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▲成人＆子育て親の合同交流会

（知多郡東浦町・
あいち健康プラザ）
︻

畷懸羅舞蕊嚇蝋灘撫欝跡。

者たちのあつまりで、全国における日本筋ジストロ社会の温かいご理解とご協力をいただいて一日も
フイー協会は、その上部組織です。この「筋ジス」早く、この患者たちが、明るい顔と正常な身体を取
という病気は、筋肉の細胞がだんだんと変質して次りもどすよう願って、私たちはこの協会を作り、活
第に力が弱くなり、その機能を失ってゆくという、動を続けております。

＊難病に愛の手国の手医学の手＊
この機関紙は、愛知県共同募金会及び中日新聞社会事業団等のご好意により発行できました。
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平成羽年度愛知県筋ジストロフィ−協会

第里

¥

おり開催されました︒

からは︑社団法人日本筋ジストロフィ−協会理事

福祉部障害福祉課主幹・西村祐次郎氏︑団体関係

扇が長谷室明先生か．行政関係からは愛撫県健康

午前中の総会の部では︑議長に会員で瀬戸市在住

の言葉をいただきました︒また︑県内の９養護学
校の校長先生方のご出席もあり︑各界から寄せら

長・貝谷久宣氏がご出席くださり︑それぞれ激励

平成躯年度の事業報告・決算報告︑平成羽年度の

れた祝電の披露をしました︒

事務局・会計

理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

湯浅康弘︵愛知郡東郷町︶

森田いずみ︵小牧市︶

河本実宰︵名古屋市緑区︶

烏丸直樹︵名古屋市北区︶

渡辺一充︵豊橋市︶

生駒とし子︵名古屋市西区︶

︵渡辺︶

安井美津子︵名古屋市港区︶

会員研修会の部

〜災害時における障害者への支援と対策〜

３月ｎ日に発生した東日本大震災は健常者︑障

策﹂について講演をいただきました︒今年３月に

良平氏に︑﹁災害時における障害者への支援と対

んをお招きし︑ご講演いただきました︒

の災害時要援護者支援プロジェクト担当の菅沼さ

そこで今回障害者を支援する﹁ＡＪＵ自立の家﹂

方にも大きな地震が発生する可能性があります︒

害者を問わず︑大きな衝撃を与えました︒この地

発生した東日本大震災の被災地での支援活動の体

そのあと︑社会福祉法人ＡＪＵ自立の家の菅沼

最後に︑本年度の療育キャンプにつ一
いい
てて︑・事
事務
務局
局

出席者如名︑委任状提出者鈴名︶

から実施時期

験も交え︑とてもわかりやすく話され︑皆さん熱

ました︒

午後の大会
の部では︑来

されました︒本当に長い間︑ありがとうございま

の役員として活躍されてきた高阪貴美さんが退任

また︑本年度は役員改選の年度であり︑本協会

セットの重要性︑③日常の防災意識の啓発︑④要

避難所の現状と避難所のあり方︑特に間仕切り

過去の災害との違いに︑②障害者の被災状況及び

対策﹂で︑①今回の地震の概要・被災地の状況・

古屋大学名誉

副会長松岡登志子︵名古屋市緑区︶

副会長中野勉︵刈谷市︶

会長田口智久︵名古屋市守山区︶

今回のお話の中でＡＪＵ災害時要援護者支援プ

演していただきました︒

に向けて〜今後の災害時要援護者対策について講

援護者支援の課題及び地域との連携︑⑤課題解決

教授・祖父江

なお︑本年度の役員は次のとおりです︒

した︒

逸郎先生︑国

ロジェクト担当チームは宮城県名取市の障害者支

援団体からの要請を受け︑発生翌日に同市へ向か

立病院機構鈴
鹿病院院長．

ｒ

理事生駒偉︵名古屋市西区︶
理事大島松樹︵犬山市︶

賓として︑名

テーマは﹁災害時における障害者等への支援と

や場所の説明

心に聞き入っていました︒
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患者のＱＯＬの向上

員の了解を得

があり︑全会

正案を賛成多数で可決しました︒︵総会員数唾名︑

事業計画・予算案︑また役員改選案︑規約一部改

の鍵谷守さん︑議事録署名人に愛知郡東郷町の

L

湯浅康弘さんと犬山市の大島松樹さんを選出し︑

去る６月に︑第娼回の大会︵総会︶が標記のと

ところ●名古屋市総合社会福祉会館

●とき●｜平雫成託年５月三一日︵日︶﹇午前﹈総会の部﹇午後﹈亥会霊研修会の部

漁同
回畢
天公賓総会︶開催される

皇
−

陀．周辺の避難所も
回り︑多くの人が不
自由な生活を強いら
したそうです︒

れている実態を目に
とくに︑避難所で

︵社︶日本筋ジストロフィ１協会

明回全国大会及び役員研修会

き●平成銅年５月幻日︵土︶・・・：塑日︵日︶

垂成認年度会員研修会が５月２日東京新宿区

育キャンプにボラン

協会が行う夏の療

︽﹂

から︑アイシン精機

席上貝谷理事長

株式会社試作工場の

感謝状が贈呈されま

前田浩二副工場長に

した︒アイシン精機

の戸山サンライズにて開催されました︒第一部の

ティアの派遣や資金

ころ●東京都新宿区戸山サンライズ

講演で口臼冨︹己胃の遺伝子登録の現状﹂につい

面での協力など︑日

㈱試作工場様は︑本

て国立精神・神経医療研究センターの中村治雅氏

バシーがないことに
たとのこと︒そこで

頃から大変お世話に

に対し
して
て︑
︑改
改め
めて
て感
感却謝いたしますと共に︑今後と

また︑筋ジス研究班班長の先生方の成果報告と質

ございました︒

もよろしくお願いいたします︒本当にありがとう
翌日の総会は東日本大震災犠牲者への黙祷から始

氏よりありました︒

雄氏︑福島支部事務局長の今井伸枝氏︑岩手支部

ー里二

ては未定ですが、現愛知県コロニ
−中央病院の熊谷先生を中心とし
て訪問診療を始めます。将来的に
は外来も開始しますので、駐車ヌ

を開設する予定です。場所につし

ペースも確保いたします

まだ、いろいろ準備をしないと
いけませんが、この会報や協会オ
ームページ等で進捗状況をご報催
したいと考えております。（田口

初動
動の
の時時
また︑初
にに
一自分たちで適切に判断して動

疑応答が行われました︒最後に大会決議文の朗読︑

年（2013年）に愛知県内に診療所

宣言がなされました︒︵田口︶

当協会の上部団体、社団法人日

の佐藤東北地方本部

まり︑貝谷理事長の挨拶︑東日本大震災救援募金

第48回全国大会

けるボ ラ ン テ ィ ア を

本筋ジストロフイー協会は平成2E

腔鼎促退
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育てる 必 要 が あ る と

した︒

訪問診療所の設立について

長への贈呈がありま
議長選出では愛知
支部役員の大島松樹
田武蔵氏が選出され

氏︑京都支部長の前
重要な議事について
討議されました︒午
後の大会では多数の
来賓方々の祝辞をい
ただきました︒その

●お知らせ●

指摘されました︒災
害時の 対 策 は 筋 ジ ス
るもの で は あ り ま せ

キ
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協会だけで対応でき
んが︑ 今 後 も よ り 地

￨
皇
r
一

域の他の障害者団体
と連携を密にし︑積

極的に自治体への
働きか け を し て い か
なければと感じまし

社団法人日本筋ジストロフィ一協会

た︒

して︑強化段ボール製の間仕切りをこれまでに納

以前から防災用品と

りの必要性を感じ︑

困惑する声が目立っ

菅沼さんらは間仕切

日本大震災の緊急報告が東北地方本部長の佐藤隆

よりお話があり︑第二部で３月ｎ日に発生した東

宿

業業
でで
すす
︒こ れ ま で の ご 理 解 と ご 協 力
なっ
って
てい
ｖる
る企企

話を聞くと︑プライ

第■「
とと

一
長の駒場恒雄氏︑宮城支部事務局長の武内幸次郎

戸同

入した自治体から借りる形で被災地に運ばれまし

糠

た︒︵田口︶

被災地の
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唾

と一き●｜平成翠年８月幻日︵士︶参・船主日︵旦

ところ●福井県坂井市・三国観光ホテル

の人の目を気にしてなかなか手助け出来なかった

ました︒

小さな行動が︑日頃から自然に出来るようになり

今までボランティアは人助けだと思っていま

したが︑実は自分自身を大きく成長させていただ

いていることに感謝をしています︒今後も私の大

れました︒今回の参加者は総勢艶名︒リフト付き

で食べた後︑天下の名勝・東尋坊の見学です︒日

ど迫力がありました︒昼食を東尋坊のレストラン

カたちの妙技が繰り広げられ︑水しぶきがかかるほ

ティアで参加させていただきました︒数週間前に︑

し︑ボランティア活動を続けていきたいです︒

切な友達と共に楽しい時間が過ごせることを期待

の大型観光バスで快適に２日間を過ごしました︒

本海の荒波が砕け白波が飛び散る断崖絶壁を︑崖

普段から大変お世話になっている会の方から誘っ

たちを見たり︑イルカショーでは︑訓練されたイル

１日目は︑名神・北陸自動車道を快適に走行した

上から覗くと足がすくむようで︑まさに圧巻した︒

・羽日．恒例の療育キ﹄一：ンブが開催さ

後︑越前竹人形の里に到着しました︒竹を細工し

本当に盛りだくさんの２日間でした︒参加された

日：

て作った沢山の人形などが展示され︑その精巧さ

て頂き︑即答で﹃参加します︒﹄と言ったものの︑

松本優子

日〜泥日に筋ジスの会の旅行にボラン

その後はとても不安で︑知っている方も居ないし︑

８月

︽閲凹ボランティア旅行に参加して

には鴬くばかり︒竹の器に盛り付けされた美味し

皆さん︑本当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

しました︒雪んこや来年の干支・辰の人形作りに

四1F

ケやお母さんたち
の踊りなど大いに

では︑子供達や親御さんから﹁お兄ちゃん﹂﹁お

に助けられ︑ここまで頑張ってこられました︒今

ティアの方の助け︑何よりも子供達の元気な笑顔

や戸惑いもありましたが︑役員の方や先輩ボラン

もわからない中︑自分が手助け出来るのか？不安

初めてのキャンプを思い出すと皆さんの病状の事

ティアとして参加させて頂き︑７年目になります︒

夏休み最後に開催される療育キャンプにボラン

方に挨拶をしました︒サービスエリアのバスの乗

アでもう一台のバスと合流してもう一台のバスの

たり︑わきあいあいと進んで行き︑サービスエリ

り︑いざ福井県へ︒道中バスの中で自己紹介をし

たので︑不安が吹き飛びました︒出発の時間にな

長さんはじめ︑いろいろな方が話しかけて下さっ

したが︑集合場所の名古屋養護学校に着くと︑会

はない予報が出ていて︑不安が更に大きくなりま

かったと思います︒お天気も︑あまり良い天気で

を迎えてしまい︑旅行に行った方々には申し訳な

筋ジスという症状もあまり分からないまま当日

盛り上がりました︒

兄ちゃん﹂と慕ってもらえる関係を築くことが出

魚閏凹療育キャンプに行って

い昼食を食べた後︑自分たちでも竹細工の体験を

８月

術細工に大興奮！イルカショーにも大満足１

■療一育キャンプ︵患者と家族の交流会︶

町

挑戦︒みんな頑張って何とか作り上げることが出

２日目は︑午前

きスムーズに休憩を終わらせました︒

り降りは運転手さんにいろいろ先導してやって頂

執印一洋

中に越前松島水族

来︑私でも少しはお役に立っていることに︑大変

来ました︒ホテル
では大浴場でゆっ
くりと入浴でき︑
懇親会では︑患者
さんたちのカラオ

館を見学しました︒

一日目は越前竹人形館など観光地を周り︑ホテ

嬉しく思っています︒

ＰＬ

これらのボランティアの経験を通じ︑今まで他

大きな水槽で泳ぐ
沢山のきれいな魚

『

維乏
覇
ー
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戸ゞ

ルヘ到着し︐お風呂
へ入り宴会をしまし
た︒お風呂では︑大
しましたが︑とても

浴場でお風呂介助を
大きくて締麗なお風
呂で︑お母さん達が
手伝って下さり︑予
定より早く入浴する
ことが出来ました︒
宴会のときも︑男性
のボランティアさん
達がカラオケを入れ

人＆子育て
合同宿泊懇親会
成

も楽しかったで

︽﹂

当日は︑監事

の方が笑顔で迎

えて下さいまし

た︒夕食後は︑

中学以来となる

キャンプファイ

ヤーで仮装や花

これまでの子育て独自現地集合・解散型アウト

火もあり︑とて
ドア体験宿泊懇親会を︑今回は合同企画とし︑賜

がとても明るい

す︒また︑皆様

ことに驚きまし

テコ

﹄

患もあ薯．巧年以上家で横にな↓三・﹄生活してい一ま

た︒私は︑心疾

す︒そのため︑監事の方がとても気を遣って下さ

いました︒荷物の片付けの手伝いをして下さった

り︑食事や部屋に関しても事前に御配慮して下さ

り︑簡易ベッドを用意して下さったり︑その他書

こんな素晴らしい仲間に出会えたことを幸せに

き切れない程︑皆様方にお世話になりました︒

思いながら︑道不案内の為︑役員の方の先導をう

ございました︒

け︑帰路につきました︒皆様︑本当にありがとう

魚闘凹合同宿泊懇親会に参加して︵子育て︶

私は︑９月の岡崎での宿泊会に母と参加しまし

名古屋市名東区石黒浩之武

した︒現地に着くと︑自分が思っていたイメージ

待が入り交るのを感じながら︑参加させて頂きま

初参加でアウトドア派でない私達は︑不安と期

名古屋市緑区栗本恵

た︒入会間もない私が初めて参加する行事で︑と

んがとても明るく楽しい雰囲気を作って下さった

とは違い︑中に入るのを祷路するぐらいでした︒

ものだと思います︒会の皆様︑参加させていただ

偽函凹合同宿泊懇親会に参加して︵成人︶

るよう役員一同努力してまいります︒︵安井︶

の課題もありますが︑より一層の進化・継続でき

て︑二日間の体験型懇親会を終了しました︒今後

行機の作成・飛行実験に全参加者が夢中になっ

験教室を開催いただき︑頭の体操〜おもしろ紙飛

午後からは︑施設ボランティアさんによる科学体

有意義な情報交換の場となりました︒

ニュアルを題材にビアカウンセリングを展開し︑

翌日の午前は︑年代別のグループで防災対策マ

され︑満喫し︑宵は更けていきました︒

ヤー︒炎と仮装の魔力で魅力あふれる個性を発揮

入浴・夕食後は︑全員が仮装し︑キャンプファイ

成人患者さんには午後から集合していただき︑

組認名の皆さんが参加してくださいました︒

ところ●岡崎市・愛知県青年の家

とき●平成配年９月塑日︵土︶・霞日︵日︶

邑

ても楽しみにしていました︒

まい︑そんな状況になれたのは︑参加者のみなさ

町

き大変ありがとうございました︒

参加した感じではなく︑普通に行って楽しんでし

二日間旅行に参加しましたが︑ボランティアで

た︒

押す手伝いをして少し役立てたかなあと思いまし

坂があり︑体力には自信があったので︑車椅子を

の方が通るのは危険な感じでした︒東尋坊も長い

館は入り口を入ってすぐに急な坂があり︑車椅子

二日目は︑水族館と東尋坊へ行きました︒水族

変びっくりしました︒

会を盛り上げるために皆さんがとても協力的で大

楽しんで参加してしまいました︒一日目が終わり︑

イベートな旅行に行っている気分で宴会をとても

てくれたり■歌う方を誘導したりして私にプラ

副

不安を感じながら︑施設に入りました︒施設に入
ると︑役員さん達が優しく部屋を案内してくれま
した︒

夕食後︑待ちに待った仮装でのキャンプファイ
ヤーです︒子供も私もワクワクしながら︑参加し
ロウィこで衣装を揃えました︒

たのを覚えています︒私達家族のテーマは︑﹁ハ

いろいろな出し物が終わる頃︑キャンプファイ
ヤーの火も消えそうになっていましたが︑皆の気
持ちが一つになったのを感じました︒

ビアカウンセリングでは︑高校生から小学低学
年の子供たちを持つ親達と︑災害対応マニュアル
を学ぶ中で︑考えさせられる事や︑それにとって
の準備も必要な事も教えられました︒話し合いの
中で︑アドバイスや分かち合える事が︑私にとっ

思います︒

これからも︑いろいろな企画に家族共々参加さ
せて頂き︑皆様の温かいパワーをもらい
それを励みにして頑張ろうと思いました︒

人＆子育て
合同勉強会・交流会
とき●平︾成配年祁月涯日︵・圭︶

ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

一震声臭一昔戸塚一二宮一宮て・一謹毎﹂唾誇雪﹇一や一琢雁一妖叫一一辱一漢一か帝一馬一・一．畢一捧毒三

るイベントが︑本年度もあいち健康プラザで開催
されました︒

午前中の勉強会は︑会員・非会員・医療関係
ん手術をこれまでに１００例ほど事故なく手掛け

者・１００名あまり︑敬遠されがちな筋ジス側わ

が解りました︒

今回は︑初めて
の試みで︑ボラン
ティア不在の中︑
いろいろと配慮が
要ったかと思いま

強会でした︒

リアルでオープンな勉

答えてくださり︑大変

族からの質問を丁寧に

医療関係者・患者・家

ながらの講演に続き︑

やＣＴ画像を織り交ぜ

で手術中のビデオ映像

てみえる神奈川県北里大学教授高相先生のご講演

ずかしい〜こと言っていた息子
も
ししず
つ
鱈子
皇︑
︶ ｜少
・少
ず二
つ皆
讐一
9

ノ

画

6

露
誤J蜜

いきして行く様子

と解け込んでいき

て心の癒しの場になりました︒そして︑今まで﹁恥

竺

また︑少し早いクリ

'jp￨￨

−→

のんびりビュッフェスタイルのお食事にほころぶ

笑顔があちらこちらで見受けられ企画担当役員も

ホッといたしました︒

そして︑恒例のアトラクションでは母達のフラ

ダンス︑コスチュームはバッチリ決まりましたが

ダンスはご愛嬢？ビンゴゲームに凸入Ｉビンゴ

ル？昨裂？楽しく賑やかタイムでした︒

のプレゼント選びは？子供の思いと親の思惑バト

パーティーの最後はちびっこ達がステージにあ

がり︑﹃まるもり﹂ダンスと︑参加者皆さんで熱

唱﹃それでも信じてる﹂でフィナーとなりました︒

朝早くからお手伝いいただきました託児ボラン

ティア・実行委員の皆さまありがとうございまし

た︒また︑参加者の皆さまも積極的にお手伝いい

ただき︑会は無事安全に終了することができまし

たこと感謝申し上げます︒︵安井︶

Ⅲ
跡

成

スマスパーティーでは︑

垂

叶

円卓を囲んでゆったり

竃

す︒そして︑何事
もなく二日間皆様
と楽しいく過ごせ
て︑息子も良い経
験させて頂けたと

『

−
−
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L

成人患者の部
■春 の う ど ん の 会
とき●平成配年５月７日︵土︶

︽﹂

ところ●愛知郡東郷町・イーストプラザいこまい館

﹄需一﹄一路計二三一﹄﹁二℃■即い︶一七一︷ロ幸一垂ニーロニー﹄一一ク一画呈恥︽一昨︾︾

︻﹂

お昼になりましたが︑テーブルの上にはライスブ

加者は︑西川さん︑鶴見さん︑湯浅さん︑田口さん︑

中︑あいち健康プラザで行われました︒今回の参

秋の成人患者の集いが︑哩月加日︵日︶の午前

魚閏凹縁起良くいただきます
名古屋市千種区西川茜

７月鋤日東郷町にある一イーストブラザ．ｖこ

も挑戦しました︒完成したパンを並べて少し遅い

今年は昨年開催した時とは違うパンやピザ作りに

会員さんたちがそろいました︒

しました︒若手成人会員も参加し︑幅広い年齢の

まい館﹂の︑調理室を借りてパン作り教室を開催

私はこの会に参加するまでは︑料理は当り前な

加しました︒

みてはどうですか？﹂というお話を頂き︑早速参

たのですが︑．度見学して︑入会するか決めて

スの会でした︒この時はまだ入会をしていなかっ

うどんの会は︑私にとって初めて参加する筋ジ

ところ●愛知郡東郷町・イＩストプラザいこまい館

とき●平成詔年７月釦日︵日︶

レッド︑アンパン︑クリームパン︑そして各人お

楽しい一日を過ごすことができました︒︵渡辺︶

好みのトッピングで作ったピザが食欲をそそりま

若山さん︑生駒夫妻と私でした︒前半はいつもの

ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

とき●平成配年．惟月涯日︵・エ︶凄・：即日︵日︶

●秋の宿泊交流・研修会

ロロ皿ＦＧｆａ侭国富

Ｐ■凸缶﹁凸蕃ヤ

︑趣拙斌．

生活の一部だと思っていました︒しかし患者さん

医

早く食べたいよ〜

りの最中︑皆懇切丁寧

ｒ︻

僕が作ったんだ

に指導してくださり︑
とても楽しい時間と良
いリハビリになｈ／まし

私は︑この会が終了

た︒

してから入会をしよう
正式に入会しました︒

と決め︑次の大会から

手︾扉醒一一﹃一︾一・︿一宮一二﹂︾﹄一亘蚕一二劃﹄目昌一函一跨︿一壱一

に参加している皆様︑

こと役員の大島さんによる恒

ラザ・いこまい館で開催されました︒参加人数は

例のうどん作りの会が︑東郷町にあるイーストプ

の程宜しくお願い致します︒最後になりましたが︑

のように太く長くお付き合ｖ
これか
から
らも
も︑
うう
どど
んんの

今年も︾｜玄さん

必名と例年に比べ少なかったですが︑うどんを足

美味しい時間を有難うございました︒

＝ 一

出来ばえはいかが：

した︒もちろんサラダやデザートも︒︵湯浅︶

母砲野睡凶

一

みんなそろっていただきます

によっては︑うどんの生地を伸ばす作業も︑生地

■訓練指導バン作り教室

で踏む人︑板の上で棒で延ばす人︑大きな鍋で茄
でる人︑それぞれ熱心に精を出し合いました︒盛

属

を細く切る作業も難しく︑リハビリになることを

り付けが出来た後は︑皆で仲良く試食し︑とても

易

デｰ11「増

畷
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二
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−ありがとう

自暴自棄の中

ときに日々の生活に乾き

一
朝に
も向
無か
事っ
にて
目あ
がり覚
︽今
朝日
がめ
とた
う今
生私
きは
て生
いき
るている
へありがとう

一今日も私は私を生きた他人を信じられなくなった
一夕日に向かってありがとう衰えゆく体に
︽ありがとう

﹀今夜も穏やかに眠りを憩う蝿癖嘩絶擢畔埜きている

さではない︒いかに生きたか︑

その深さこそが大切なのだ︒

︵四方健二ホームページＳＡＩＬ／
エッセー﹁生きる﹂より︶

今は前にとに力く前に進

︵詩集﹁雫﹄あとがきより︶

まなければ︒私は︒まだ︑生き
ているのだから︒自分らしさを

忘れずに︒

詩腫私に．一筋硬麦を一あててく冒誰

た︒この世に生を受けた限り︑
私は心に熱い想いを持ち続けて

−月に向かってありがとう今私は生きている
．．ありがとう

いきたい︒

−９６７年ｎ月晦日生まれ
石川県能都町字小木出身
石川県立医王養護学校卒
進行性筋ジストロフィーを患い︑
小学２年生より国立病院機構医

■四方健二

︵詩文集﹁執跡﹂あとがきより︶

一馴恥糾娠佳泳い搾とう祉畢酔岬都祁唖を見つめ

﹀この心で私は生まれた今私は生きている

︽この身体で私は生まれた

里詫︾一宇一ユー一一一弓︼一口一・一二一匹一﹄二者︵一言二︾一二二二一一﹄一牢﹄一二帳︽一言一画一夕

詩文集一奇跡﹂出版
詩集﹁雫﹂出版

座ることさえままならず
王
病院院
入
王痘
監に
一息
︽院
陰 ︒寝たきりの生活を
送て
って
︒
自分の力で眠ることもできない送っ
いい
るる︒

２０００年
２００５年
２００６年

︾ありがとう自分の力で眠
るみ
こ
と
も
で
な
夢に
に
る
昔昔
の
こき
とと
ば
か
り
夢
み
るの
のはは
の
こ
ばい
かり１９９３年
．︑私にも明日が来る

一︵詩集﹁羅針盤﹂よ必
よし
り︶
かし
しか私
しは
私生
はき
生き
てて
いいる
る
今私は生きている

︵
︵詩
詩
文
文集集
﹁﹁
執跡
執﹂跡
よＪ
﹂
りよ
︶ り︶２０１１年
や〜〜〜〜〜〜Ｉい率いⅧ腰率Ⅷ
蕊
１
１

？

ｙｆ″︑ｒ︑ｆｈ″既ｋ″Ｉｆ〃︑γ︑７昭″可稲″︑ｆ″孔４︐７稲″肌ｈ″凡

一:〜:一:〜:〜:一:〜:一:〜:〜:一:〜:一:〜:〜:一:〜:〜:〜

講舞ｌＩｉｌｉｉ
Ｉ
ＩＩＩ
生き
てＩ
いる

新しい活力をいた

ことができ︑また

四方さんに触れる

生きがいを持って
︾ありがとう
毎日を輝いている

きてよかったです︒

スムーズに進行で

てもらったテープ
で 朗 読 し た り と ︑ ．．この世界に私が生まれたしかし私は生きている

森田さんに録音し 一
無限
限の
の一
空瞬間
らぐ
ゆい
るき
もれの
︽無
との
が一
重点
なと
っあ
てぬ
なを
い呪
恐っ
怖た
の中

廷流し︑あらかじめ

芭
舌

だきました︒
︵大島︶

『
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【
￨

罪育て親の部

＝

戸﹂

族の悩み・日々のケア・今後の不安等・活発な意

専門的立場からサポートいただきながら︑患者家

グループディスカッション︑様々な分野の方々に

名・総勢⑲名の皆様がお集まりいただき︑午前は︑

師２団体２名・機器関連会社２名・社会福祉士１

家族加組拓名・理学療法士５団体８名・訪問看護

本年度初の試みで不十分な企画運営の中︑会員

ところ●名古屋市・障害者スポ！シセンター

とき ● 平 成 翠 年 ５ 月 ４ 日 ︵ 祝 ︶

Ｌ医療的ケアを必要とする親子交流会

町

見交換の場となりました︒

午後からは︑成

人患者足達さん
から貴重な体験談．

医療的ケアを必要
としながら活動拠
点はグローバル？
参加者みんなに元
気エネルギーを注
入していただきま
そして︑最後は︑

した︒

グループ発表し全

た︒午後はパラリンピック探究と題して競技の映

味わしながら四種目をチーム対抗戦で行しまし

＄
員の自己紹介で終了となりました︒会終了後︑今

同じようにスポーツに打ち込む事が出来る︒素晴

だそうです︒障害を持つ人たちも健常な人たちと

ものを数えるな︑残されたものを最大限に活かせ﹂

像を見ました︒パラリンピックの原点は﹁失った

後の継続を懇願される声を多方面からいただき︑
さらに必要とされる企画の進展を模索しなければ

と感じました︒︵安井︶
□Ｈ一マースクール

らしいことですね︒将来のパラリンピック選手の

釦日︵土︶

とき●平︽成銅年苧︐月涯日︵祝︶

姿が思い浮かんできました︒サマースクールがこ

の先も引き継がれていくことを望みます︒

魚函凹お礼メールより

ドミノして⁝あの時こういう話をして⁝﹂と楽し

の？﹂って聞くと﹁人生ゲームして︑ジェンガして︑

午後からのレクリエーションでは﹁何した

ました︒

りましたボランティアの皆さんありがとうござい

ました先生方︑プール補助や着替えでお世話にな

ることが増えてきて楽しいようです︒ご指導頂き

てしまってしがみついてたのが年々少しずつ出来

いましたが︑車椅子になってからは恐怖心が勝っ

ハイペースでトライしていました︒以前は泳げて

背浮きが怖くてイヤイヤでしたが︑段々と慣れ︑

て背浮きの指導をしていただきましたが︑最初は

を迎えました︒先生から蹴伸びから仰向けになっ

り︑丁度楽しくなってきた時期にサマースクール

ルに入る度に伸び伸びと体を動かせるようにな

前中はプールに参加しました︒今年は学校のプー

昨日は大変お世話になりました︒下僚です︒午

津島市下篠美幸

︵前田︶

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター
夏休み恒例のサマースクールを今年度は二回開
一回目は一年ぶりにハロウィック水泳法とビア

催しました︒

カウンセリングを行いました︒ハロウィックには
ハロウィック名古屋の方々とあいち福祉医療専門
学校の学生ボランティアさんを迎え︑初参加の親
子も多数参加し︑普段プールに入る機会のない方

尋７−

も楽しく水と戯れ ︑気持ちよさそうに浮いていま
した︒

ビアカウンセリ
ングは子育て卒業
生の小城知槻さん

と共に楽しく心通
う会話が出来た事
でしょう︒

二回目は昨年も
好評だったスポー
ツフェスティバル
を荒賀先生と学生
ボラさんと共に体
を動かす楽しさを

蒔騨一
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そうに話してくれました久しぶりに大勢でワイ
ワイ遊んだので嬉しそうでした︒とてもいい一日
が過ごせたようです︒ありがとうございました︒

魚蝋凹ボランティアさんへ
津島市下候拓海
吉田先生︑大野さん︑昨日のプールでは泳ぐの
を手伝ってくださってありがとうございました︒
背浮きは最初はこわかったけど︑最後には怖くな
くなってきて︑少し出来るようになりました︒夏
休み中に一人で出来るようになりたいです︒福村
さん︵かっちゃん︶昨日は会議室で人生ゲームや
した︒とっても楽しかったです︒

P雁
︽Ｌ

鯵

ジェンガなどで遊んでくれてありがとうございま

Fも0止；

弓

雲
■
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■子育て家族デイキャンフ
とき●平成翠年９月劉日︵土︶

今年も家族で楽しむ﹁子育てデイキャンプ﹂を
岡崎市美合町にある愛知県青年の家で執り行いま
した︒お天気にも恵まれ﹁秋空の下﹄︑皿家族犯
人のメンバーで︑バーベキューをお腹一杯堪能し
ました︒子ども達がどんぐりを袋一杯に集める姿
やお肉の焼き上がりを楽しみに待つお兄さん達の

た友達とまではしきませんが隣同士でＤＳを

するだけで楽しかったようです︒帰りには︑宿泊

も出来
来た
たこ
こと
とを
を知
知り
り﹁え〜！泊まりたかったあ︒﹂

私達には︑とても

とブーイングでした︒

楽しい一日になりま
した︒

とき●平成配年加月釦日︵日︶

■子育て交流会

ところ●名古屋市・名古屋市総合社会福祉会館

顔が印象的でした︒短い時間でしたが自然の中で
心もからだも癒され︑互いの親睦を深め楽しいひ

４〜肥歳の子育て中の親達が３グループに分力

れて︑側わん︑リハビリ︑投薬︑車椅子︑補装具︑

で初の父親プラス理学療法士の先生︵男性だけ︶

見︑情報交換がありました︒最後のグループ発表

︵吉松︶

名古屋市天白区小林真理

グループの充実した話し合いの発表に母親達は思

介護用品︑通園通学︑卒業後の進路など活発な意
９月型日︵土曜日︶︑デイキャンプに参加しま

初めて参加されたお母さんの涙に三人じゃない

わず拍手！﹃このような場所を求めていました﹂

んだ！﹂改めて思いを強くしました︒参加者の皆

した︒秋晴れの中︑愛知青少年の家にてバーベ
お父さん達は火回り係︑お母さん達は野菜カッ

さん︑子供達見守り︑スタッフの皆さん︑ご協力

ありがとうございました︒

︵鳥丸︶

トや後片付け︒細かな分担はないものの︑素晴ら

外の開放感からか︑とてもリラックスしていまし

せいか中々打ち解けられませんでした︒今回は屋

ベントには以前も参加したのですが︑人見知りの

を作ってあげたいと常々思っています︒協会のイ

私達は︑息子に同じ病気を持つ︑同世代の友達

しい連携プレーでスムーズに進んで行きました︒

キューを行いました︒

魚蜘凹デイキャンプ

りがとうございました︒﹄

だきました役員さん︑お父さん︑お母さん方︑あ

と時を過ごすことができました︒﹁お手伝いいた

『
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■障害者と市民のつどい

とき●平成配年ね月９日︵日︶

戸﹄

回名古屋シティ・ノン

ところ●名古屋市・栄久屋大通公園

す力すがしＶ秋空一第

ディマラソンと風に吹かれて交流広場ｉｎ栄﹂今

夕

年は︑舞台が無くなり︑時間も縮小され寂しくな

汀戸〆

りました︒でもシティハンディマラソンは多くの

Ｔ君兄弟が参加︒Ｔ君兄は昨年２位︒今年は頑張っ

夕痘〆

仲間が参加され︑協会からＫ君︑Ｓ君︑Ｎ君兄弟︑

筋ジス協会は﹁車イス試乗体験コーナー﹂を設

夕アダ戸〃アダ

て︑１位優勝︒満足な笑顔でした︒

けまたが︑最初は試乗する人がなく︑スタンプラ

リーがあることが分かると多くの人達が︑乗車︒

感想をお聞きすると子供さんは﹁楽しかった﹂﹁怖

かった﹂と︑それぞれに答えてくれました︒スタ

の不自由な方にはこちらから手を貸して体験して

ンプが欲しいだけで乗車してすぐに降りる人︑目

Ｖたたく刀なｈこたわ

りのある方︑小さなお子

さんからご老人まで試乗

していただきました︒

公園広場では手をつ

なぎ歌うハンドインハン

ド︑東北の障害者団体が

手作りしたお菓子の販売

もあり多くの人が楽しま

れた様子の一日になりま

した︒︵生駒︶

汐アタアタァダ戸夕アダ宜〆戸夕戸〆戸夕アダ戸ダロダァグ
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夕 洩夕 戸 〆 戸 夕 ア ダ 戸 〆

うと思いました。

去年、体調不良で出場した愛知大会、今年
こそ上位入賞と思い頑張りました。結果は2
位でした。とてもうれしかったです。
ボッチャをこれからも続けていくには、自
分で自分の体調管理をし楽しむ事、目標を持
つことです◎
今の目標は日本選手権大会4位入賞です。
これからも､目標に向かって頑張っていきます。

社会人になって
津島市酒井一輝
僕は、今年の3月に港養護学校を卒業し、
4月から社会人としての第一歩を踏み出しま
した。慣れてきた頃にいろいろと事情があり、
7月から会社を引越ししました。
あれから慌ただしい日々が過ぎ、ようやく
落ち着いてきました。
会社が駅の目の前なので、今は自力通勤を
しています。最初の時は不安でしたが､今では、
一人で通うことに自信がつきました。
学校に行っている時は、先生から自力通学
の許可が出ず、諦めていましたが、念願が叶
い就職してからは、自力通勤できるようにな
り良かったです。
無理をしないように体を第一に考え、これ
からも会社の役に立つように、頑張っていき
たいと思います。
汐戸夕戸夕垣〆〆〆

夕戸〆

ログァグアタァ〆戸夕垣

^

５月４日

４﹇月認 日
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３．９／ｎも出席︶

於名古屋市

愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡協
議会役員会出席︵９／９．ｍ／必．ｕ

︵７／ｎ．８／４．８／妬．ｕ／７も

障害者と市民のつどい実行委員会出席

於名古屋市

第盤回愛知県大会︵総会︶

於東京都新宿区

第銘回日筋協全国大会︵総会︶参加

研修会参加於東京都新宿区

㈱日本筋ジストロフィ１協会全国役員

於名古屋市

愛知県難病団体連合会総会出席︵７／

於愛知郡東郷町

春の成人患者の交流会︵うどんの会︶

於名古屋市

医療を必要とする親子交流会

定例役員会於大府市

／９．８／７．ｍ／８も出席︶

愛知県難病団体連合会理事会出席︵６

会委員委嘱交付式出席於名古屋市

名古屋市障害程度区分認定等審査委員

■協会の動き︵４月１日〜ね月釦且

3

出席︶於名古屋市

528
日日

／ｕも出席︶於名古屋市

於豊田市

６月晦日子育て親の地域交流会︵三河地区﹀・

︻今後の予定﹈

１月虹日定例役員会於名古屋市

１月銘日子育て親の新年交流会於名古屋市

．於大府市

７月９日定例役員会

ありがとうございました︒

電話番号○五三二

四八

七九九三

〒四四一︲八一五一豊橋市曙町字測点九三の六

事務局渡辺一充

会長田口智久

愛知県筋ジストロフィＩ協会

●協会に関するお問合せは⁝

ら︑会員様にお届けできたでしょうか？︵安井︶

れる会員・家族の皆様の背景を脳裏に浮かべなが

編集にあたり︑日々進化と成長し続けていか

﹇編集後記﹈

・多くの会員様青い鳥郵便はがき

︒祖父江逸郎様一○︐○○○円
．匿名様︵１件︶四︐五○○円

︒榊原弘喜様二○︐○○○円

一一○︐○○○円

曇了家雪シ一参一籍機㈱試作工場糠

■ご寄附

３月型日定例役員会於大府市

於一宮市

２月弱日子育て親の地域交流会︵尾張地区︶

長会議於名古屋市

２月肥〜過日東海北陸地方本部支部長・事務局

カウンセリング︶於名古屋市

７月肥日サマースクール︵ハロウネック＆ビア
７月釦日訓練指導︵パン作り教室︶〆
・スク：⁝ル︵スボｉツフ一一ステざま．

バル︶於名古屋市

７月艶日サマー

〜泥日療育キャンプ於北陸福井方面

８月６日定例役員会於大府市
８月

９月ｎ日定例役員会於大府市

９月型日子育て家族デイキャンプ於岡崎市

９月型〜妬日合同宿泊懇親会於岡崎市

加月８日定例役員会於大府市

Ⅲ月９日障害者と市民のつどい．名古屋シティ
ハンディマラソン参加於名古屋市
加月妬日愛知県社会福祉大会参加

於名古屋市

加月釦日子育て親の交流会於名古屋市
︑月喝日愛知県難病団体連合会大会参加

ｎ月５日定例役員会於大府市

於名古屋市
ｎ月四日合同勉強会＆交流会
於知多郡東浦町

於知多郡東浦町

︑月岨〜加日秋の成人患者の交流会︵宿泊︶

廻月３日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会参加

於名古屋市
廻月４日障害者週間記念のつどい参加

於名古屋市
於名古屋市

吃月Ⅲ日訓練指導︵パソコン教室︶

『

宝
定例役員会於大府市

５日勾塑日

月月
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