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接1旧　全回守る会九皿沖縄てロック宮崎大会
第11回全国重症心身障害児（者）を守る会九

州・沖縄ブロック宮崎大会が、11月15、16の両

日サンホテルフェニックス国際会議場で、東国

原宮崎県知事をはじめ多数の来賓、会員、福祉

関係者など586名の参加を得て行われた。

第1日目は式典のあと、宮崎県立支援学校の

教諭による「未就学学齢超過者の就学と進学そ
の成果と課題」の事例報告があり、その後休憩

をはさんで4カ所に分かれて、各分科会が行わ

れた。夜の懇親会は障害者による演奏会や宮崎
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県会員によるフラダンスなどの出し物も用意され、会員同士の交流も活発に行われた。

2日目は分科会の報告の後、守る会本部から予定を変更して茶園監事が登壇され、「児者
一貫制度について」のミニ講演、宇佐美事務局長による「障害児支援の見直しに関する検

討会について」の報告がなされた。最後の記念講演は「出会い、ふれあい、私の人生」と

いう演題で若くして全盲となられて失意の底から見事な生き方を実現された半生を力強

く話され、参会者に大きな感動を与えられた。閉会の前に来年の開催県である佐賀県の山

口支部長から、来年は佐賀県武雄市で会いましょうの挨拶があり、全日程を終えた。

すべての紐を締めよう　肥前精神医療センタ＿親の会阿部孝

佐賀県支部に重症児施設部会の会員が皆無なので会員皆様の考え方や具体的活動状況

を学ぶため、今回は重症児施設部会の分科会に参加しました。

グループ討議の項目としては、「一番困ったこと」「将来への不安」「個別支援計画」「情

報を確実に伝える方策」「親相互の絆を強くする方策」等でした。

国立施設、重症児施設の比較

1．誕生創設

国立施設は、政治的動きで「いのちは守っていこう」を最重点に国立医療施設の中に

併設、間借り状態で昭和41年に誕生しました。重症児施設は、「この子らを世の光に」

といった理念のもと子どもたちのかけがえのない個性を豊かに育てる療育をするため昭

和36年に誕生しました。

2．医療サービスと福祉サービス

医療サービスでは、患者と呼び目的は治癒、救命です。福祉サービスでは、利用者

と呼び目的は人間として豊かに幸せに育てる、即ち介護する人される人が双方共同作

業的に全生活を日々支え続けることです。
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3．組織と運営

国立施設は、組織的には院長は医師で医療の専門家、重心病棟は医長看護師が主役、

福祉サービスを提供する児童指導員保育士は医療体制の中、独自性を発揮するのが困

難な点も多かった。重症児施設は理事長は福祉事業の専門家、施設長は福祉にふさわ
しい医師が招増され、福祉的サービスの専門家が多い。

児童福祉法のもと、医療と福祉を総合的に提供する施設として双方認められていま

すが、会員の討議の中でも、病棟内の雰囲気や奉仕意欲等かなり異なる点を感じまし
たので、次の項目を提示します。

①異動の激しい病棟スタッフと子どもたちは勿論、保護者との絆を深めるための方策

②平常に語り合い一人一人が助け合う共感できる保護者相互の絆を深めるための方策

③ボランティア活動で「地域を支え、地域に支えられる」関係の絆を深める為の方策

④親なき後の対策として、会員及び家族の相互扶助、終生を過ごす施設との協力的対

応、地域社会よりの行政的援助等総合的な絆を深めるための方策

以上の点を皆様と共に真剣に考え活動を進めていきたいと思います。
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は会に参加して　東佐賀病院保護者会山部幸子不
第4分科会の母親部会に、束佐賀病院と肥前精神医療センターから各2名参加

しました。初めて行われた部会だったので不安や期待で戸惑う中、部会長の朝

裟　比奈さんから、「ルールは一つ、参加者全員が何でもいいから自分の子どもの

ことを話す」と提案がありました。参加者は45名ぐらいで、母親だけでなく施

靖嵩瀧謹書器憲諾嵩羅嵩嘉譜慧語
訴　受け入れられず悩み苦しんだことや、どのように乗り越えてきたかや、子ども　著

に生きる勇気をもらったなど、時には笑い時には涙しながら赤裸々な話が出さ

れて有意義な分科会でした。最後に全国守る会の田村副会長さんから、「お母
‾＊さん方の子どもを守りたいという一人一人の熱い思いが、地域を動かし、社会＊

著をそして固までも動かす大きな力になっていく」という話がありました。　著
障害福祉施策の動向は、全くといっていいほど先が見えません。だからこそ

訴どんな小さなことでも一人で抱え込まずに声にしていくことが、結果的には子著

どもを守ることになるとこの部会で実感しました。そのためにもこの分科会に

著はもっともっとたくさんの方に参加してもらいたいと思います。　　　　　訴
訴謙　一鴎言霊手　書一＊著書一韓梁∴薄紫　一葉著

宮嶋大会の惑媛　　　肥前精神医療センタ＿親。会栗田昌

宮崎大会の初日は未就学学齢超過者の教育内容がDVDで紹介され、自分の好きなこと・

したかったこと等の笑顔の動きが何とも言えないほどすぼらしく感動した。どんなに重い

障害者であっても医療や教育が受けられるようになったことは、北浦会長発言録の中にあ

るように、子どもと一緒に死ぬよりほかにしょうがないと苦しみ悩んだ時代からはまるで

別の世界に来たようにみんな平等に暮らせるようになったことを感謝しなければならない
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と思う。分科会においては福岡病院の金銭管理委員会設立についての説明があったが、病

院が一括して管理することについては、問題もあるので今すぐということでもないようだ。

親の高齢化が進んだ現在親が心配していることは、このまま施設にいられるだろうかと

いうことだ。現状の児者一貫で施設で暮らせるように願いたいものだ。後見人の問題も話

し合いがあったが、まだ時間がかかりそうだ。親がいろんな行動を通してがんばっていく

ことが子ども達へのメッセージになるのではないかと思った。

さわやかな秋晴れの中、高速道路をひとり運転しながら宮崎市内にたどり着く。ひとり

で運転していくのは、初めてで少々緊張気味であった。しかし、幸いにも高速道路は車が

混んでおらず、紅葉している山や里の風景の移り変わりが、私の緊張を和らげ楽しいもの

にしてくれた。

全国重症心身障害児（者）を守る会九州大会は、11月15日と16日の両日に開催され、初

日にはあの東国原宮崎県知事が挨拶されたとのことであった。私は残念なことに2日目に参

加させていただいたので、知事のご挨拶は開けなかったが立派な挨拶をされたと聞いた。

さて、2日目に参加して、初日の分科会の報告を聞きながら毎年のことであるが、守る会

の会員の方たちの熱意を強く感じた。障害者自立支援法施行後、児童福祉法が3年後の見

直し5年後の実施と言われ、今年度多方面から見直し検討会があり報告書が出ている。こ
の見直し検討会に、守る会の北浦会長や日本重症児協会の末光先生が参加され「児者一貫」

が唱えられた。報告書に「こどものライフステージに応じた一貫した支援」という項が設

けられたのは、北浦会長や末光先生の訴えの影に守る会会員の支えがあったからに他なら

ないと思う。今後、国立病院機構福岡病院を除いて公法人立施設も国立病院機構病院も療

養介護事業に移行していくと思われるが、守る会の協力なしではどがんもならんと思う。
この難局をお互いの協力体制で乗り切りたいと思った大会参加であった。

I さあ－来年は佐賀大会　佐賀県守る会会長山。政幸 

大会当日6時前には出発したのに、途中乗せ忘れのミスがあ書“ り10分遅れで到着しました。野添支部長の挨拶を聞けなかっ‘ たのは残念でしたが、東国原知事の挨拶は聞くことができま　管 した。本部の宇佐美事務局長いわく、この大会はよそにはな’‾ 

いまるで全国大会だとの言葉そのままスタッフ来賓を合わせ 

ると約600名の大会です。大会を準備された宮崎県支部の背き 

iん大変お疲れ様でした。 

佐賀大会は9月5日（土）～6日（日）の2日間、武雄市文化会館をメイン会場にして開 
i催します。武雄には400名収容のホテルはありませんので分宿方式を採用します。一 

i応各会場等は確保しているので、これからは実行委員会で仕事を進めていきます。 

さあ－来年は佐賀大会です。前回の嬉野大会では佐賀県から150名の参加がありま 

iしたが、束佐賀の組織率が悪くなっているので早めの参加乎びかけが必要です。是 

膏E前回以上の参加を実現させましょう。全員参加で佐賀大会を成功させよう。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I 
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九州の北4県を対象として、夏の「ぎょうだい交流キャンプ」に参加した子の親を中心

にということだったが、親の都合がつかず一般の親が多かった。県守る会からは、山口啓

子さん、渕上ゆかりさん、橋口由美子さん、築島チエミさん、山部幸子さんの5名の参加

となった。

なんと言ってもコーディネーター平川忠敏先生の力は大きく「参考になった」「もっと多

くの保護者に聞かせてやりたかった」「こんな話は初めて聞いた。もっと早い段階で聞い

ておきたかった」などの感想が聞かれた。

「キャンプ・親の集い」に参加して
肥前精神医療センター親の会　井上　政人

8月17－18日、同じ境遇のきょうだい同士が友達になり、一緒に考え・悩み・遊ぶ

「ぎょうだい支援交流キャンプ」が武雄市黒髪少年自然の家で行われました。キャンプの

指導者としてはきょうだい教室の経験豊富な心理学の専門家鹿児島大学の平川先生と西九

州大学の古賀先生、それに鹿大の学生4名が参加してくれました。1泊2日の中で子ども達

はすっかり打ち解け、先生方の指導により研修をかさねることができました。最後は個人

発表でしたが、14名全員が他人に言えない悩み、不安、心配、悲しみなどを自分のものと

して発表してくれました。先生は「やさしく、楽しく、しみじみと」がぎょうだい教室の

哲学だと言われます。「親の集い」でぎょうだい達の話を聴くコツは昭和天皇だと言われ

ました。「お母さん、歩けないと学校に行けないよ、どうするの？」「ああ、そう」「お話で

きないと学校に行けないよ」「ああ、そう」。評価をしない、意見を言わない、相手の言う

ことを全て受け止めてやる、そういう会話ができるようになると益々相手が育っていくと

教えられました。

「ぎょうたいについて語る親の集い」に参加して
肥前精神医療センター親の会　渕上ゆかり

12月7日武雄市文化会館にて「ぎょうだいについて語る親の集い」があり、参加させて

いただきました。参加者の話を聞いたり、夏のキャンプのアンケートの報告を聞いたり、

平川先生の話を闘いたりして皆様と纏い時間を過ごしました。

私は施設にお世話になっている者の義理の姉になります。義理の妹を親代わりに見るよ

うになって、11年になります。こんなに早く義母が亡くなるとは思いもせず、どう接した

らいいかわからなく、その当時入院していた所のスタッフの方にアドバイスしてもらい、
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少しずつ顔を覚えてもらい妹の方から手をつないできてくれるようになり、一つクリアで

きたなあと思いました。子ども達もいろいろと手伝ってくれますので、このまま家族みん

なで過ごしていきます。平川先生、スタッフ、参加者の皆さんありがとうございました。

「ぎょうだいについて語る親の集い」に参加して
東佐賀病院保護者会　山部　幸子

私の娘はキャンプには参加できませんでしたが、こどもたちのアンケートや感想を聞き、

わが子が陣がいを持ってしまった事実を受け入れられず思い悩んだのと同じように、ぎょ

うだいもまた変えられない現実と子どもながらに向き合おうとしている思いを知ることが

できました。

コーディネーターの平川先生は、「陣がいを持っている子はそのままで、元気で健康な

人たちが変わるべき」という発想で行っている「きょうだい教室」の数々のエピソードを

交えながら、親がどのようにきょうだいと関わっていけばいいかというコツを教えていた

だきました。それは〈昭和天皇で聴く〉でした。子どもが何か話してきたら「ああ、そう」

と相手の言葉をそのまま受け止めて聴き、こちらは何も評価しないということでした。頭

では分かっていてもなかなかできないのですが…。でも、子どもが思いを素直に出すこと

ができる親子の関係を作ること、これが一番重要だと教えていただき意識して実践しよう

と思います。

平川先生のお話は、「両親の集い」11月号のなかで「親のこころ　子のこころ」という

講演内容が記載されていますので、ぜひもう一度読んでいただきたいと思います。
‾寵・訂亨三言蚤　一望F二‾　　町側　　　　　二二∴寸叢‾÷∴享十三∵一　十㌢晋‾‾‾‾

識語三薫

才子や

三度白み秋祭り∴佐賀病院保護者会村田浩
ト　9月11日は秋祭り。空模様が怪しく

一心配されたが夕立が早めに通過し無事

開始できた。従来はバスハイク、夏祭

り、運動会等々親子で楽しむ機会も

多々あったが、高齢化に伴う諸般の事
＿＿情もあり、これが唯一の合同イベント

宣綾と睾議宣よりの行事で、出し物は若
詰干変更されている。今年は花火大会、

‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾m‾‾－‾「束帯轍零－
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上峰太鼓、みこし、盆踊りである。上峰太鼓、盆踊りは地元の皆様の協力にて、噂

特に太鼓は女性陣の活躍が目についた。屋台にて種々の品物を用意することは竺
なくなり、皆さんにはおやつ程度で我慢していたたくということだった。

＿＿＿　花火大会は各地で行われているが、混雑はつきもので車いすでの参加はむず

かしいようだが、束佐賀病院には格好の広場があり、それに併せて打ち上げ、

仕掛けをやっていただいている。業者の協力には感謝している。花火大会は病
＿院のスタッフ、指導室の先生方共々にこれからも続けていきたいと考えている。

ボランティアの皆さん方のご協力に感謝し、来年もまた楽しい一夜を迎えたい

ものである。

繭亘∴　∴∵士塙∴諒主i扉
1廊　‾
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肥前精神医療センター親の会　加茂　治子
11月6日、肥前精神医療センタ一束二一2病棟は、北山県民の森へバスレクに行きました。

例年は9月に実施されていた親の会主催のバスレク（佐賀銀行福祉基金による行事）が今

年は11月に変更になりました。その理由は、近年の地球温暖化の影響か、9月の気温が異

常に高く、子ども達にとって決してよい環境ではないとの病棟判断でした。しかし、目的

地の北山は高地にあり、少し冷えるのではないかと心配していたのですが、当日は暖かく

風もさわやかで湖畔は美しい紅葉に彩られすぼらしい風景でした。病棟の子どもさん達も

家族の方との団らんや湖畔の散策などニコニコ顔で楽しそうでした。家族の参加されな

かった子どもさんもできるだけ参加させていただき、スタッフの方が献身的にお世話され

ていて本当に有難く思いました。親も高齢化しつつあり、いつか行事に参加できなくなる

ときがくることを思えば、病棟の温かいご配慮には心強いかぎりです。

美しい紅葉の空のもと、今年も健康で行事に参加できたことを有難く思いながら、子ど

も達と楽しく過ごした秋の1日でした。

，聞、　崖園匡 �jI輔弼請轄田園園田の �既の会松尾洋子】 

当日は朝から冷え込んでいたので、吉野ヶ里速足は中止になり、残念でもありほっとも

しました。吉野ヶ里は広々とした吹きさらしなので、病棟の方でももっと暖かい時期にと

検討されたとのことでした。速足の代わりにレクリェーションとして、カラオケ大会とト

ランポリン大会が行われました。息子はけがをしていたのでカラオケの方に参加しました。

何人かの歌える子どもさんがブリをつけながら楽しそうに歌っておられてこちらも楽しく

なりました。音楽には反応する息子も別の行動しながらも、きっと聴いていたことと思い

ます。歌のすごくお上手なお父さんもマイクをにぎって熱唱されていました。

吉野ヶ里は、とても広々としていて、美しい花々が沢山植えてあり、親子が心から楽し

めるところなのでまたの機会を楽しみにしています。

子どもとの面会や病棟の行事に参加して保護者の皆様と話し合い、子どもを守っていく

上で情報交換をするのは大切なことだと思います。また、病棟の中でスタッフの皆様が、

それぞれの子どもに応じて組まれたプロジェクトの中で安全に、そして微々たることでも

少しでもよい方に向かうようお世話をしてくださりご指導くださっていることにいつも感

謝しています。

－6－
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10月6日、肥前精神医療センターの運動会が、手入れの行き届いた広いグラウン

ドで行われました。プログラムは盛りたくさんです。保育園の園児達のかわいい踊

りや玉入れ、仮装競走では二の2病棟のお兄さんたちのハンサムなスーツ姿におもわ

ず拍手、以前の二の2病棟では男子の組み体操が自慢でしたが、年々車いすでの出場

が増えています。皆さんの若かりし頃の姿をなつかしく思い出しながらテントを振

り返れば、われ関せずと応援用のハッピを枕に昼寝の我が娘。そうかと思えば出番

を待ちきれないとばかりに出て行く人ありで個性丸出しなのは相変わらずです。
いよいよパン喰い競走。これだけは楽しみに参加する我が娘に伴走しました。結

果はピソ。なぜかお目当てのパンがなく二人でうろうろ。はらはらしましたが、お

いしそうなパンをもらって一安心です。いろいろなハプニングも優しく見守ってく

ださる場内の包容力に救われました。近年は出場者が少なく午前中に終わりました

が、楽しいひとときでした。院内あげての運動会で嬉しいことの一つは、以前にお

世話になった看護師さんたちが声をかけてくださることです。また、普段はゆっく

り話をする機会のない保護者同士もくつろいだ雰囲気で交流することができました。

職員の皆様のお世話で毎年楽しい運動会に参加させていただき感謝しています。

ありがとうございました。

当楽しか，桔運動会　肥前精神医療センタ＿親の会坂本昌子 �� 
！10月8日、雲一つない晴天に恵まれ、すぼらしい運動会日よりになりました。プロ iグラムは楽しく進み、後半の玉入れとパン喰い競走に参加することになっています。 

子どもの楽しみはなんと言ってもパン喰い競走です。好物のパンをめがけて走りご 

褒美のパンを食べられるこの競技です。準備の様子を横目にワクワクそわそわ、待 

ち速しくて今にもパンに向かって走り出しそうです。ついにそのときが来ました。 

もう一直線、お目当てのパンを手にテントにもどり一口にぺろり。もう一回こっそ 

り走らせたいというのが親心です。 

今年は昼食を病棟でということでした。パターンで行動するわが子としては少し 

不本意のようでしたが、弁当にひかれて病棟に戻っていきました。せっかくの運動 

会の弁当ですから、来年はテントの中でたべさせてくださいとお願いしてみま　し 

ようか。そして、どうぞ来年も晴れますように。 

ろ－　▲1甲 �� 
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クリスマス会の会場に入ったとたん

びっくりしました。きらきらと彩りも

華やかに飾られ、クリスマスの雰囲気

が会場にみなぎってわが子もゆったり

とにこにこしています。女の子の司会

も上手で、歌が出て、くじが当たり、

養護学校の葉山先生扮するキリストか
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ら数人の人にプレゼントがあり、みんなうきうきした気分になりました。いよいよサンタ

さんの登場です。プレゼントを喜んで投げ飛ばしたりしている子もいます。俊孝はプレゼ

ントの包みに顔を押しつけています。進行係のひょうきんな言葉にまた一段と盛り上がり

ました。プレゼントの後はケーキです。母子で半分ずつ味わいました。おばあさんになっ

ても華やいだ気分になれるのもこの子がいるからです。スタッフの皆様ありがとうござい

ました。飾り付けも大変だったことでしょう。そうだ命をもらった（大動脈弁）牛さんに

もお礼をいわなくっちゃ。牛さんありがとう。せっかくいただいた命、少しでも長らえて

来年も再来年もクリスマス会に参加して若返りたいと思います。俊孝、お母さんもがんば

鮭師長さん紹介鰐緒論鴇、師長さんです。⑧掻

倉重久美子師長
（束1病棟）

平野雅子師長
（束ニー2病棟）

前に来て3年間老人病棟の勤務でしたので、急に患者様の年

齢が若くなり少し戸惑いもありましたが、今では皆さんと仲良

しになれました。新しい出会いがある時にいつも思い出す言葉

に「一期一会」があります。人との出会いは一生に一度だけな

ので大切にしなさいということです。出会いはお付き合いの始

まりであり、これからもよろしくと思うと共に、お会いする時

はいつも初めましての気持ちでいたいと思っています。

どうぞよろしくお願い致します。

私は以前肥前に長く勤務していて、菊池へ転勤し、また肥前
へもどってきました。今回戻ってきて一番に感じたことは「患

者様皆さんが成長されたなあ」ということでした。食事、更衣、

排泄など日常生活行動が向上し、スタッフの手を引き自分の要

求を伝えることのでき、待つことができる等患者様お一人お一

人の成長を実感致しました。

患者様が、毎日安全で安楽に過ごしていただけるよう、ス

タッフ共々日々努力して行きたいと思います。今後ともよろし

くお願い致します。

新年あけましておめでとうございます。「バルーン第24号」をお届けします。 
編集後記　原稿執筆にご協力頂いた皆さん有難うございました。字数真数の関係で勝手にカット 

したり書き換えたりしている部分があります。お許しください。（S） 

●顧　問● 

若楠療育回国長野上意彦先生 

西九州大学教授古賀靖之先生 

佐賀県議会議員石丸　博先生 

編集佐賀県重症心身障害児（者）を守る会　事務局　山口政幸 
〒843－0232　武雄市西川登町大字神六23006－1 

TEL・ⅡⅨ　0954－28－3195 

発行　九州障害者定期刊行物協会 
〒812－0069　福岡市東区郷口町7－7 

TEL・EAX　O92－629－3387　　　　　　　　定価150円 

－8－

一
九
九
七
年
九
月
一
八
日
　
第
三
種
郵
便
物
認
可
　
毎
日
発
行


