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一愛知県筋ジストロフィ一協会とは一
愛知県における、筋ジストロフイー症（進行性筋根本的治療法も、その進行を止める方法も見つかつ
萎縮症）という病気の子どもをかかえている親や患ていない重度の身体障害を伴う病気です。
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
早く、この患者たちカミ明るい顔と正常な身体を即
フイー協会は、その卜剖湘織です。この「筋ジス
りもどすよう願って、私たちはこの協会を作り、淀
という病気は、筋肉の細胞がだんだんと変質して沙
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。
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平成筋年度愛知県筋シストロフィー協会

と一き●平成酪年６月ラ﹄日︵且﹇午前﹈総会の部︹午後﹈大会筆研修会の群

午前中の総会の部では︑議長に会員で名古屋市

方のご出席もあり︑各界から寄せられた祝電の披

だきました︒また︑県内の９養護学校の校長先生

氏がご出席くださり︑それぞれ激励の言葉をいた

法人日本筋ジストロフィ−協会理事長・貝谷久宣

課主幹・梅村文彦氏団体関係かちは一般社団

ところ●名古屋市総合社会福祉会館
第妬回の大会︵総会︶が標記のと

の大島松樹さんを選出し︑平成型年度の事業報告．

露をしました︒

皿唾画観ず曲停卜

多数で可決しました︒︵総会員数蝿名︑出席者記名︑
委任状提出者別名︶

最後に︑本年度の
療育キャンプについ
て︑事務局から実施
時期や場所の説明が
あり︑会員さんたち
午後の大会の部で

の了解を得ました︒

は︑来賓として︑医
療関係からは︑名古
屋大学名誉教授・祖
父江逸郎先生︑名古

屋学院大学教授・榊
原弘喜先生が︑行政

︑孔圃鑓

子殿

…塾m

そして新しく理事として︑名古屋市南区在住の近

くださいました︒本当にありがとうございました︒

良き相談相手︑指導的立場で私たちをリードして

れただけでなく︑私たち役員の母親的存在として︑

かかわらず︑長年︑当協会のために尽くしてこら

任をされました︒松岡さんは患者さんであるにも

今回︑当協会の副会長である松岡登志子さんが退

また︑本年度は役員改選の年でもありました︒

きました︒

たち﹂を交えた話など大変興味深く聞くことがで

籍﹁言①胃①宇宙兄弟〜宇宙を舞台に活躍する人

話しいただきました︒とくに︑先生を紹介した書

ス治療の研究や治療薬について︑わかりやすくお

〜﹂と題して講演をいただきました︒最新の筋ジ

患の治療薬研究について〜宇宙から届く薬の話し

研究所研究部長・裏出良博先生に︑﹁最新の筋疾

そのあと︑公益財団法人大阪バイオサイエンス

決算報告︑平成筋年度の事業計画・予算案を賛成

港区在住の安井達哉さん︑議事録署名人に犬山市

おり開催されました︒

去る６月

鵡旦燕会︵総会︶開催される

第三

関係からは︑愛知県

藤夢さんが就任されました：今後の活躍に期待

本年度の役員は次のとおりです︒

したいと思います︒

会長田口智久︵名古屋市守山区︶

副会長生駒傭︵名古屋市西区︶

副会長中野勉︵刈谷市︶

理事大島松樹︵犬山市︶

理事湯浅康弘︵愛知郡東郷町︶
理事森田いずみ︵小牧市︶
理事鳥丸直樹︵名古屋市北区︶
理事河本実幸︵名古屋市緑区︶

理事近藤夢︵名古屋市南区︶

︵渡辺︶

撫局．識渡辺一充︵豊橋市︶
監事生駒とし子︵名古屋市西区︶
監事安井美津子︵名古屋市港区︶
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魚闘凹議長を努めて

一﹂

名古屋市港区安井達哉
私は︑愛知県筋ジストロフィ−協会大会︵総会︶
におきまして︑議長を務めさせていただきました︒

議長に選出された時は少し驚きましたが︑数少な

日本筋ジストロフィ１協会

︻﹄

その後︑感謝の集いでは︑協会顧問の埜中征哉

の新しし治療﹂と題して講演されました

会は︑私たち

れまでの先人

ぎません︒こ

︑

音と映像を使った華々しいオープニングに続

たちの労苦を

！

先生による乾杯の後︑懇親会が始まり︑会員や来

の交流を深め

賓の先生方と

ることができ

即回全国大会書総会及び
修会開かれる
とき●平成詣年５月ね日︵日︶〜即日︵月︶

今回の創立

ました︒

患者や家族に

ところ●東京都新宿区戸山サンライズ

ところ●東京都千代田区東京曾舘

三本筋ジストロフィ⁝協会か創・三・⁝︶てから．今

き︑貝谷久宣理事長が挨拶では協会創立当時から

忍び︑新たな

ありましたら

学﹃宇宙飛行と筋ジストロフィ−Ｅと題して講

ＸＡ︶の大島博さんが﹁未来を開拓する宇宙医

記念講演会では︑宇宙航空研究開発機構︵ＪＡ

次に議事に入り︑平成型年度事業及び決算報

砥

い大会の場で議長をさせていただくということで
責任感を持ち︑円滑に進行ができるよう努力し務

年で卵年︒その記念大会が東京駅の近くにある東

とってひとつ

釦周年記念大

には︑周りの雰囲気を作る重要な役割があると感

しまして︑責任感のある役であるとともに︑議長

京曾舘で盛大に開催され︑愛知県支部からは役員

の通過点に過

めさせていただきました︒今回︑議長を経験いた

じました︒

５名︑会員１名が参加をしました︒

色々な人と関わり︑様々な意見や考えを聞くこと

の帥年の歴史を語られ︑来賓の皆さんの祝辞があ

そして︑人前に出て発言をすることは︑とて

︽
で︑
自自
身身
をを
応成 長 さ せ る 材 料 に な る と い う こ と に

りました︒続いて追悼式が行われ︑このｎ年間に

も大切なことであると感じることができました︒

も気付けまし

希望と光明に

貝谷久宣理事長の主催者挨拶に続き︑議決権の

において総会が開催されました︒

そして翌加日には場所を変え︑戸山サンライズ

たにしたものでした︒

協会活動にも取り組んでいきたいと︑気持ちを新

亡くなられた１︐４００名を超えるご慰霊に黙祷
功労者顕彰式では︑愛知支部から企業協力者と

た︒今回︑貴
せていただき

してアイシン精機㈱試作工場様︑書籍出版者とし

期待をしつつ︑家族との生活を充実させながら︑

ましてありが

て楠富視様︑功労検証者として生駒傭・とし

を行い︑田口会長が代表で献花をを行いました︒

とうございま

子夫妻がそれぞれ感謝状を贈呈されました︒贈呈
された皆さまには︑心からお祝い申し上げます︒

積極的に取り

︵案︶が承認されました︒また︑平成調年度各種補

告・監査報告︑平成妬年度事業計画︵案︶及び予算

本当におめでとうございました︒

組んでいきた

演がありました︒続いて︑国立精神・神経医療研

助事業の申請についても説明がありました︒今年

行われました︒

いと思ってお

究センターの武田伸一先生が﹁筋ジストロフィ１

確認︑議長の選出︑書記・議事録署名人の選出が

ります︒

ような機会が

今後もこの

した︒

重な経験をさ

丙
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富視様︑功労顕彰者に私共夫婦が感謝状を贈呈さ

イシン精機︵株︶試作工場様︑書籍出版者に楠

と続きました愛知県支部では企業協力者Ｉア

補助事業の今後に

度より取り止めが
決まった日本財団
れました︒会場の大きなスクリーンには一人ひと

圏大島さ霊裳彰される

哩月７日︵土︶︑第劃回愛知県心身障害児︵者︶

福祉大会が愛知県社会福祉会館で開催されました︒

この大会は心身の障害を克服して自立更生をされ

ついて質問が集中

顕彰者代表者挨拶をお聞きして思わず亡き二人

り映し出されて紹介がありました︒

金なしでも可能な

今回︑知事表彰に役員の大島松樹さん︑会員の

た方々や︑更生援護などに功績があった方々をた

湯浅奈穂子さん︵愛知郡東郷町︶︑協議会長表彰に

たえ︑知事表彰等の授与を行い︑今後の励みにし

は﹁お母さん︑僕たち亡くなったら福祉の仕事が

役員の安井美津子さんがそれぞれ授与されました︒

の子供達の思い出が脳裏を駆け巡りました︒次男

いいね﹂あの子達は献眼して逝きました︒角膜は

大島さんは︑筋ジス患者でありながら民間会社

範囲で事業を継続

４名の方の光になって生きております︒現在はヘ

に勤め︑本協会の役員として活躍すると同時に︑

ていただくよう︑毎年開催されているものです︒

ルパーの仕事に携わりながら夫婦で筋ジスの方々

は﹁お母さん︑僕サイボーグの足が欲しいなあ︒

に関わる中で二人の子供にいつも守られていると

を駆け巡っています︒

湯浅さんは︑同じく筋ジス患者でありながら民

〃うどんの玄さん々としても有名で︑全国・海外

間会社に勤め︑協会の活動には毎回欠かさず参加

信じております︒記念講演の宇宙医療・遺伝子治

そうしたら運動会一等賞になれるのに．．﹂長男

されました︒また︑

年度の復活に向け
た取り組みを検討
することで︑承認
筋ジス診療所︵東
京︑愛知︑福岡︶
について︑貝谷理

と願ってやみません︒交流会は失礼して東京の夜

事長より３か所の
診療所開設につい

をされている活発な女性です︒

また安井さん

か多く人が集まりだして何事かとお聞きすると︑

は︑筋ジス患者の

景を楽しむことができました︒東京駅で警備員と

なんとびっくり三

ご子息がみえる

て説明があり．賛成多数で承認されました︒
明を行い︑二日間の日程を無事終えました︒

キングにお一人でお

なかで︑本協会の

重県の熊野古道ハイ
出かけになられた皇

役員として積極
的に協会活動を

︵田口・渡辺︶

︽閲凹創立印周年記念大会に参加して

間に偶然遭遇する事

太子様のお帰りの時

た︒

︵渡辺︶

本当におめで
とうございまし

されています︒

名古屋市西区生駒博・とし子

間以上待ちましたが︑

素晴らしい思い出を

ができました︒１時

た︒大会は︑皇居近くの東京会館で行われ︑愛知

とができました︒

胸に名古屋に帰るこ

りで向かいました︒式典まで時間待ちに相田みつ

県からは私ども夫婦を含め役員５名が参加しまし

Ｆ

た︒記念式典︑追悼式︑功労者顕彰式︑記念講演

を記念館を心ゆくまで見学することができまし

久しぶりに新幹線に乗車して朝早く東京にふた

一

︽Ｌ

会員研修会では︑大高事務局長らが補助事業の説

療のお話をお聞きして︑医療の進歩を一日も早く

するとともに︑来

しましたが︑補助

ヘ

成人＆子育て
合同野外活動
とき●平︾成酪年．９月創日︵土︶⁝翠日︵日︶

と こ ろ ● 岡 崎 市・愛知県青年の家

︻﹂

一日目のデイキャンプは︑患者さん肥名︑家族
妬名︵初参加含む︶︑役員７名とたくさんの参加
がありました︒お天気にも恵まれ︑皆さん楽しん
でバーベキューができました︒お父さん方は︑す
ばらしいチームワークで焼き肉︑焼きそば等を頑
張って作ってくれて大満足でしたよ！普段なかな
か会えない方々とも親睦を深めることができて︑
有意義な会であったと思います︒怪我も無く楽し
い懇親会ができました︒

二日目の日常ケア交流会は︑理学療法士３名・
作業療法士２名の先生方と患者＆家族と共に︑日
頃︑生活の中で心がけているリハビリや効果大と
感じられるリハビリ︑逆に苦痛なリハビリなど︑
普段の診療とは異なる先生方からのご質問を積極
的にお受けする交流会が行われました︒

患者自身が身体と真塾に向き合い理解を深め︑
また︑参加者それぞれの役割を再確認する良い機

会になったと思います︒︵近藤・安井︶

魚卿凹デイキャンプに参加して
春日井市江崎かおり
９月別日︵土︶に初めてデイキャンプに参加させ

てｖただきました
出かける前は︑同じ県内でも家族で岡崎へ出か
けるのは始めてで︑子ども達はどんなところだろ
近くまで車で行けるのかな︑道に迷わないかなど

う︑何が食べられるのかな︑親は暑くないかな︑
など考えながら楽しみにしていました︒

当日は︑心配していた天気も良くて一安心︒前
日から東京へ出張していたお父さんが︑始発の新
幹線で帰宅をしたのを待って︑いざ出発！のはず

が⁝子ども達の準備で手間取り予定時間を少々
オーバ！：さらに東名高速が渋滞⁝なんとか無事︑

愛知県青年の家に到着しましたが︑集合時間には
少々遅れてしまいました︒申し訳ございません⁝
早速︑バーベキューの準備が始まり︑お母さん方
は野菜の下ごしらえ︑お父さん方は汗をかきかきお
肉や焼きそばを焼いてがんばっていました︒子ども
達も野菜カットなどのお手伝いをして︑お腹いっぱ
い食ぺて大満足でした︒野外での食事は美味しさも
この日は︑﹁秋

格別ですね︽

分の日﹂というの
にセミ︵ツクック
ボウシ︶が鳴くほ

ど暑い日でした
に時間が過ぎ︑楽

が︑あっという間
しい一日になりま
した︒どうもあり
がとうございまし
た︒

︽閲凹日常ケア交流会に参加して

訪問看護キムノオン守山理学療法士

高木竜弘

訪問リハビリという立場から協会の存在を知

り︑日常ケア交流会に参加させて頂きました︒在

宅リハビリの中で筋ジストロフィ−の方をリハビ

サービスの提供において大変参考になりました︒

リさせて頂く機会があり︑日常生活により良い

交流会では︑ご家族の自己紹介や積極的な意見

交換が行われていました︒お話を聞くなかで︑お

子様の成長していく過程での苦労を乗り越えた事

や自宅生活とは違う環境での努力したお話からご

家族様の熱意や努力がとても伝わってきました︒

とくに感銘を受けたのはご家族の表情がとても明

︽一一一二号一﹄怪砦一

﹀一﹄一心一一需詮二一一︽一

︶Ｆ﹄一一牢丘詐却Ⅲ二一二一己ｐ

るくポジティブな気持ちでいる事でした︒

ご家族様に係る病院・施

設関係者等の親身な繋が

り︑周囲の方々の理解が

大きかったのではないか

せて頂き私に何が出来る

と考えます︒今回参加さ

のか︑改めて深く考える

した事に大きな意義を感

機会になりました︒参加

じております︒日常生活

交流会に参加させて頂き

ありがとうございまし
た︒
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矢先に通知が届き︑ホッとして喜び︑今年で３回

ていました︵とくに息子と祖父ですが⁝︶︒その

Ｕ療育キャンプ︵患者と家族の交流会︶

ときｑ平成詣年．艇月に日︵土︶：：．極日︵日︶

なくなり︑介助人として常に祖父に付き添っても

スへの移動︑トイレや入浴介助は私の力ではでき

があり︑とても締麗で華麗な踊りを見ることがで

した︒一番奥にある施設ではフラダンスのショー

ばむほどの陽気でした︒伊豆に近づくにつれて雪

に観光日和でした︒みんなの日頃の行ないが良

今年は関東方面︑旅行当日はお天気もよく︑汗

皿月胆日︵土︶〜週日︵日︶恒例の療育キャンプ

きました︒ショータイムでは︑踊り子さんがフラ
ダンスの振り付けを指導してくれ︑一緒に楽しく

ズという所でフラダンスのショーや小動物を見て

１日目は︑伊豆ワールド．みんなのハワイアン

かった賜物です︒

会では︑患者さんたちのカラオケなど大いに盛り

ホテルでは大浴場でゆっくりと入浴でき︑懇親

踊ることもできました︒

りました︒昼過ぎには︑伊豆の国市にある伊豆ワー

過ごし︑旅館へチェックイン︒障害者用のトイレ

も完備されていたり︑お風呂場前にはスロープと︑

富士山は２日目もはっきり見えて動物達も真夏と

２日目は︑富士サファリパークへ行きました︒

車イスでも泊まりやすい旅館でした︒

スの中では︑皆んな歓声をあげたり︑興奮気味で

者の動物たちをチョー間近に見ることができ︑バ

さんのおかげで楽しい旅行の思い出ができました︒

で入ることができました︒毎回ボランティアの皆

私も久しぶりにゆっくり入浴ができ︑朝風呂ま
本当に盛りだくさんの２日間でした︒参加され

ありがとうございます︒来年も療育キャンプに参

加できるように健康に気をつけて過ごします︒

参加の有無のはがきの通知が遅かったせいか︑﹁今

日曜日でなく︑加月の連休胆・蝿日だったので︑

キャンプが大好きでしたが︑皿才になり︑バスの

福山型の息子は︑協会に入った当初から療育

小牧市森田いずみ

魚闘凹想い残る療育キャンプ

年は︑キャンプは中止かなあ︒﹂と家族で残念がっ

今年の療育キャンプは夏休み期間の最後の土・

豊橋市神田扶佐子

魚函凹療育キャンプに参加して

た皆さん︑本当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

した︒

は違い︑それに動物園とは違う迫力がありました︒

猛獣をはじめ︑ゾウ︑キリン︑シマウマなど人気

クを見学しました︒トラやライオン︑クマなどの

２日目は︑楽しみにしていた富士サファリパー

上がりました︒

のハワイアン

ズに着き︑ま
虎

，
し

夕

鱗
P

ずは昼食︒キ
ムチ釜飯もあ
り︑とても美
味しくいただ
いて︑館内の

けました︒続
見学では︑ラ
ンやサボテン

など熱帯の植
物︑リスザル
やカピバラな
どの動物たち

︑涛一

ルみんな

雪のない富士山を見ることもでき順調にバスは走

１日目は︑東名高速道路を一路東に進めるなか︑

した︒

フト付きの大型観光バスで快適に２日間を過しま

らっています︒

ところ●伊豆畑毛温泉・大仙家

子供の体が成長とともに大きく重くなり︑車イ

目の参加をさせていただきました︒

『

が開催されました︒今回の参加者は総勢妬名︑リ

■』

化粧をされていない富士山がきれいに見えて本当

L

フヨダツスショーにサファリパーク︑凄かつ危趨洞１

と

を見たりしま
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＄
回が最後だと覚悟し参加申し込みしました︒重量

座席に座って参加するのも限界になってきて︑今
のある電動車いすは主人に自家用車で運んでもら
に乗る私たちと運転中に携帯電話で話せるようイ

うことにし︑ナビの地図ソフトも最新にし︑バス
ヤホンマイクも買い︑準備万端でした︒

ところが５日前になり発熱！早い回復を祈りま

成人・子育て合同勉強会
＆交流会
とき●平成窃年拒月配日︵土・祝︶

た息子には︑訪問診療の医師から﹁明日からの旅

ない状態となってしまいました︒楽しみにしてい

が一堂に会して盛大に開催しました︒午前中の勉

お休みしましたが︑今年度は再び︑成人と子育て

昨年度は全国大会を愛知支部で開一催Ｌた関係で

ところ●知多郡東浦町あいち健康プラザ

行は無理だね﹂と言っていただき︑本人もそれを

強会は︑会員・非会員・医療関係者など約血名が︑

したが願い叶わず点滴生活に入り︑諦めざるを得

受け入れざるを得ませんでした︒みるみるうちに

究所の樫井英俊先生をお迎えし︑﹁弓の細胞技術

今回の勉強会には︑講師に京都大学堵の細胞研

午後の交流会は役別名が集まりました︒

涙が溢れ出し︑それから１時間以上泣き続け︑落

てご講演をいただきました︒

を活用した筋ジストロフィ−の治療研究﹂と題し

なでなだめていましたが︑医師が帰られた途端に

顔が赤くなり目が潤みだし︑私は手を握って頭を

ち着くまでに２時間の時間が必要でした︒泣きな

また午後の交流会では︑樫井先生も参加してく

がら話す中で︑息子が何を楽しみにしているのか
を知ることが出来ました︒まずは普段乗れないバ

ださり︑美味しい料

やビンゴゲームな

スに乗れること︒車中でのビンゴ︒ホテルでのカ

ど︑盛り沢山のアト

理に舌鼓を打ちなが

体力的に今年が最後かと思っていましたが︑こ

ラクションを楽し

ラオケ︒何より︑お気に入りの役員さんやボラン

んなにも息子にとって大切な療育キャンプなら︑

ら︑﹁ミルクティー﹂

来年も今の体調を維持し熱を出さないようにし︑

み︑皆さん満足に午

によるオカリナ演奏

参加できたら⁝と今は思っています︒

後のひとときを過ご

た︒

︻後日談︼ｎ月羽日︵土・祝︶に開催された秋の成

すことができたこと

ティアさんに入れていただけるお風呂のようでし

人のつどいで︑祐介君はお気に入りの役員さん・

と思います︒
︵渡辺︶

湯浅さんと生駒さんに大浴場でお風呂に入れても
らうことができました！良かったね︒

F一吋

︽閲凹棲井先生の講演をお聞きして

海部郡蟹江町高阪貴美

成人＆子育て合同勉強会において︑京都大学

ｉＰＳ細胞研究所の樫井英俊先生にお越し頂き︑

﹁ｉＰＳ細胞を活用した筋ジストロフィ−の治療

研究﹂と題して︑研究現場でしか知ることのでき

ない最新の情報をお話しして頂きました︒この

題目だけ見ても患者や患者家族である私たちは一

日も早くという気持ちが高鳴りませんか？ちょう

ど二年前に私は襖井先生の講演を聞く機会があ

り︑それからずっとこの先生の研究の動向に注目

してきました︒もちろん二年前より研究成果は確

実に進歩しています︒山中教授がノーベル賞を受

賞して﹁臨床応用が遠くに見えてきた﹂と語った

みたいです︶︑また桜井先生らの研究グループが︑

言葉がいよいよ試験的に始まったり︵まずは網膜

ｉＰＳ細胞から効率良く短期間で骨格筋細胞を作

る技術を開発したという発表がありました︒これ

は病態を再現し︑新たな治療法や薬を見つける研

究材料として活用され︑本当にヒトで効果のある

ます︒

治療法が開発されるのではないかと期待されてい

今回︑協会の仲間と楼井先生のお話を共有する

ことができて︑とても満足しています︒今後は加

年後の臨床応用の実現を信じて︑皆さんと一緒に

見守っていきたいと思います︒お忙しい中講演に

来て下さった樫井先生︑そしてこの講演を企画実

現して下さった協会理事の皆さまに感謝申し上げ
ます︒

成人患者の部
■春 の 春 の う ど ん の 会

るような空間

んどでしたが︑４

れる人たちがほと

いいサプリメ

うな︑吸収の

か言えないですが︑進行が止まる秘訣がわかった

子がいい状態が続いています︒なぜ筋肉がより再

■訓練指導バン作り教室

らまた報告します︒︵大島︶

生してきているのか︑その理由がわかればすぐに

とき●平成詣年７月詔日︵日︶

︵湯浅︶

て筋トレになっているかなと冗談で思っている次

ことくらいで︑その分普段の移動では重りをつけ

参加をして頂きました︒パン作りも回を重ね今回

朝からの猛暑の中にもカカわらず皆さん元気に

ぐれました︒チョコチップケーキ作りもお手伝い

が︑参加者の方々にお声をかけて頂き︑気分もほ

きました︒最初は戸惑いながら緊張していました

ンに野菜などを挟んで食べた昼食は最高に美味し

方々と和やかな会話を交わしながら焼きたてのパ

させてもらう事もできました︒そして参加者の
ン︑お昼に合わせて野菜サンドイッチなど︒出来

で４回目です︒今年のメニューは少しシンプルに

栄えは写真をご覧ください︒今回の参加者は成人

トウモロコシ入りのチーズパン︑チョコレートパ

通勤︑分に変更したことくらい︒日常の移動で適

患者︑役員も含め四人の参加でした︒毎回参加さ

くて︑ついつい食べ過ぎてしまうほどでした︒

より心がけていることは︑自分がストレスを感じ

のアパートから通勤していたのを︑犬山から電車

た途端にパンが焼ける香ばしい香りがただよって

た︒自然豊かな場所にある館内の会場の扉を開け

訓練指導交流会に初参加しました︒パン作りでし

私はイーストプラザいこまい館で行われた夏の

名古屋市中川区浅野美智恵

魚閏凹戸惑いながらの初参加

しいですよ︒次回はぜひ参加してください︒

温度にして賜分で焼き上げます︒出来立ては美味

焼き
きま
ます
す︒
︒卜
ト圭ウモロコシパンの場合で卿度の
ンで焼

し︑その後オーブ

めたり成形したり

あとは参加者で丸

をしております︒

酵位まで事前準備

ました︒生地の発

いしく出来上がり

言いますか大変お

なりに手際よくと

回目ともなりそれ

に自分を置か
ない︑立ち入
らないこと︒
てみる︑いつ

迷ったらやっ

と︒あとは代

よしないこ

までもくよく

とき●平成型年５月６日︵祝︶

今年の会場催長机がｖ｜︾一ぱｖ置Ｖてあり伸
ントで一食分

,
､
鞍

ところ●愛知郡東郷町・イーストケラザいこまい館

ｰ

ところ●刈谷市・熊市民館

ばしたり切ったり食べたりするのにレイアウト自

の栄養をとる

謝をあげるよ

いううどんを作るにはもってこいの会場でした︒

由で︑流しも三か所あり︑コンロも二か所あると

『

一一炉ラエ一一︽二一吾唖一ヶ一・グー卒一一牙一両一壷一作一牢三一一﹂ご凸口西曹一一一グー訂川眠夕﹂一姻電・二一︽・一口﹄一●・苦一辛口︼勺・一グー岬酔挙一匹一宗一言口四年︾一﹂毒季一

ことくらいで

盃
、

第です︒ここ数年で違ったところは︑会社の近く

い︒昨年と違ったところは︑体重が４キロ増えた

公

『

露︑こちらも好評でした︒

恒例のメニューに加えて︑麻婆トマトうどんも披
今年でうどんの会もｎ回くらいになると思いま
すが︑当初は自分の足が動く間になんて思ってい

ぬ,
V
l

皆さんにお知らせするのですが︑よくわからな

たりもしたのですが︑ここ２〜３年︑去年より調

嚢

度に筋肉を使うようにはなりました︒もっと以前

『
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帰りにはチョコチップヶーキをお土産に頂きま
自己紹介︑名古屋診療所の現状から今後の抱負︑

療所の榊原先生をお招きして交流タイム︒先生の

はとても参考になったのではないでしょうか︒

験を披露され︑今後買い替えを検討している方に

ぞろい︑先輩方もウエルフェア以上に体感・実体

＄

した︒今回は普段の生活ではなかなか味わう事の

年々この交流会は医療・介護関係者の方々の多

先生の筋ジスに対する想いを伺って︑Ｑ＆Ａに花

数のご参加．ご協力をいただき︑今後に向け︑大

が咲きました︒長年筋ジス患者に接してこられた
先生の目には︑筋ジス患者に対する慈愛があふれ

できた１日となりました︒次回もこのような機会
があれば︑ぜひ参加させて頂きたいと思いました︒

た関係者の皆様本当に感謝申し上げます︒

変心強い交流の場になりました︒お越しいただい

子育て親の部
■日常ケア親子相談会＆関係者交流会
とき●平成溺年５月３日︵金・祝︶
ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター

ろしくお願い致します︒︵安井︶

魚闘凹日常ケア親子相談＆関係者
交流会に参加して

特定非営利活動法人つくしんぽ山口司

５月３日︵金・祝︶の会に︑私は午後の全体交流

会から参加させていただきました︒

以前から何度かこの会に参加させていただき︑

患者の方とそのご家族︑支援にあたる医療・リハ

ました︒私はそのどちらでもない分野からの参加

ビリテーションの関係者の方々のお話を伺ってき

者ということで何かお役にたてる情報提供ができ

名︑理学療法士胆名︑

作業療法士１名︑養護教諭１名︑社会福祉士１名︑

にある子ども達の身体のことが中心でなかなか話

るかと意気込んでいるのですが︑やはり成長段階

題について行けず︑聞き手に回るばかりです︒

グループと患者家族２グループに分かれ︑それぞ
れ抱えている悩みや疑問点を話し合いました︒車

今回も含めて私がしばしば伺うのが︑学校に関

にて皆さんそれぞれが現在使用している車の福祉

ました︒交流会終了後は恒例となりました駐車場

いきたいと思います︒

とを理解してくれる人が増えるように働きかけて

祉分野で働く人たちに筋ジストロフィ１患者のこ

私ができることは限られていますが︑教育・福

するお話です︒

車両公開見学会を開きました︒メーカーも各社勢

プ交流の報告︑医療関係者との質疑応答が行われ

午後の全体交流会では︑関係者様の紹介︑グルー

な情報交換ができました︒

椅子︑体調管理︑呼吸器︑寝具︑学校生活等様々

車椅子業者様１名の総勢虹名にて︑午前は関係者

本年度は︑会員・家族恥組

また︑今後とも皆様のご理解．ご協力どうぞよ

ていて︑親身に相談に乗っていただけ︑とても安

■秋 の 宿 泊 交 流 ・ 研 修 会
とき●平成弱年洞月調日︵祝︶〜泌日︿且

ところ●知多郡東浦町あいち健康プラザ

今年もやってましりました泊りの秋の成人の
交流会︒泊りだからみんなでお酒が飲めるのが楽
しみです︒

大府の健康プラザの健康宿泊館の厨房の業者が
変わったそうで︑今年は展望レストラン﹁和み﹂
で和食の懐石料理でした︒材料が新鮮なのか︑料
理長の目が行き届いているのか︑向付の一品一品

に細かい手作業
がちりばめられ
ていていました︒

また︑日本各地
の有名日本酒が

てほろ酔い気分

安価にいただけ
で二次会へ︒

翌日の交流会
は︑最近の自己
紹介に始まり︑
この皿月から始
まった名古屋診

来院する予定です︒︵大島︶

心することができました︒私も今度遺伝子検査に

ないような︑ゆったりとした気分を満喫する事が

声司

■サマースクール

で︑とても

いろんな心の引出しを開いてくれます︒ご指導く

スポーツ体験が息子の好奇心やチャレンジ精神︑
が

寓

後日︑専門学校の先生から﹁貴重な体験とこの

り︑一人ひとりのお話にじっくり耳を傾けること

換がありました︒参加人数が哩名ということもあ

通園︑通学︑就職︑支援制度などについて意見交
ような機会から就職後もお付き合いがあるといい

子どもを持つ親の悩みや疑問は様々ですが︑それ

ができた様に感じました︒年齢差が加歳以上違う
︵下篠︶

ぞれ今を一生懸命歩いているのは皆同じであると

やフリスビーを使った瓶倒しゲーム等の他に︑今

楽しんだ競技には︑恒例の大型風船バレーボール

組もの家族と︑学生ボランティアの方々と一緒に

私たちは去年に続いて２度目の参加でした︒何

岡崎市田代早苗

も頑張って歩いていこう！

はもちろんですが︑元気︑勇気︑笑顔︑明日から

ならではないでしょうか︒この会のお土産に情報

はない︑普段着のお話を聞けたこともこの交流会

しました︒高木・服部両理学療法士との勉強会で

を歩いている仲間がいるという思いを改めて強く

いうこと︒歩いてきた道︑歩いてゆく道︑同じ道

回は競技用車椅子を使ったスラロームリレー体験

うございました︒︵鳥丸︶

準備から片付けまで参加者の皆さん一日ありがと

を持ち帰ったのは私だけではないと信じて⁝︒

軽く自走する車椅子に驚きました︒会ならではの

も貴重な初の車いす体験で︑体育館を滑るように

がありました︒親は勿論のこと︑まだ独歩の息子

魚卿凹スポーツフェスティバルに参加して

いお返事を頂きました︒

ですね︒色紙も教室に飾ってあります︒﹂と嬉し

お礼を書いた色紙をお渡しして閉会しました︒

した︒生活︑治療︑リハビリ︑車椅子︑袖装具︑

集まりました︒さらに訪問看護キープオン守山の

２歳から認歳の筋ジス患者︵児︶を持つ父母か

ところ●名古屋市・名古屋市総合社会福祉会館

とき●平成詣年如月幻日︵日︶

■子育て交流会

ました︒ありがとうございました︒

緒でき︑皆さまに感謝です︒充実した一日になり

ださった先生を始め︑学生ボラの皆さんとも御一

素敵な笑顔

に包まれた

応援と歓声
一日でした

が最後に︑
療法士を目
指す学生ボ
ラさんに︑

鯛繊指

顔

高木・服部両理学療法士にも参加していただきま

〃

れて頂き小

−

児リハの必要性をお伝えし︑一人ひとりの写真と

障害児に触

一
晶

を見せてく

ー 一

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター

7$

とき●平成空年７月記日︵旦

■ −

れました︒
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口
＝
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【お知らせDなどや診療所の開設について
【診療日】
月曜日：10時〜12時
（祝日の場合休診です
◆予約制
外来診療
（毎週月曜日10時〜12時）
◆保険診療で、診断、診断書作成

（等級の見直し)､障害への対応一
健康管理､臨床検査､医療相談、
遡伝相談、心の相談、適切な医
療機関の紹介などを行います

◆遺伝相談、心の相談では近親者
の方の相談も受けています。

【などやメンタルクリニックの場所】
名古屋駅の太閤通口を出て徒歩2分
｢IMON」と書いてあるビルの6階

◆難病の方も含めてビア・カウン
セリングも受け付けています。

鱒

【ご予約方法】
①などやメンタルクリニックに電話
②筋ジストロフィ−協会の紹介
で、榊原先生の診療希望である
ことを伝える

③診療の予約日と時間を確認
④当日保険証をもって来院する

◆筋ジストロフイー、筋萎縮症、
その他の神経・筋疾患の患者さ
んが対象です（原則として日本
筋ジストロフィ−協会会員の方
を対象としていますが、非会員
でも筋ジストロフィ−診療は受
けつけます）

〒453‑0015

愛知県名古屋市中村区椿町1−16
井門名古屋ビル6F
TEL:052‑453‑5251
FAX:052‑453‑6741

グアタァ〆

中学卒業後について

名古屋市熱田区前田憲志

名古屋市緑区河本圭亮

私は、今年の3月に愛知県立港養護学校の商業科
を卒業しました。商業科では、パソコンの情報処
理や文書デザインなどの様々な商業科目を勉強し
ていました。
そして､現在は中学生の頃から利用させてもらっ
ているヘルパーさんの事務所で、事務のお仕事を
させてもらっています。
それまでは、−週間の内5日間は学校で2日間は休
憩や趣味などに当てていましたが、学校を卒業して
就職してからは、3日間はお仕事で4日間は休憩や趣
味などに使っています。2日間お休みが増えたこと
で学校に通っていた時よりも、体力的にも精神的に
もすごく余裕が出来､疲れにくくなった気がします。
やっぱりこの病気は頑張りすぎてしまうと体力
を回復するのに時間がかかってしまうし、風邪な
ども引きやすくなってしまうので、疲れない様に
毎日をセーブしながら生活をしていくことが大事

僕は今、港区にある港養護学校に通っている中
学3年生です。港養護学校に来て5年がたちました。
今では、仲の良い友達や先輩がたくさん出来毎日
を楽しんでいます。
今年中学を卒業します。その後は、高等部の商
業科を受験したいです。商業科では、情報処理や
簿記、パソコンの事を学び将来に役立つ資格をた
くさん取りたいと今は思っています。
高等部になると中学の時よりも忙しく大変にな
り先生も厳しくなると思います。それについてい
けるようがんばりたいです。
僕は、高等部を卒業したら、パソコンで絵やデ
ザインを描く仕事をしたいと思っています。その
ためには、今の状態を少しでも長くキープ出来る
ようにリハビリをがんばったり、自分のことを一
人でするよう心掛けていきたいです。
これからもいろんな問題がたくさん出てくると
思いますが、がんばっていきたいと思います。

だと思います。

一

卒業して、社会へ

蝿ＥＥＥ

〆

夕アダ戸〆

【医師】
榊原弘喜
医学博士
（名古屋学院大学教授）
専門／整形外科
リハビリテーショシ
【後方支援病院】
国立病院機構鈴鹿病院
神経内科

一﹄

◆会員の立場、患者の立場にたて：
ての診療が受けられます。

戸夕アダ友

韻②
■協会の動き︵４月１日〜帽月釦旦
４居黍ご日愛知県難病団体連合会理事会出席言誓

／８．ｍ／皿も出席﹀於名古屋市
４月過日名古屋市障害程度区分認定等審査委員

委嘱状交付式於名古屋市

７月７日定例役員会於大府市
７月配日子育て親の交流会︵スポーツフェスティ

バル︶於名古屋市

７月銘日訓練指導︵パン作り教室︶

於愛知郡東郷町

８月３日定例役員会於大府市

８月認日障害者と市民のつどい拡大実行委員会

於名古屋市

於名古屋市

一曹月一︾⁝日定例役員会
於大府言市
９月８日愛知県難病団体連合会総会出席︵︑／皿

も出席︶

９月瓢〜犯日合同野外活動於岡崎市
於大府市
加月５日定例役員会
ｎ月６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

加月胆〜週日療育キャンプ於伊豆方面
於名古屋市

加月加日愛知県難病団体連合会大会参加

ｎ月幻日子育て親の交流会於名古屋市
於大府市
ｎ月９日定例役員会
ｕ月瀦日合同勉強会・交流会
於知多郡東浦町
︑月羽〜泌日秋の成人患者の交流会︵宿泊︶

国役員研修会参加於東京都新宿区

５月加日紬日本筋ジストロフィ−協会総会・全

廻月７日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会

６月２日第妬回愛知県大会︵総会︶

於名古屋市
６月７日愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡協

も出席︶於名古屋市

議会役員会出席︵９／昭・皿／︑．
︑／賜・１／妬も出席︶於名古屋市
６月弱日名古屋市障害者団体連絡会会議出席

︵６／

『

１月妬日定例役員会

於名古屋市

於名古屋市
於名古屋市

１月型日愛知県特別支援教育振興大会参加

︻今後の予定︼

哩月８日障害者週間記念のつどい参加

於名古屋市

於知多郡東浦町

５月妬日定例役員会於名古屋市

於東京都千代田区

５月四日第馳回日筋協全国大会︵総会︶参加

於刈谷市

５月６日春の成人患者の交流会︵うどんの会︶

於名古屋市

５月３日日常ケアを相談する親子の交流会

於名古屋市

︵５／略・９／３も出席︶

４月羽日ふれあい広場ワーキンググループ会議

４月刻日定例役員会於大府市
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２月２日子育て親の新年交流会於名古屋市

長会議於名古屋市

２月躯〜詔日東海北陸地方本部支部長・事務局

３月２日子育て親の地域交流会︵尾張地区︶

於名古屋市

一○○︐○○○円

３月羽日定例役員会於大府市

■ご寄附

・アイシン精機㈱試作工場様

・榊原弘喜様三○︐○○○円

・祖父江逸郎様一○︐○○○円

・西田智也様はじめ３名一五︐○○○円

・生駒博・とし子様三○︐○○○円

ありがとうございました︒

・多くの会員様青い鳥郵便はがき

﹇編集後記﹈

編集にあたり︑会員皆さまおひとりおひとりを

繋ぐ架け橋となり︑緋を深め合うお役に立てた

︵安井︶

た︒また︑ご意見．ご要望をお聞かせください︒

らとの思いを込めてお手伝いさせていただきまし

●協会に関するお問合せは⁝

愛知県筋ジストロフィＩ協会

事務局渡辺一充

会長田口智久

四八

七九九三
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