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「明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、輝かしい祈年を

お迎えなされましたこととお喜び申し上げます。」

佐賀県重症Ih身障害児（者）を守る会

会長　野崎　秀輝

日頃より、守る会の活動及び運営に対するご支援ご協力を賜り心から感謝申

し上げます。本年も重症心身障害児（者）の生活向上と守る会の発展を目指し、

会員相互の協力のもと社会の共感を得られる活動を続けて参りたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

障害者の福祉施策が大きく変革していくなか、昨年4月より障害者総合支援

法が施行されました。支援体系では児童福祉法と障害者総合支援法に分かれま

したが、実質上は児者一貫の支援が認められたことは私たちにとって大変大きな喜びであります。

また、昨年は障害者権利条約の批准に向けた大きな進展がありました。（平成25年12月4日障

害者権利条約批准の国会承認）この条約は、身体、精神、知的障害等あらゆる障害のある人の尊

厳と権利を保障するための人権条約であります。国は、権利条約を批准するため平成20年一24

年にかけて障害者制度改革に取り組み、障害者基本法をはじめとする国内法の整備を優先させ

今日に至っていると思います。このような中で、守る会が重症心身障害児（者）を安全安心に守

れる法律ができるよう要望や活動を行ってきたことも忘れることができないと思います。

県守る会では、一昨年より「動く重症心身障害児（者）」を重症心身障害児（者）の範囲に認定さ

れ「療養介護サービス」の支援が受けられるよう行政官庁に陳情活動を行いました。しかし、現

段階では「児童福祉法の一部改正」に伴う昭和42年8月の厚生事務次官通達によって児童福祉法

の中で「当面の処置」として、重症心身障害児（者）と同様に「療養介護」の支援決定を受けること

ができるようになりました。このことは、あくまで当面の措置ということ以外に変わるもので

はありません。

今後さらに、強度行動障害を持つ自閉症者や重度・最重度知的障害者等のいわゆる「動く」重

症心身障害児（者）の専門的な医療の必要性を訴え続け、平成27年障害福祉等報酬改定に合わせ

て「療養介護」の対象者として明記されるように働きかけていくことが必要であると思われます。
“親の強い意志のもと、社会の共感を得られるまで訴え続けましょう’’

皆さんのご支援ご協力を賜わり、一緒に頑張れる気持ちを大切にしていきたいと思います。
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第50回重症心身障害児（者）を守る全国大会

去る7月20日（土）～21日（日）の二日間、香川県において開催された第50回重症心身障害児

I（者）を守る会全国大会に佐賀県から22名が参加しました。今大会は1000名と盛大に開催され、

私たちが参加した「国立施設部会」の講演について若干説明します。
一、国立病院機構理事　藤木則夫先生の講演について

昭和40年、北浦会長の努力により始まり、昭和42年、10施設480床で開始された。

全体の年齢は40－49歳と高齢化しており、人工呼吸器使用も平成23年は570名と約21．5％の

増加で療養介護サービスの一層の向上が求められる。

二、社会福祉法人北海道方面理事長　岡田先生の講演について

重症心身障害児（者）2万人中、公法人施設に約7割、約3割が国立病院機構に入所、この

重症児（者）施設が、日本人の「命を守る」という伝統の基礎にあると言われている。

問題点として、病院が

1．医療重視で、福祉を理解した体制であるか。

2．医学モデルから社会モデルへ変化されるか。医療介助員（スタッフ）を充実されるか。

平成26年からは、新しい病棟に移り新スタッフのもと新生活がスタートします。保護者の皆

さん心新たにして、子供や兄弟の命と心の支えになるよう頑張りましょう。

県理事　三好　利行（東佐賀病院）

母親部会には3名が参加。のらねこ学かん館長　塩見志満子先生の『共に輝いて生きる』の講

演。先生は80歳、その力強い語り口は心にしみるものでした。私がこの子を産んでよがったと

心から言える親の生き方が、社会の共感を得る唯一の方法だと、お話を聞いて強く感じたと同

時に、初めてわが子が一生重い障害を背負って生きていくとわかった時の絶望感と罪悪感をふ

と思い出していました。施設に入所したての頃、塞いだ気持ちで面会に行くと、お母さん方の

明るい笑い声や「よかったね、お母さん来てくれたよ」って笑顔で迎えられ、安心感や心強さを

感じたことや、病棟スタッフの皆さんや小中高学校の先生方が、わが子の些細な成長も見逃さず、

わがことのように喜んでくださる日々数々の出来事の中、わが子がつくってくれたたくさんの

出会いが私を親として成長させてくれているのだと思います。そして何より守る会の活動や大

会での全国の会員の皆さんとのふれあいを通して、この子と生きていく喜びを実感できること

がなによりの幸せだと思います。両親の集い第675号第50回全国大会報告Ⅱに、塩見先生の講演

が記載されていますので是非読んでみてください。

県事務局長　山部　幸子（東佐賀病院）
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第16回九州・沖縄ブロック熊本大会

「声なき声に耳を傾け私たちも成長しよう」を基本テーマに守る会九州大会が開催され、今回初

めて参加させて頂きました。一日目の基調講演では、山鹿市の佐々木高彰先生の「こころの時代」

でした。難病で重度の障害を持つお子様の保護者であり、笑いあり、涙あり、詩あり（声よし）の

ご講演でした。分科会では、母親部会に参加しました。前半は二日目の講師である、向野幾世先

生のミニ講演でこれまで関わったお子さんとの心温まるお話を聞く事ができました。後半はフリー

トークで小グループを作り「私の子供自慢」と「これからの母親部会について」の発表でした。しかし、

皆さんたくさんの自慢話に花が咲き時間がたらなくなってしまいました。子供の状況の違いもあり

ましたが、色々なお話が開けてとても刺激を受けました。二日目の行政説明はとても勉強になりま

した。次回の長崎大会も是非参加したいと思います。　　　　　・肥前親の会　園木　多映子

第16回九州・沖縄ブロック大会が熊本市で開催されました。このような大会に参加する度に亡

き母を思います。62歳の生涯でしたが生前の母は、障害ある子を産んだ責任と育てる苦労、そし

て持病のl）ユウマチと3つの苦の中に在りました。気丈な母でしたから不自由な体でも極力人の手

を借りるまいと色々工夫をしました。例えば膝や手首の関節が曲がらないので棒の先に丈夫な針

金を取り付けてもらい、それを使って物を引き寄せたり着替えをしたりしていました。元気でいれ

ば84歳。大会をはじめ色々な行事に出かけ多くの人と語らい励ましあう事ができたら、母の苦しみ

も苦しみではなくなったかもしれないと思うのです。大会の初日は山鹿市営法寺住職の講演で「人

は誰しも役目を持ってこの世に生を受けた」と話されました。ご自身、重度の障害者の親御さんで

大変感銘を受け励まされる思いでした。二日目は、向野幾世先生の記念講演。障害児教育に心血

を注ぎ、障害者と健常者の共生を目指し様々な活動をされています。38年前に15歳で亡くなった

山田康文君－やっちゃん－彼との出会いとこの詩が誕生するまでのいきさつを中心に話をされま

した。やっちゃんは重度の脳性マヒで話す事も書く事もできません。先生は彼を抱きしめ全身で

彼の言葉を聞き取り文字にしていったのです。先生の言う言葉が彼の言いたい言葉だったら目で

ウインク。イエスのサイン、ノーの時は舌を出す。そんな作業を忍耐強く繰返し詩が完成しました。

「声なき声に耳を傾け」まさに、そうやって出来上がった詩です。先生はおっしゃいます。「誰も謝

る必要のない‘‘いのちの誕生’’のはずなのに過酷すぎる暮らしの中で、やっちゃんはお母さんに『ぼ

くが生まれてごめんなさい』と言わずにはいられなかったのでしょう」と。余談になりますが、帰り

に駅近くの売店で買物をされている先生をお見かけし、つい声をかけました。壇上では大きく見

えた先生ですが、間近にお会いすると小柄で笑顔の素敵な方でした。先生ありがとうございました。

いついつまでもお元気で。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東佐賀病院　小柳　敦子
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中原支援学校だよ11　　佐賀嵩コ諾支驚
一人一人の豊かな生活の実現を目指して

今年中原特別支援学校は、知的障害、肢体不自由、病弱の3障害種で、小・中・高等部が全て揃っ

た総合的な特別支援学校となりました。本校舎、分校舎、鳥栖田代分校、それに4つの施設で

の訪問教育の合計で児童生徒数も207名の大変大きな学校になりました。その内肥前精神医療セ

ンターでは11名、束佐賀病院では32名の生徒さんが毎日楽しく学んでいます。（数はH25．5．1現

在です。）また、本校では、佐賀県特別支援教育二次推進プランに基づくモデル校の指定を受け、

平成24・25年度の2年間「一人一人の豊かな生活の実現を目指して」の研究テーマの下、知的障

害高等部における職業コースの設置やキャリア教育の推進の研究に取り組んできました。まず

各学部等の児童生徒における「『豊かな生活』とは何か」について、担当職員の共通理解を図るこ

とからスタートしました。例えば、肥前精神医療センターの訪問教育では、「体調を整え、穏や

かな気持ちで楽しく安心して過ごせること、自分の思いや要求を表し受け止めてもらう事、コ

ミュニケーションがとれるようになり自分の思いを実現できるようになること」ではないかと考

えました。これらのことを押えながらさらに一人一人のお子さんに必要な支援は何かを考えて、

様々な学習活動や教材・教具を準備して日々の授業に取り組んでいます。

お子さんの豊かな生活の実現には学校だけでは実現できるものではありません。今後も今ま

で以上に病院・施設や保護者の皆様と連携・協力しながら、実現を目指して頑張っていきたい

と思います。今後ともご協力お願いします。
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肥前訪問教育　道の駅への校外学習

丁時宜詰愚痴が感謝に変わる知恵　肥前親の会新地豊作

今日はバスハイクの日である、子供たちの親兄弟が朝からどやどやとやってくる、少し興奮

気味である。バスに揺られること40分余り目的地の鳥類センター到着。昼食も済み、遊具に乗

る者散歩見学それぞれである。歩行は可能なのに車イス

から離れようとしない子、親は一歩…でも二歩いや百歩

前進を望む、親と子の綱引きが始まった。

私は55kgもある　鳥のさえずり、餌泥棒のスズメ・ハ

トの羽ばたきを耳にしながら綱引きを見ている、微笑ま

しい親と子のコミュニケーションである。愚痴が感謝に

変わるものを見たような気がする。
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肥前親の会　阿部　　孝

11月7日（立冬）にバスハイクで久留米鳥類センターを訪れました。立冬とは言え薄曇りの暖か

い最適な日和でした。緑豊かな園内に、色彩鮮やかな羽をもつ鳥や、コミカルで愛くるしい姿の

鳥たちが元気に飛び回り、かわいい動物の仲間たちも私達を待っていました。プレイランドは観

覧車や遊具等がいっぱいで、子供達の笑い声と鳥のさえずりが響き合う、自然との触れ合いを

感じた一日で、最高の笑顔の集いでした。これからは、ボランティアの皆様にも呼びかけ共に笑

顔の交感を行いながら、社会の共感を得るような野外活動を進めたいと思います。

丁増幅秋祭り　　　東佐賀保護者の会堤　祥子
私はオカリナの演奏に参加しました。いろんなお店が準備されていて中でも娘のお目当ては

綿菓子コーナーとアイスのコーナーです。娘の食事は鼻からの流動食ですので、口の中に食べ

物を入れるのはとても久しぶりです。少しずつ口の中へ入れてみますと目を丸く見開き暫くし

てからニコツと笑顔です。それから全員で丸くなりお馴染みの炭坑節も踊りました。

オカリナは土で出来ていてとてもシンプルな楽器でした。演奏する人の心を映し出してくれ

る様な気がしました。童謡や昔口ずさんだ曲、楽しいア

ニメソング、レパートリーの多きに驚かされます。中で

も「コンドルは飛んで行く」の曲は壮大なスケールの山々

の自然を想像してしまい、とても小さい楽器ですが素晴

らしい音色で癒されました。それはきっと私だけではな

かったと思います。もちろんアンコー）レの曲になりまし

た。心地よい一時ありがとうございました。
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丁時宜詰博多ベイサイドに行ってきたよ
東佐賀保護者の会　牢固　和子

6月、院外療育で博多ベイサイドに行きました。多くのスタッフに見送られ、バス旅を楽し

みました。高速道で走り去る景色を眺めていると、空港近くでちょうど斜めに飛び上がる飛行

機を見ることができました。ベイサイドでは、直径9メートル高さ8メートルのアクアl）ユウム

（円柱水槽）で沢山の魚たちが出迎えてくれてとてもきれいでした。中でも大きな海亀も姿を見

せてくれて、係の人も珍しいと言われました。車イス

の一団を歓迎していたのでしょうね。お楽しみの昼食

は、皆好きなものを注文しいつもより沢山食べたよう

です。食後はタワーに上がったり、船を間近で見たり

心地よい潮風の中、船の出航の合図を聞きながらのス

イーツタイム、いつもと違う空気、時間の流れを楽し

みました。帰りの車内では、お腹いっぱいでお昼寝タ

イム。お天気が良くて最高の一日でした。
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磨奇指聾室がち新年度に向けて東佐賀病院　療育指導室長　植村　安浩

束佐賀病院の重症心身障害児・者病棟もようやく完成し、引っ越しからひ

と月になろうとしています。引っ越しのご協力ありがとうございました。

新病棟のご感想は如何でしょうか？病棟を建てている業者と病棟師長を初

めとする病院職員が検討を重ねて出来上がった病棟です。とても良いものに

なっていると思いますが、もしご意見などありましたら教えてください。

療育指導室でも療育訓練棟が新しくなりました。スヌーズレンの部屋は蓄

熱式の床暖房を導入し、いつでも快適に活動していただけます。明かりも調光式にしました。

だんだん明るく、だんだん暗く調整でき、快適に過ごしていただけます。がば友映写会を毎月行っ

ていましたが、そのプロジェクターも多目的ポー）レの壁を利用したスクリーンに大きく映し出

すことが出来ます。

40から55床にと病棟あたりの利用者は増えましたが、スタッフもその分増えております。4

月からは職員も増え、療養介護サービスがより充実すると思います。療育指導室メンバーも、

利用者の方の日中活動がより充実するよう保護者・成年後見人の方や病棟スタッフと協力して

いきます。今後ともよろしくお願いいたします。

癌奇指聾室がち火災時避難訓練がありました肥前精神医療センター　療育指導室長　西原　礼子

去る1月17日、当院の火災時避難訓練がありました。出火元は、重症心身障害束一病棟の配膳

室で夜10時想定でした。準夜勤者2名で警報を鳴らしたり、当直に連絡した後、1名は消火の

準備、1名は患者様の避難の準備に敏速に対応しておりました。そこに当直医や応援の各病棟

看護師などが駆けつけ、火災元とは反対に隣接する療育訓練棟まで患者様の避難誘導を手伝い

ました。夜勤看護師は、無事避難できたことを、療育訓練棟南側の空き地に設置された本部ま

で報告しました。また、束一病棟以外の病棟は昼間想定で避難訓練をして本部に無事避難でき

たことを報告していました。その後、神埼消防署の職員による消火器の使い方の練習や避難訓

練の様子の評価及び講話がありました。患者様の命を守るため、実際の火災時に備えて日頃か

らの訓練の大切さを実感させられました。3月末に新病棟に移転しますが、その際も職員一同

安全確認に努め万全に備えたいと思います。

肇ンi l ▲一 七 ‘‾●、溝“ く lI �i � 

i i � ���i《∴ 一手．－ 高書 富 －－ �l 一一ii ii i i 
、ぎ二 1．年∴ 顕 � �‾1I‘－、 

三雲 ��iニ‾‾し→ �棚 

主題 �棚‘喜一－：二議 ら毒㌔“1 
蕉春番田。易千一一　　　　　・　診 
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、，…田嶋⊥＿二三る会会報‥＿＿．＿＿＿＿＿．〟＿＿，ノご雪
第15回佐賀県守る会学習会　　　　佐賀県守る会副会長　杉原　　潔

日時　　平成26年2月16日（日）13：00～

場所　　肥前精神医療センター　医師養成研修センター3F

講師　　平川　忠敬　先生　（西九州大学教授）

演題　「障害児（者）を持つ親の心、兄弟姉妹の心」

☆　講演内容（要旨のみ）

障害を持つきょうだいがいれば、本人の悩みは計り知れないものがある。親の目は常に障害

児（者）に向けられ、本人は構ってもらえず愛情不足になりがちである。そんな健常なきょうだ

い達を鍛えるために「きょうだいキャンプ」を行ってきた。障害児（者）を変えるのではなく、健

常者を鍛え変えることが大切なことである。

◇「きょうだいキャンプ」の参加者……障害児（者）、きょうだいたち、先生方、ボランティア

の学生たち

①　講義を聴ぐ…‥友達に話せるように、健常者個別にきょうたいの病名・原因・対応の仕方な

ど専門的な内容を知らせる。

②　幸い思いを話す……学生が聞き役となり悩みなどを聞き出す。学生は昭和天皇の聞き方で「あ

あそう、うんうん、そうなんだ」などの相づちで決して言い返さない。そのうち「実は・・」

と話し始める。それを根気強く待つ。

③　みんなの前で発表する……キャンプ終盤に感想やきょうたいへの思いなどを発表させる。こ

の過程の中で本人の成長があり心が開けてくる。そして障害を持つきょうたいは「その

ままでいいんだよ、変わるのはぼくたちなのだから」という思いに至ってくる。

☆　感想

・野崎会長からは「先生のお話ぶりは天使か神のようだ」との感想が聞かれるほど優しくてし

みじみとしたお話で、心が洗われるようなひとときだった。

「そのままでいいんだよ、変わるべきはまわりの私たちなんだから」はすごい。

昭和天皇の聞き方は何にでも応用のできるすぼらしいものだと思う。

ー‾　「　∴．t

雨読輔絵心館説の軸玲摺会

謹 言 �：○ 青 は 重 さ ∴言∴叶 � 

〇 日 �畢 �劃 ・19 
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2014年3月31日発行　　　佐賀県守る会会報　　　　侃旭亡や

全国大会・九州ブロック大会のお知らせ

創立50周年記念大会

目時　平成26年6月8日（目）～9日（月）
13時～受付

場所　グランドプリンスホテル新高輪国際館パミール
〒108－8612　東京都港区高輪3－13－1．

血：03－3442－1111

内容　特別講演　石井めぐみ氏　式典等

九州・沖縄ブロック長崎大会
目時　平成26年9月20日（土）～21日（目）

12時～受付

場所　ホテルニュー長崎
〒850－0057　長崎市大黒町14番5号

正し：095－826－8000

内容　基調講演　小沢　　浩氏
（島田医療センターはちおうじ所長）

たくさんのご参加お待ちしております！！

編集後記
平成25年度は障害者に関する新しい法律「障害者総合支援法」の施行に始まり、アツという

間の一年でした。その間、会員の皆様には「守る会全国大会」「九州・沖縄ブロック熊本大会」、

また学習会や行事等にも多数参加いただき感謝いたしております。参加できなかった皆様も記

事に目を通していただき、これから始まる「障害程度区分から障害支援区分への変更」や「サー

ビス等利用計画の作成」など心配はつきませんが、この様な時こそ保護者が一つになって重症

心身障害児（者）にとって少しでもより良い生活が送れる様、取り組んでいきましょう。（M）

顧　問 

若楠療育園園長野上憲彦先生 
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 

㈱∴∴∴∴9

＿）

編集　佐賀県重症心身障害児（者）を守る会 

事務局　野崎秀輝 
〒847－1441佐賀県玄海町大字今村4718－3 

TEL　090－8224－0993 

由，，


