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愛知県筋ジストロフィ一協会
>◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ツ

▼療育キャンプ
（大阪市・ロッジ舞洲）

▲成人＆子育て合同交流会

（知多郡東浦町・
あいち健康プラザ）

錫嚇

ル層
邸

−愛知県筋ジストロフィ一協会とは−
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邑
フィー協会は、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
第に力力溺くなり、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。

平成腿年度愛知県筋ジストロフィ−協会

弱間畢公交総会︶開催される
とき一●平成翠年．５月５日︵旦﹇午前﹈総会の部﹇午後﹈大会零研修会の部

賓として国立病院機構鈴鹿病院神経内科部長・

ところ●名古屋市総合社会福祉会館
去る６月に↑第但回の大会︵総会︶が標記のとお

在住の鶴見孝二さん︑議事録署名人に愛知郡東郷

午前中の総会の部では︑議長に会員で江南市

励の言葉をいただきました︒また︑県内の９養護

事長・上良夫氏がご出席くださり︑それぞれ激

からは︑社団法人日本筋ジストロフィ−協会副理

祉部障害福祉課課長補佐・片倉正博氏︑団体関係

久留聡先生が︑行政関係からは︑愛知県健康福

町の湯浅康弘さんと犬山市の大島松樹さんを選出

学校の校長先生方のご出席もあり︑各界から寄せ

り開催されました︒

し︑平成劃年度の事業報告・決算報告︑平成躯年

会長

副会長
副会長

事務局・会計

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

田口智久︵名古屋市守山区︶

松岡登志子︵名古屋市緑区︶

中野勉︵刈谷市︶

大島松樹︵犬山市︶

生駒偉︵名古屋市西区︶

森田いずみ︵小牧市︶

湯浅康弘︵愛知郡東郷町︶

高阪責美︵海部郡蟹江町︶

河本実幸︵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︶

魚函凹愛知県大会の議長をやって
江南市鶴見孝二

度の事業計画・予算案︑また役員改選案︑規約一

そのあと車イスの交通ルールと安全対策につい

られた祝電の披露をしました︒

て講演がありました︒愛知県警察本部より平位佳

第蛇回愛知県大会︵総会︶の議長を今回初めて務

部改正案を賛成多数で可決しました︒︵総会員数蝿

名︑委任状提

名出席者訂

めさせていただきました︒不慣れで頼りないとこ

ることか一できまし妄たこあ

ろもあったと思いますが皆様のおかげで無事務め

子巡査部長︵交通部交通総務課︶以下３名を講師

最後に︑本

店より清水敏彦取締役部長を講師として車イスの

りがとうございました︒

として交通安全教室を︑また︑損保ジャパン代理

年度の療育
キャンプに

てもわかりやすく皆さん熱心に聞き入っていまし

損害保険についてお話をしていただきました︒と

総会では前年度の事業報

出者㈹名︶

ついて︑事務

た︒

明があり︑会

これまでのご指導に感謝申し上げるとともに︑ご

︵現顧問・前会長︶が本年３月に逝去されました︒

年本協会のために尽力されてこられた西川忠氏

また︑本年度は役員非改選の年度ですが︑長

があるわけですが︑愛知

予算︵案︶についての説明

年度の事業計画及び収支

告及び収支決算報告と今

局から実施時

員さんたちの

ンプや成人＆子育て合同

県大会をはじめ療育キャ

期や場所の説

了解を得まし

冥福をお祈りしたいと思います︒本当に長い間︑

勉強会などのイベント

ありがとうございました︒
なお︑本年度の役員は次のとおりです︒

た︒

午後の大会
の部では︑来

を
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を行う上で事業計画は大切だと思いました︒しっ
ました︒

く対応していただき

の現状について﹂神戸大学大学院教授・戸田達史

の戸山サンライズにて開催されました︽二・福山型

致協力して事業の推進に努める︒﹂とありますが︑

来ました︒協会の活動の方針に︑﹁会員一同が一

ただいたおかげで改めてそれを実感することが出

らないことも沢山あ

イスの規定速度等知

れる研修でした︒車

た非常に惹きつけら

腹話術人形を使っ

について︑矢淫理事と本部事務局から説明があり

度事業︵日本財団︑ＪＫＡ︑国庫等補助事業等︶

ありました︒続いて︑各種事業報告及び平成錫年

神経・筋疾患医学情報登録・管理について説明が

演がありました︒休憩後︑日筋協の貝谷理事より︑

いて﹂大阪府刀根山支援学校・鈴木光義先生の講

先生の講演があり︑続いて﹁かがやきネットにつ

てイベントに参加出来ます︒議長を務めさせてい

かりとした計画の上で運営されているので安心し

います︒また貴重な経験をさせていただけてとて

私も何か少しでも協力出来たならとても嬉しく思

も勉強になりました︒

りましたので︑とて

ついて﹂は︑損保ジャ

のための損害保険に

算・監査報告︑平成躯年度事業計画案及び予算案

ました︒午前中は︑総会で平成副年度事業及び決

翌日は︑平成躯年度全国大会・総会が開催され

ました︒

犀ン代理店よ雫清水敏彦取締役部長にお越しいた

審議され承認されました︒

について︑平成羽年度各種補助事業申請について

具体的に発生した事案を例にしながらの説明

だきました︒

第二部の﹁車イス

も感謝しています︒

会員研修会の部
〜車イスの交通ルールと安全対策について〜

今回の総会後の会員研修としまして二車イス
の交通安全教室﹂と﹁車イスの為の損害保険につ

一般的に我々筋ジス患者は弱者ではあります

員の改選に加え︑福浮利夫理事長が退任され︑貝

在宅会員とも︑５︲５００円に改定され︑一部役

このなかで︑正会員の年会費が認年度より入所．

年々︑電動車イスの性能は良くなり︑我々筋

が︑﹁車イスの運用を一歩間違えれば︑事故の加

谷久宜理事が新理事長に就任されました︒

で︑とてもわかりやすかったと思います︒

ジス患者の行動範囲︑自由度は高まってきていま

害者にもなりうる﹂ということが︑よく認識され

いて﹂の２本立てで企画しました︒

す︒一方︑電動車イスに乗られた方が︑加害者と

︵田口︶

が披露されました︒

があり︑研究の成果

班の先生方のご講演

した︒また︑各研究

盛大に執り行われま

どのご来賓を迎え︑

大学︑病院︑企業な

国など行政関係者や

﹄一如一・昌一毒︾匡王・宗︽雫﹄Ｆ・一言一謡一三一︽一画︿皇一一口巳一圭酔茜一室

たかと思います︒

︵鳥丸︶

みなさん交通ルール・マナーを守り︑交通安全

なりました事故も見聞きするようになってきてい
ます︒

に気をつけましょう︒

︵社︶日本筋ジストロフィ−協会

〃回全国大会及び役員研修会
き●平一成翠年．５月権日︵土︶冒易握日︵日︶

ころ●東京都新宿区戸山サンライズ
平成躯年度役員研修会が︑５月晦日東京新宿区

貯

そこで︑今回は︑第一部の﹁車イスの交通安全
教室﹂については︑愛知県警察本部より平位佳子
巡査部長︵交通部交通総務課交通安全教育推進室
教育係︶以下３名の講師としてお越しいただきま
した︒

日頃は︑県内の学校︑老人ホーム等で交通安全
教室を行われている方々です︒全国的にも車イス
向けの交通安全教室は︑初の試みとのことでした
が︑協会の今回の趣旨をお話しましたところ︑快

邑

第亡

とと
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■療一育キャンプ︵害患者と家族の交流会︶

た皆さん︑本当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

ところ●大阪府大阪市・ロッジ舞洲

とき●｜平成聖垂含一月塑日︵土︶・；雪日︵日︶

調笥諸隠墳ソンベイザメに大満足！

８月肥日〜朗日恒例の療育キや︑二／が開催さ

くりと食事を楽

しみました︒帰

の好きなＤＶＤ

りのバスは︑娘

︵ポケモン︑ち

びまる子ちゃん︶

を見ながら帰り

ました︒いろい

今回初めて療育キャンプへ参加して一泊二日で

半田市竹内員由美

いた役員さんや

ろ助けていただ

１日目は︑養老ＳＡで合流後︑大阪城公園に向

大阪方面へ行きました︒私は杖使用で︑娘は手動

︽閲凹療育キャンプに行って

かいました︒大阪城は豊臣秀吉が築城した天下の

りました︒

療育キャンプでした︒また︑来年も参加したくな

の大型観光バスで快適に２日間を過ごしました︒

れました︒今回の参加者は総勢弱名︒リフト付き

名城︒石垣︑天守閣すべてが大きく︑観る者を圧

てだったので驚きました︒とても暑い日でしたが

式の車椅子でした︒まず︑最初に福祉バスが初め

貸切でゆっくりと入浴でき︑懇親会では︑患者さ

中にある素敵な施設でした︒ホテルでは大浴場を

乗り助けていただきました︒その夜大きなお風呂

い坂で私は︑役員さんの手伝いで初めて車椅子に

虎やしゃちほこを見る事ができました︒ものすご

一日目は︑大阪城で娘が楽しみにしていた金の

という思いから申し込みをしましたが︑とにかく

させていただきました︒夏休みの最後の思い出に

この夏は︑親子そろって初めてキャンプに参加

魚函凹療育キャンプに参加して
小牧市田村幸祐

とても楽しい

んに感謝Ⅱ

ボランティアさ

ジ舞洲″に向かいました︒大阪ベイエリアにある

倒しました︒その後︑早めに今日の宿泊施設〃ロッ

んたちのカラオケやお母さん・お父さんたちの踊

初めてのため︑どんな雰囲気なのかと不安もあり

二日間とも晴天でした︒

りなど大いに盛り上がりました︒

も役員さんに助けていただき気持ちいい気分でお

総合レジャー施設﹁舞洲スポーツアイランド﹂の

２日目は︑午前中に大阪天保山にある世界最

ました︒一日目のメインは大阪城です︒車いすの

心配はまったく必要なかったと感じることになり

ました︒しかし︑いざ参加してみるとそのような
二日目は︑海遊館へ︒ものすごく混んでいてま

いしい夕食にビールもいただきカラオケも楽しみ

た坂を頑張って歩き︑娘の車椅子はボランティア

生活に慣れると︑なかなか城にいこうという計画

ました︒

んなの人気者です︒見学する人たちで混雑がひど

さんに押していただき︑ジンベイザメなどゆっく

大級の水族館〃海遊館〃に向かいます︒とっても

く︑車イスではなかなか観ることができませんで

も立てづらくなっているなと感じます︒つい︑子

大きなジンベイザメ〃海くん″と〃大くん″はみ

した︒その後︑大津プリンスホテルに向かい︑昼

供の﹁いきたい﹂という気持ちと︑動きやすさ︑

ケアのしやすさを天秤にかけてしまい︑子供の気

はペンギンのぬいぐるみ︶︒もう少し時間があっ

持ちを抑え込んでいないかなと考えてしまいまし

り見る事ができました︒お土産も買いました︵娘
たらなあと思いました︒昼食は大津グランドホテ

できる景色は抜群でした︒肉に︑野菜に︑スイー

ルのバイキング︒時間がたっぷりあったのでゆっ

食は高層階でのスカイバイキング︒琵琶湖が一望
ッにとお腹いつぱいに食べました︒

本当に盛りだくさんの２日間でした︒参加され

た曇エレベータなどでもみんなで譲り合い︑助け
そういったみんなのかかわりに素晴らしさを感じ

合い・大阪城からの眺めもすばらしかったですが︑

ました︒夜は︑懇親会︒カラオケで盛り上がる子
供を見ながらビールをいただき︑患者の皆さん︑
保護者の皆さん︑ボランティアの皆さんと楽しみ
ながらも様々なお話をすることができました︒二
日目は海遊館見学でした︒夏休み最後の日曜日で
大変な混雑でしたが︑ジンベイザメ︑サメ博など
楽しく見て回ることができました︒さすがに最後
は疲れた様子でしたが︑充実した楽しい時間を過
ごすことができ︑家に帰ってからも家族にキャン
プのことを楽しそうに伝える姿が印象的でした︒
大阪という魅力的な観光地にいったこともそうで
すが︑それ以上に家族以外の仲間と楽しんでキャ
ンプに行くことができたこと自体を喜んでいるよ

成人＆子育て
合同勉強会・交流会
言とき●平成翠年拒月即日︵主︶

ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

成人と子育て親の患者や家族たちが一同に集ま
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︑神戸大学教授の戸田達史先
生を講師にお迎えして︑福山型を含め筋ジストロ
フィ−全般の最近の研究と治療戦略についてお話
いただきました︒

わが子が先天性の福山型筋ジストロフィーと診
で見つける度釘づけになってきました︒その先生

断を受けてから︑戸田先生のお名前は新聞や会報
のお話を直接伺えると知り︑今回の勉強会には私
だけでなく県外からも福山型の家族がたくさん参
加されていました︒福山型の原因となる遺伝子の
異常を１個持っている人は約卯人に一人．：福山

一が︑鯉一た一一てう．で・す：一て︑

・・︶て今・・浩一アンチ｜センス↑｜モ

リフォリノ治療による根本治療の可能性が示唆さ

れた﹂と︑とても希望に満ちたお話をしていただ

きました︒一日も早く根本治療が現実のものとな

くことができるような人生にしてやりたいですね︒

り︑わが子たちの将来が︑明るく夢を抱いて生き抜

そして︑午後は交流会︒昨年は新型インフルエ

ンザの影響でやむなく中止となり︑２年ぶりの開

催︒美味しい料理に︑楽しい会話︒アトラクショ

ンには青木美千代さんによる合唱指導︒口や身体

の準備運動を充分してから︑﹁世界中のこどもた

ちが﹂︑﹁ありがとう﹂の２曲を皆んなで楽しく

歌いました︒そして︑最後に大ビンゴ大会︒早川

がり︒﹁ビンゴ！﹂と会場一杯に響く大きな声で︑

さん家族による番号の読み上げで会場は大盛り上

豪華な賞品をゲット︒本当に楽しい一日になりま

した︒︵高阪︶

̲室匙■

うでした︒ここ数年︑肺炎の症状で入院したり︑
てんかんの発作がでたりと今後の不安を感じるこ
とが多くありました︒でも︑こ
こん
んな
なに
に素
素晴
晴ら
らしい

仲間とともにいきて
いるんだなというこ

型の両親はこの保因者です︒運が良かったのか悪
かったのか？私はある先生から福山型の両親はベ

！

塗

駒

とを感じ︑力をいた
だくことができたと

ストカップルと言われた事が印象深く残っていま

9.､肩

望

思います︒これから

やはりベストカップル！と妙に納得しています︒

す︒そのお仲間とまた多く出会い︑どのご夫婦も

も子供の思いを大切
に︑仲間を大事にし

いう話を偶然聞き︑﹁これだ！﹂と研究に力を注

は近親婚で生まれた患者を調べるのが近道だ！と

さて戸田先生は約加年前︑原因遺伝子の解析に

て過ごしていくこと

ができればと思いま
す︒本当にありがと
うございました︒

E工･詞
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成人患者 の 部

緒に戻ってきていました︒

そんな親父も昨年の秋に癌が再発し︑３年半の
闘病の末この９月に亡くなり︑あの田楽も最後の

した車ｖすのままｖることも疲れたら畳で横

に思います︒

になることもできる会場で開催でき良かったよう

ｍ家族錫名の申し込みがあり︑父親の参加も多

新潟・秋田・東京・埼玉・石川支部の筋ジス仲間

た︒しかし︑一般の病院では筋ジスましてや福山

皆さんとても熱心で情報収集も一生懸命でし

く︑父親だけの交流の場も持てました︒

とうどんを楽しみ︑また７月には念願の海外出張

型となると無知な場合が多く︑検査や治療までも

今年も弱回程うどん会が予定されまして︑兵庫．

味だったなあと感慨深いものがあります︒

うどんもジャカルタで行うことができ︑インドネ

■春のうどんの会
とき●平成翠年５月８日︵且

親の訴えがあって動く場合もあるのが現状です︒

となると︑親が知識をしっかりと持つことが必要

シアの人にも讃岐うどんは好評でした︒

来年は愛知県の真ん中で開催予定なので︑三河

に実際に貼ってみて︑その効果を確かめるという

いるテープを︑患者さんの筋力が弱くなった部位

ということで︑よく大相撲のお相撲さんが貼って

今年の研修内容は︑キネシオテーピングの実践

は私がいただきました︑

ル飲んだだけで真っ赤になってましたので︑残り

なと思いつつ・・・・鶴見君は３センチくらいビー

飲みながら︑塚原君がいたらワイン飲むんだろう

でディナーのコースをいただきました︒ビールを

の続きでしたので︑土曜の夜はｎ階のレストラン

ありました︒例年の如く︑前日の勉強会・交流会

日の日曜の午前中︑大府の健康プラザの会議室で

本年度の成人の会の２回目の集まり力−月２

とき●平成翠年桐月即日︵土︶〜副日︵且
ところ●知多郡東浦町・あいち健康プラザ

●秋の宿泊交流・研修会

流会ともなりました︒︵森田︶

てはなりませんね︒重い現状を突き付けられた交

であり︑医療関係者にも知識を増やして頂かなく

昨年度予定されていました福山型交流会が新
型インフルエンザの影響で中止し︑今回︑成人
の会の一うど
んの会﹂に便
乗させていた
だきお昼には
おいしいうど
んや豆腐田楽
も堪能させて
いただきなが
ら開催するこ
とができまし
た︒託児のご
協力もありが
とうございま

ところ●犬山市・楽田ふれあいセンター

とき●平成聖年５月８日︵日︶

■福山型患者交流会

の人も是非参加いただけると幸いです︒︵大島︶

ところ●犬山市・楽田ふれあいセンター

今年も犬山市の公民館でうどんの会力ありま
した︒子育てからも多数の参加があり︑みんなで
ｎ種類のメニューを楽しみました︒

うどんの他にも︑田楽と竹の子御飯があり︑こ
れはうちの親父とおふくろが作ってくれる訳な
のです︒例年ＧＷは秋田支部の依頼でうどん作り
に出掛一け︑つ

ことで急速一

いでに玉川温
泉で湯治をし
てくることに
なっていまし
て︑今年も親
父とおふくろ
はそのまま２
週間ほど湯治
を続ける予定
で宿も予約し
てありました
が︑いろいろ
忙しいという

Ｕ訓練指導灰ン作り教室
口︐ｉ卜︒ＥＦＩＭ田︐ＬＩ０ｌⅡＯＩＬ１︲凸１６︲︲１４１１４．

．８月甑日§東郷町のイーストプラザいこまい館

凸缶︲４−．・︲︐Ⅱ四Ｒ１ｌ︲小︲ぱず−１︲︲ｒ・ｂｒｌ麺﹄

でパン作り教室を行いました︒当日の参加者は肥

︲Ｆｒ４︲︲も一■

とき●平成翠年．８月幻日︵日︶

ました︒今年か

人と少人数でしたが︑クリームパン︑コーンパン︑

芦ところ●愛知郡東郷町・イーストプ ラ ザ い こ ま い 館

ら︑子育て卒業

ソーセージロール︑それにメロンパン︑デザート

おいしそうでしょ三

もの季した静
岡の三島から
指導者の九鴫さ
んが指導に駆け

の森田君が参加

つけてください

され︑また入会

で︑焼き上がりの香りに参加者全員歓声が上がり

までも︒お店で買うパンとは違う手作りそのもの

旦

４坐牢ユェ雪江○

Ｆ・舎！■

［弓＝

一︸

蒔碩

蕊
鋤

廼室矧鯵F急

の松村さんも馳

の昼食になりましたが体重アップの一日でした︒

ました︒沢山作り食べきれないほど︒少し遅い目

一﹄﹄一〃口一一α・一二一理空

コ

間もない名古屋
せ参じていただ

ふわふわでした

コネコネしました

パンつくりました

偽閲凹小牧市森田祐介

︵湯浅︶

けて︑頼もしい
限りですこ松岡さんのつま先が上がらなくて歩き
にくくなった場合とか︑森田君の誤嘩の防止とか︑

碇子さんの腰痛︑湯浅さんの車椅子のスティック
操作時の痛み︑鶴見君のちょっと上がらなくなっ
半身裸でテープを

た左の人差し指とかに効果があっ︽た
でで
すす︒
一よ
たう
よう
﹂上
上
貼ってもらってい
たのは私ですが︑

ソーセージにクルクルしたり
いこまさん︵大好きな役員さん︶とたべました

かおのパンもつくりました

ピニロ叩︲︲一万︽一一一一

おねえさん︵なほこさん︶がつくってくれた

おいしかったです

一二︿一口・口呂・一竺一与垂︾掘一聖一産毛︾手

かあさんつノ︑ってね

たのしかったです

二

全

− 1

●

▲夕

おかあさん、ガンバッテ：

ソーセージに巻きつけて

歩きすぎると痛み
出す左の膝まわり
に実際効果ありま
した︒

来年もっと大
勢の成人会員さん
が参加されるよう
に︑また企画を考
えていきたいと思
います︒︵大島︶

妄

醤難

まんまるに丸めて
コーンパンの準}備です

さあ、みんなでいただきま〜す

くるくるこれて成型、
どんな形のパンかな
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1

子育て親の部

＝

醍醐味を琴︒⁝一みをガち三毒冒⁝琴で．ご垂梁延学↓へ

したこの企画に感謝致します︒

ます︒最後にみなさんの力添えがあった事で成立

て親の交流会事業として日帰り野外バーベキュー

９月弱日︵土︶に豊田市の旭高原元気村にて子育

ところ●豊田市・旭高原元気村

とき●平成翠年９月躯日︵土︶

■子育て家族デイ＆キャンラ

ない子供達の健全育成を強く感じさせていただく

機会となりました︒︵安井︶

魚函凹﹁サマースクールを振り返って﹂

津島市下降一敏
させていただきありがとうございました︒指導し

を家族参加で行いました︒

初参加で少々戸惑いながらも楽しく競技に参加

とき●平成翠年．７月鱈日︵祝︶

て下さったコーチや︑ボランティアさん達の力添

会場は屋根もあり︑鉄板のすぐ横まで車椅子で

えで︑子供も普段学校では行えないような事が経
験でき楽しそうな笑顔が印象的で微笑ましくさえ

午前加時からさっそくみんなで協力して火おこ

安心でした︒

し︑お肉・野菜・ソーセージなど次々に焼いてい

近づけました︒また車椅子用トイレも近くにあり

協力しあい︑一丸となって戦う事の喜びは︑子供

思えました︒個人成績もそうですが︑途中からは

にとって非常に有意義な一日だったと思います︒

そうにたくさん食べていました︒野外での食事は

やはり格別です︒午後２時までと短い時間ではあ

きました︒下は４歳︑上は肥歳の子供達が美味し

りま
自然
然を
を感じながらの貴重なひと時で
り
まし
した
たが
が︑自

﹁パパ頑張れ〜！﹂︑﹁点が低いのはパパが悪いん

われながら︑少し本気を出してみたものの︑子供

その後五平餅作り

した︒

子供たちの笑顔

やまっかさツリー作

に癒され︑おなかも

りも体験し︑できあ

遊べた事がこれからの糧になると思いました︒ま

いつぱいになり大満

ゲーム等で時間を費やす事が多く︑子供が大声を

た世間の人達は﹁こういう人達がいる︒﹂﹁こうい

足の一日でした︒参

出して叫ぶ事はなかなか無いため良い機会だった

う人達がいっぱいいるんだ︒﹂って言う認識はま

れ持ち帰りました︒

だまだ低いと思われます︒そう言った事を払拭す

れ様でした︒︵河本︶

加された皆さんお疲

がったものをそれぞ

るために︑これからもこういった企画等があれば︑

事︑学校ではどうしても孤立しがちな子供も︑﹁仲

どんどん参加して盛り上げて行き広めたいと思い

間﹂と言う意識が芽生えた事や︑みんなと一緒に

張る！と心で咳く親父でした︒普段家ではＴＶ

かったような︑照れくさかつたような⁝次回は頑

の前でカツ．良い父親ぶり見せられなくて恥かし

だぞ！﹂︑﹁負けたらパパのせいだよ！﹂なんて言

チーム対抗戦での成績が気になりだし︑みんなと

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター

■サマＩスクール

号
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偽幽函︾父親として参加してみて

一宮市八手亦陸斗父八手亦良太

ます﹂と固い感じでしたが︑気がつくと︑﹁まだ？﹂

は︑みんな﹁お願いします﹂﹁ありがとうござい

せん︒そんな正直さに出会えたことがとても幸せ

どんな境遇であっても︑子どもに変わりありま

本当にうれしかったですⅡ

﹁どうも！﹂と軽い感じで声をかけてくれました︒

大きな症状が出ていないこともあり︑与えられた

子どもが生まれてすぐ病気を知り︑７年︒まだ︑

情報だけが全てでした︒一方︑妻は︑病院や教育
でした︒

最後に今日がいろんな意味で本当のスタートラ

の場で同じ境遇の方との出会いや交流がり︑自分

口子育て交流会

とき●平牽成鯉年惟月拒日︵日︶

ところ●名古屋市・名古屋市総合社会福祉会館

子育て親の会の始まりとなった一交流会しませ

んか！﹂の呼びかけにより家族のネットワークが

広がり︑私たちは子育てに大切な情報と勇気と希

いと願い︑新たな気持ちで﹁お知り合いになりま

れらを少しでも多くのご家族にお伝えしていきた

望を得ることができました︒八年目の今年は︑こ

まだまだ︑筋ジス児の父親として︑新米です

インに立てた感じがしました︒

が︑一歩一歩︑学びながら進んでいきたいと思い

今日が初めて︑息子以外の筋ジス児を目の前にし︑

自身はそれを後から聞いているだけでした︒実に

集合場所に到着後︑今まで︑車いすの方を見か

ていただければ幸いです︒今日は本当にありがと

ますので︑皆様のサポートのもと︑温かく見守っ

コミュニケＪションをした日であります︒

けることがあっても︑その輪に入っていくことが

自分がアウ

い仲間との出会いがありました︒話の内容は日常

参加者は肥家族獅名︑飛び入り参加を含め︑新し

加月加日午前加時より午後３時半まで開催し︑

通になっていたいと思います！

いす︽靴・生活用

生活・学校生活・就学について・病院・訓練・車

うございました︒次回は︑もう少し︑アウトドア

■地域一別交流会
Ｉｑ

三河地域別交流会が：豊田元町のアビタフー悪．

ますが︑経験者の

決して満足ので
きる回答ばかり
ではないと思い

とはありません︒

コートにて行われました︒初めて参加された方も

具等々尽きるこ

り︑どうしてい

含め総勢９名の方が参加されました︒ステロイド

とき●平一成聖年６月涯日︵水︶

いか分かりませ

話を聞いて参考
にはなったはず

ところ●豊田市・アピタ豊田元町店

んでしたが︑お

んが行かれているリハビリ病院の話し︑それぞれ

治療の話し︑鈴鹿での短期療育事業の話し︑皆さ

です︒支え支えら

トドア慣れして

肉を焼いている

に必要なアドバイスを頂く事ができました︒こう

もぜひ伝え続け
ていきたいと願

みんなのほしそ

と︑後ろから︑

より一人一人にあった選択もできる事に本当に有

れ共に学び共に
育つⅡこれから
り難く思います︒これからまた次へと続けれる様︑

して情報を得る事により︑又歩み続ける事ができ
にお肉を乗せな

います︒︵高阪︶

ます︒沢山の方々の経験とアドバイスのおかげで
がら︑会話がで

交流会の必要性を改めて実感しました︒︵大野︶

じ︑みんなの皿

きました︒最初

うなオーラを感

いないこともあ

せんか！﹂と呼びかけをさせて頂きました︒

人生で初めてで︑どうしていいか︑正直︑分かり
でも︑子どもたちが意外と淡々とゲームをし︑

ませんでした︒

過ごしている姿を見て︑そんなに緊張しなくてい

a
煙

いんだ！と思わせてくれ助かりました︒

1
超

■障害者と市民のつどい
とき●平成聖年︑月３日︵日︶
ところ●名古屋市・栄久屋公園
今年も名古屋テレビ塔の下︑曇り空の下でした
が︑オアシス大地広場での開会式に続き︑もちの
き広場﹁風に吹かれて交流広場︑栄﹂市民のつど
いが行われました︒

イベントは今年で鈎回︑マラソンは妬回と皆さ
んの協賛・協力で長く行われる事に感慨深いもの
があります︒曇りの空︑朝早くから模擬店に荷物
を運ぶ車︒人・ひと︑多くのボランティアさん︑
車椅子の人達が集まりました︒筋ジス協会はポッ
チャの大会と重なり役員は５名︑会長さんの会社
の人１名と名古屋市からボランティアさん２名
﹁車イス試乗体験コーナ﹂を設けてお客さんを待

一

1

待︑タイの選手が
日本語で﹁楽しく

明治大学マンドリン倶楽部の皆さんによる演奏で

食を兼ねた懇親会があり︑アトラクションには︑

あ壇．大変興味深か一子たお話で．⁝︶た︑その後↑夕

釦回全国筋ジストロフィＩ

楽しいひとときを過ごすことができ︑全国の会員．

東京浅草大会

家族との親睦・交流を図ることもできました︒

２日目は︑在宅患者訪問調査発表があり︑宮城．

が︑３年ぶりに東京・浅草ビューホテルを会場に

し︑会員の親睦を図る全国筋ジストロフィー大会

の療養と介護︑新しい医学の発展にについて勉強

いて﹂シンポジウムが行われ︑協会・入所患者・

調講演をされ︑その後︑﹁私たちが望む制度につ

テーマに︑日本社会事業大学教授佐藤久夫氏が基

次に︑﹁新しい障害者総合福祉法をめざして﹂を

ＱＯＬの実情の違いが興味深く報告されました︒

た︒それぞれの地域や家族形態により在宅患者の

静岡・奈良・東京の各支部の状況が報告されまし

開催されました︒今回で釦回目の節目の大会にな

を東海北陸ブロックで担当することを宣言し︑本

られました︒そして最後に︑田口会長が次回開催

在宅患者・医療者それぞれの立場から意見が述べ

た筋ジストロフィ−治療﹂と題して︑武田伸一先

宇宙カレンダーに列記し︑人間のいのちが生ま

心理研究所︶の講演がありました︒宇宙唖億年を

一
一

︵渡辺︶

お願いします︒

皆さんのご協力を

いと考えています︒

に見ていただきた

員や家族の皆さん

を国県関係者︑協
会本部︑全国の会

〃愛知のパワー″

ります︒

に集まることにな

ちが名古屋の会場

二年後︵平成型年加月を予定︶には全国の仲間た

大会は幕を閉じました︒

を誓います﹂と宣

わかりました︒壮大な宇宙の中では障害者も健常

の意味﹂と題して︑岡野守也氏︵サングラハ教育・

言︒筋ジスの参加
者は西尾公宏君︑

者もひとつという気がしてきました︒さらに︑元

しくお話しされました︒次に﹁宇宙の中のいのち

鍵谷友里さん︑鳥

れてくることが︑いかに奇跡に近いことかがよく

丸久太君の３名で

読売巨人軍の中畑清氏︑デンマーク筋ジストロ

ない精神にのっと

るｉＰＳ細胞を用いた幹細胞移植治療を含めて詳

れている治験など︑また︑将来最も期待されてい

これまで行われてきた臨床治験の成績や現在行わ

りました︒エクソン・スキップ治療を中心として︑

生︵国立精神・神経医療研究センター︶の講演があ

１日目は︑開会式に引き続き︑﹁近未来に迫っ

６名の役員が参加しました︒

りますが︑愛知県支部からは︑田口会長をはじめ

全国の会員が一同に会して筋うストロフ釦Ｉ

ところ●東京都台東区浅草ビューホテル

とき●平成翠年惟月８日︵金︶三・・易９日︵士︶

＝

り楽しく走ること

なければ福祉じゃ

第

した︒︵生駒︶

『一司

一 F ー

ー

ちましたが︑試乗してくださる方が少なくとても

号室一

残念でした︒ハンディマラソンにアジアからの招

ﾛ猫離§､i頚

町

フィ−協会会長のエーバルド・クロー氏の講演も

四

星＝
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汐アダ戸夕アダ戸夕アダ戸〆

哩月急一日︵土︶︑第記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

れた方々や︑更生援護などに功績があった方々を

たたえ︑知事表彰等の授与を行い︑今後の励みに

今回︑本協会の成人患者である鶴見孝二さん︵江

'夕戸夕 ア タ ア'夕宜タァクァタァグ

していただくよう︑毎年開催されているものです︒

南市︶と山田綾子さん︵名古屋市天白区︶のお二人が︑

自立更生者として愛知県心身障害児︵者︶福祉団体

鶴見さんは︑現在︑ウェブ関係の会社に勤務し︑

連絡協議会長表彰を授与されました︒

ホームページなどを作成しています︒休日は︑講

演会やイベントに参加したり︑友人の農地で農作

また︑山田さんは︑現在︑障害者地域生活支援

〆夕アダ戸〆戸夕戸〆

業をするなど積極的に活動しています︒

す︽︾休日にはヘル卒⁝．

センターにビアカウンセラーとして勤務していま

さんと自宅の掃除や買

物をしたりしていま

お二人とも障害を持

す︒

ちつつ︑日々頑張って

おられますが︑今後も

ますます活躍してほし

本当におめでとうご

いと思います︒

ざいました︒︵渡辺︶

曇

ANG通巻第272号

夕戸〆

否

高校二年生の今卒業から新たな挑戦
岡 崎 市 吉 松 浩 久 愛 西 市 水 谷 一 博
港養護に来て二年が経ち、僕は高校二年生にな僕はこの3月に港養護学校を卒業しました。
りました。そして、僕は今、それなりに充実した3月5日の卒業式のあと、9日に側湾の手術を受
学校生活を送っています。けました。
体育では、今まで知らなかったスポーツをする手術前は手術のことを軽く考えていて、就職も
ことができ、クラスの仲間は5人ですが、大切な仲一カ月近くあるから大丈夫だろうと思っていまし
間もできました。また、商業科や普通科の先輩やた。
後輩、先生達などユニークな人たちに、たくさん手術後、最初の四日間ぐらいは痛みと麻酔の副
出会うこともできました。作用に苦しみ、そのあとも腰の痛みや貧血でまと
学校以外でも、ポッチャというスポーツをはじもに車いすに座ることもできませんでした。食事
めたことで、色んな人々に出会って、一緒に上をは喉を通らず、体重も5キロ落ちました。入院の終
目指して頑張れることを、見つけられました。わり頃は就職が迫ってくる焦りもあって、毎日イ
また、クラスの仲間と外へ出かけて行って、遊ライラして周りに不満をぶつけていました。この
んだり買い物をしたりして、楽しむことも増えままま病院にいてもらちがあかないので病院と相談
した。し、病院の治療も終わったとのことだったので3月
何気ないことを普通にして過ごすという、そんな27日に退院しました。この頃は貧血になることは
毎日を送ることができる今は､本当に充実した日々なくなりましたが、車いすは二時間乗るのがやつ
だと、僕は思います。とでとても一日働けるような状態ではありません
今、僕は自力下校をしたいと思っています。しでした。
かし、学校側はなかなか許可を出してくれません。会社に現状の報告に行き、最初は−時間だけ働
士日に、やればいいという意見もあったそうです。かせてもらうことにしました。そうして4月1日か
しかし、それでは意味がありません。僕は、自ら働きだしましたが、一時間会社に居るだけでも
力下校をしたいからです。体がつらくとても仕事どころではなかったので上
悩んでいる僕に、担任や他の先生方、商業科の司の方と相談し、4月は休ませてもらうことにしま
先輩が、アドバイスや協力を約束してくれ、応援した。休んでいる間にクッションを新しくしたり
してくれています。そんな経過もあり、まだ、諦リハビリに通ったりして、4月の後半になると車↓、
めないで自分がやれることを努力してやって、許すにも一日座れるようになり、体調も良くなりま
可をもらえるように頑張ろうと思っています。した。5月からは一日働くようになり、その後は
僕は、いい人たちに出会えたことを幸せに思っ特に問題なく現在に至っています。
ています。最近は仕事にも慣れてきたかなと思います。こ
出会うことができなかったら、きっと僕は、いれからいろいろなことがあると思いますが、がん
ろんなことを諦めていたかもしれません。本当に、ばりたいと思います。
僕は恵まれていると思います。
僕も、誰かにそう思ってもらえる自分になりた
いです。
グアグ〆夕アタアタァダアタアタ宜夕戸夕宜夕戸夕戸夕戸夕アタァグァグ友夕宜〆友夕アダ宜夕アダ戸〃痘夕アグアタ友夕アグァダア

ANG通巻第272号(12)
平成2年5月1日第3種郵便認可
平成22年12月20日発行（毎月20日発行

■協会の動き︵４月１日〜拒月即日︶

験会︶於名古屋市

成研修会参加於豊橋市

２月弱〜妬日障害児︵者︶父母団体地域指導者養

３月２日子育て親の地域交流会︵尾張地区︶

７月瓢日定例役員会於大府市
８月創日訓練指導︵パン作り教室︶於名古屋市

於名古屋市

３月妬日定例役員会於大府市

一○︐○○○円

一○○○○○円

一四︐四九二円

青い鳥郵便はがき

二○︐○○○円

・匿名様︵２件︶

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⁝

り組みました︒いかがでしたでしょうか︒︵安井︶

した皆さまと全会員さんを繋ぐ架け橋！心して取

い想いに感銘︒初心に戻り︑原稿協力いただきま

なかなか掲載出来なかった子育てパパの率直で深

校正が進まない折り．：届いた原稿は⁝これまで

﹇編集後記﹈

・多くの会員様

︒榊原弘喜様
・森川勝巳様

ｏアイシン精機㈱試作工場様

■ご寄附

８月肥〜羽日療育キャンプ於大阪方面
９月妬日子育て家族デイキャンプ於豊田市

加月２日定例役員会於大府市

１月躯〜羽日東海北陸地方本部支部長・事務局

〆

１月調日子育て親の新年交流会於名古屋布

長会議於名古屋市

１月塑日定例役員会於名古屋市

︻今後の予定︼

咽月ｕ日訓練指導︵パソコン教室︶於名古屋市

於名古屋市

哩月５日障害者週間記念のつどい

於名古屋市

皿月４日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会

於知多郡東浦町

ｎ月別〜迦日秋の成人患者の交流会︵宿泊︶

於知多郡東浦町

︑月加日成人＆子育て合同勉強会・交流会

ｎ月６日定例役員会於大府市

於名古屋市

ｎ月３日愛知県難病団体連合会大会参加

於名古屋市

加月幻日愛知県社会福祉大会参加

の研修会参加於東京都台東区
ｎ月加日子育て親の交流会於名古屋市

ハンディマラソン参加於名古屋市

加月３日障害者と市民のつどい．名古屋シティ

春の成人＆福山型患者の交流会︵うど

定例役員会於大府市

４月型日

如月８〜９日日筋協東京浅草大会・患者と家族

５月８日

んの会︶於犬山市
愛知県難病団体連合会総会出席
︵７／ｎ．９／胆・胆／岨も出席︶

於名古屋市
㈹日本筋ジストロフィー協会全国役員

於東京都新宿区

回日筋協全国大会︵総会︶参加

研修会参加於東京都新宿区
第
障害者と市民のつどい実行委員会出席

第蝿回愛知県大会︵総会︶於名古屋市

︵７／５．９／９も出席︶於名古屋市

６月６日

愛知県難病団体連合会理事会出席

定例役員会於大府市

一口︽ロ．﹀一一︾罪一ｍ団幽﹂扉﹇呼一

６月⑫日

︵８／８．ｍ／Ⅲ．︑／辺も出席︶

於名古屋市
子育て親の地域交流会︵三河地区︶

於豊田市
愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡協

議会役員会出席︵９／３．ｍ／８も出

子育て親の交流会︵障害者スポーツ体

定例役員会於大府市

席︶於名古屋市
７月３日
７﹇月 岨 日

