

もう文字数がいっばいなので、肝心の自立の

「よもやま」については次卜1か らになります。い

ろんな 「よもやまJを |な おのことJ書いていこ

うと思いますので、よろしくお願い します.
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の 「エ コーの仲問たちJは、植木泰生 さんの近況報告をご紹介 させていただきます。植木 さん

(63歳 )の 障害は双極性障害 とパーキンソン病です。人 とのかかわ りを大 Lllに している植木 さん らし

い、彼の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、 9月 初旬に寄せて くださつたもので,。 その点をご了承 ください。

(文責 :井瀬政裕 )

植 木 泰 生 さん
♪

。だヽLクポ ゛どヽこ′ぷ も

コミュ_ケー

シ∃ンつて大切

だなつと、強く

思つた今日この

頃です。

皆 さん、お疲れ さまです ! やっさんです。私にとって 7月 の 「安倍 晋三元

首相殺害事件Jは、とでもショッキングで した.私は凶 lllに倒れた安倍 さんを

尊敬 してま したので、大袈裟ですけど、軽い Pl Sじ になったほどです。 1週間

は食事 t)あ まり摂れず、 日数少ない 日々が続きました。参加を予定 していた

Z00M研修 1)参加 しないでボーっとしていたのですが、約 3週間を過 ぎて、よ う

や く気持 ちも落ち着き、 日頃の生活 リズムを取 り戻 したので、Z()OMの リモー ト

研修に参加 しました。参加 当初は、いつものメンバーの顔 を確認できて冗談を

交えて情報交換を したのですが、私に とつては久 しぶ りの参加で tぅ あ り、回数

少なく静かに していました。

研修が終 fし て雑談会になったのですが、私がいつ もより静かなことに他の

メンバー も気がついていたみたいで 「
やっさん、今 日はいつ 1)の元気がない

ね ?Jと 声をかけられま した。それで、 7月 の事件のこと、その後のマスコミ

報道で私が一番きつかつたのは事件の瞬間を何度 も放送 されたこと、視聴率を

取 りたいので しょうが 「人が殺 される」シーン !しかも私が尊敬する人物の決

定的な映像を何度 も観せ られて、私は吐き気がすると、静かに声をかけてくれ

たメンバーに初めて自分の想いを伝 えま した。

そこは、やは リカウンセラーの友人です。 しつか り私の悩みを傾聴 して くれ

ま した。私は今までのモヤモヤを吐き出す ことができて、かな り楽にな りま し

■

この時、持つべきものは 1話 を聴いてくれる友Jだなっ !と 感 じました。ま

た、パソコンソフ トのコミュニケーション・ツールである 「Z00MJ t)強 力な威

力を持つてると考えます。私が今回の件で落ち込んで自室に籠もつていても、

その気になれば自宅から日本 (正 しくは世界)liの人々と話ができます。今

回、私の悩みを聴いてもらった方も遠方の友人でした。この友人との関わり

で、かなり元気を取 り戻 しました♪

コミュニケーションって大切だなつと、強く思つた今日この頃です.

ヽ
■
　
、́

一
一一一　一の

q恭ジボ ゞ恭 グ終 も
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以前、この日記に書いたかもしれませんが、私

は小学校 4年生まで養護学校 (現在の特別支援学

校)に通学 してお り、親の方針で 5年生の時に一般

の小学校に転1交 しました。もともと生活志向がイ

ン ドア派で足も悪く近所を出歩くことがなかった

ので、当時の私には健常者の友人はほとんどいま

せんでした。そんな私が急に普通学校に転校 した

のですから、当時の私は 〈うわあ…突然、r7F常者

の中に放 り込まれてしまった…(p〉 と、■1直 なと

ころ途方に暮れたのを今でも党えています (「 1)

それはそうです、養護学校の級友はLL肢障がぃ

や言語障がいなどがある人ばかりだつたのに、普

通学校の級友は何の障がいもなくたつたり話 した

りしているのですから。

特に体育の科 日の時は、他のみんなが運動場や

体育館に行つて運動 している間、私は 人だけ教

室に残つて時間を過ごしていました。少なからず

疎外感を覚えましたし、ある級友からは 「丼llp‐

君、体育の時間は自由時間だね、 うらやましいな

～Jな どと言われて、 (あ のな一じゃあ、替われ

るもんなら替わつてみるか?両足ほとんど動かな

いんやぞ!|)と 、日には出 しませんでしたが、内

心怒 りをこらえたこともあります( :)で も、
「あんな言い方ヒドイね、井ll■君の気持ちわかつ

てないよね。気にするなよ !Jと フォロー してく

れた心優 しい級友 t,いて、その言葉がとても嬉 し

くて励まされました。ただ、その友人 t)、 体育の

H寺間になると 「じゃあ、またあとでね !(^^)Jと

笑顔で運動場に駆け出していきました 一

そ ういったことを思い出してみると、当時の私

は、今で言 う「インクルーシブ教育Jと 似たよう

な環境にあつた訳ですが、心楽 しいことばかりで

はなかったと感 じます。で t)、 そのお陰で逆に精

神的に強くなれたようにも思います.

とまぁ、ネガテ ィブなことばかり書いては恐縮

なのでや 、今回の日記では、その当時の気持 らを

振 り返つた自作の詩を恥ずかしながら添えさせて

いただきます。
「これつて、原稿の字数が余つてしまつての苦

内の策だよね ?(^^;)Jと い う “セルフ突込み"

が聞こえたような気がしますが、それは聞こえな

かつたことにさせていただきます― (汗笑)

『テレポー ト(瞬間移動)』

みんな笑顔で駆けて来て

僕の前を駆け抜ける

そして、むこうで振 り返 り

こつちへおいでと僕をよぶ

はやくおいでと僕をよぶ

だけど、僕は走れない

一歩一歩ふんばって

杖でゆつくり歩くだけ

みんなに追いつくわけはない

中には、ちょつと立ち止まり

僕を、はげます子もいるが

やつぱり、実顔でまね くだけ

こんな時には思うんだ

ほんの 100歩でいいからさ

たつた 100歩でいいからさ

テレポー トできたらいいのにね !

子供のころを思い出すと…
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□諷
障がい :ポ リオ後遺症 (電動車いす使用 )

自立生活 :7年 7ヶ 月

年齢 :62歳 (え !?ア ラ還 !?(++)(笑 ))



新却 ―号航絣記

第6回 「障害を持つた仲間のみんなへ」
「障害があるから○○できないJ。

このことは、かなり多くの場合、正 しい気がし

ます。例えば次のようなものです。
「障害があるから歩けないJ。

「障害があるから着替えができない」。

「障害があるから掃除ができないJ。

「障害があるから階段のある建物には入れな

い」。
「障害があるから一人で食事ができないJ。

「障害があるから一人で排せつができない」。

一瞬考えてしまうが、まあそ う言つてもいいだ

ろうと思 うものもあります。次のようなもので

す。
「障害があるから電車やバスに乗れない」。
「障害があるから入学できない」。
「障害があるから就職できないJ。

「障害があるから結婚できない」。

そ うしてみると、この 「障害があるから○○で

きないJは、極めて正しいことを言つているよう

な気がしてきます。では、これはどうでしょう

か 。

「障害があるから夢を持てない」。
「障害があるから希望を持てないJ。

障害があるから、学校にも行けない、仕事にも

つけない、結婚もできない―できないづくしの人

生… そ う考えると、夢や希望を持てないと思 う

ようになったとしても、ある意味不思議ではない

かもしれません。 日には出さないが、そ う思つて

いる人、認めたくはないが、現実はそうだと思っ

ている人は、少なからずいるのかもしれません。

では、 「障害があるから夢を持てないJ、 「障害

があるから希望を持てないJと い うのは、正しいの

でしょうか?

個人的な見解ですが、これらは仝く正 しくないと

私は思つています。歴史を振 り返ってみるに、戦争

や災害で人は地獄を見るかのような悲惨な体験をし

てきました。 しかし、その時においても、人は夢や

希望を失わずに生き延びてきました。障害を持つ事

で、取り巻く環境がいかに厳 しかろうとも、夢や

希望を全く見いだせない状況などありえないと考

えるのです。

これを読んでくれている障害を持った仲間のみ

んなにお伝えしたいです。夢や希望をあきらめな

いでほしいです。それをかなえるための何らかの

方法はきっとあるはずです。

あなたと同じ障害、司じ状況に置かれた仲間

で、あなたが抱える問題を過去に解決 してきた人

が必ずいます。その情報はあなたの問題解決にき

つと有効 となると思います。

そして最 (ぅ 重要なことは、あなたが決断し、行

動を起こすことです。指をくわえて待つていて

も、誰かが突然やつてきて、あなたを手助けして

くれることはありません。一人で思しやド4む必要は

ありません。電話やメールをし、あなたがどうし

たいのかを、伝えることがとても大Llです。とて

1)勇 気のいることだと思います。で 1)、 その一歩

を踏み出してほしいとも思います.

最後にスティーブン・ホーキング博士の言葉を

紹介 します。

本 こヽ障 害バある″こ送 ろ /~^tノ イヽスを、′分が

できること,こ集 ′ι、 できな″〕つたことをグ″ナ

る必要 |まないル )夕 ごと。 俸だをすで1まな く、どヽま

でる悪力 だなっαまダメたち

【児玉良介】52歳。

頸髄損傷。障害者歴33年。

車いす使用。妻、2人の娘の

4人家族。

スティーブン・ホーキング博士
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「リモートお茶会」に参加して

エコーの Zoomを使 つた 「リモー トお茶会Jl)、

名前が 1飲み会Jか ら 「お茶会Jに変わつたころか

ら、遠方か らの参加者が増え、女性の参加者が私だ

けの時が少なくなった。

それ と同時に、女性同士で話がおおいに盛 り上が

り、男性が果気に取 られる場面もあるよ うになった

(笑 )。

ときには、Zoomの ホス ト役 さんに子供の頃に見

たアニメの主題歌を YouTubeで 見つけてもらつて、

Zoomの 画面共有機能で、まるで 「上映会 |の よう

に皆 さん と一緒に見なが ら歌つた り、話 しなが らお

やつを食べた りする。なんだか |や りたい放題Jの
ような感 じで (笑 )、 お茶会は、私にとつて 「ス トレ

ス解消の場Jに なっている。

今後 もず つと、この楽 しい 「お茶会Jに参加 し続

けたい と思 う。

(文責 :中川理絵 )

◆9月◆

9月 3日

9月 7日

9月 10日

9月 17日

9月 21日

9月 24日

リモー トお茶会

リモー トお茶会

Zoomでセッション会

リモー トお茶会

Zoomでセッション会

リモー トお茶会

「リモー トお茶会」の様子

(一番上のJllの 中央が中川さん)

‐コ
せ

い

う

会

寄

て

と

茶

を

せ

が

お

想

さ

り

卜

感

介

あ

一
が

紹

加

り

モ

ん

ご

参

．^

り

き

ヽ
ご

ば

Γ

絵

で

も

一
＞

の

理

の

つ
　
・

一
川

た

い

ｍ＜

コ

中

し

　
。
―

工

の

ま

す

す

／／′‐‐‐‐‐‐‐――――――――、、

◆7月◆

7月 9日

7月 16日

7月 23日

7月 25日

◆ 8月◆

8月 3日

8月 6日

8月 20日

8月 24日

8月 27日

Zoomでセッション会

リモー トお茶会

Zoomでセッション会

リモー トお茶会

Zoomでセッション会

リモー トお茶会

リモー トお茶会

リモー トお茶会

Zoomでセッション会

2022年 7月～ 9月 活動記録
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障害当事者スタッフを募集しています

ただ今、エコーでは、障害当事者のスタ ッフを有給で募集 しています。

障害をお持ちの方であれば、障害の種類や性別 0年齢は間いません。

お仕事の内容としては、「自立生活プログラム」、「ピア・カウンセリング」、障害福

祉サービスの制度やその利用方法などに関する「情報提供・各種相談」、「権利擁護運

動」など、自立生活センターの活lllすべてです。

なお、お給料は時給になりますが、金額については、お―人お―人の事情を考慮させて

いただきますので、直接お問い合わせの上ご相談ください。

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。

お一人でも多<の方のお問合せを心からお待ち しています !

今年の3月 に岩野直子さんという新しい仲間が増え、前号のエコー通信の 「エコ

ーの仲間たち」で自己紹介を書いてもらいました。そして、彼女の文章力に感心し

た私は、 「岩野さん、通信に自分のコーナーを持つてみない ?Jと 声をかけたとこ

ろ、快諾 してくれました。おかげで『 なおのこと自立よもやま』という新コーナー

が生まれ、エコー通信に新 しい彩 りが加わりました ! 編集担当としては、とても

うれ しいことです 1(^^)
どうか、岩野さんと、彼女のコーナー『 なおのこと自立よもやま』を、よろしく

お願いいたします !m( _)m(^^)
(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 :cn―echO@cr∨ .bbiq.ip

ホームページ :htLpソ/cnechO.backdrop」pttndex.html

facebook:htLps://w―.facebook.oom/echo.cil.9
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