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▼療育キャンプ
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▲成人＆子育て合同野外活動
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（岡崎市・愛知県青年の家＞

一

−愛知県筋ジストロフィ−協会とは−
愛知県における、筋ジストロフィ−症他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
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。

し平成別年度愛知県筋ジストロフィ１協会

回の大会︵総会︶が標記のと

一国

害者に対する福祉制度につＶての説明とともに

ところ●名古屋市総合社会福祉会館

とき●平成餌年６月３日︵且﹇午前﹈総会の部﹇午後﹈亥会書研修会の部

棚同塁公蚕 総 会 ︶ 開 催 さ れ る

去る６月に第

住の水谷一博さん︑議事録署名人に犬山市の大島

合った支援が施されることが大切であるといっ

る︒支援を受けることの権利を含め︑その人に

害によっては自立を言われても難しい場合もあ

今後制定される障害者総合支援法について︑障

松樹さんを選出し︑平成認年度の事業報告・決算

た︑新しい法律への期待感や考え方をお話しい

午前中の総会の部では︑議長に会員で愛西市在

おり開催されました︒

報告︑平成別年度の事業計画・予算案を賛成多数

一﹁

愛西市水谷一博

昨本治農法の開発促進

瓢4回園知県筋ジｽﾄEﾌｲｰ齢絵

｜

るということを聞いて︑それなら学校に通ってい

た頃に学校行事で司

お願いされた時は驚きましたが︑総会の進行をす

副会長松岡登志子︵名古屋市緑区︶

会を何度か経験して

ると思い議長をする

いたので何とかでき

理事生駒偉︵名古屋市西区︶
理事大島松樹︵犬山市︶

会長田口智久︵名古屋市守山区︶

僕は６月の総会で議長をしました︒最初議長を

︽閲凹議長を経験して

1W

副会長中野勉︵刈谷市︶

なお︑本年度の役員は次のとおりです︒

前年度と同じメンバーで活動します︒

また︑本年度は役員の改選はありませんので︑

ただきました︒

体関係からは︑社団法人日本筋ジストロフィ−協

知県健康福祉部障害福祉課主幹・梅村文彦氏︑団

院院長・小長谷正明先生が︑行政関係からは︑愛

名誉教授・祖父江逸郎先生︑国立病院機構鈴鹿病

午後の大会の部では︑来賓として︑名古屋大学

ちの了解を得ました︒

局から実施時期や場所の説明があり︑会員さんた

最後に︑本年度の療育キャンプについて︑事務

委任状提出者別名︶

で可決しました︒︵総会員数噸名︑出席者錫名︑

L
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毎
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一
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後

ことにしました︒た

旨妄

だ学校以外でこのよ

うなことをするのは

置
．

会理事長・貝谷久宣氏がご出席くださり︑それぞ

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

初めてなので噛んだ

り間違えたりしない

か心配でした︒当日

までに何度か原稿に

』宗

れ激励の言葉をいただきました︒また︑愛難連理
事長や県内の８養護学校の校長先生方のご出席も
そのあと︑愛知県健康福祉部障害福祉課主幹・

︵渡辺︶

瓢局・譜渡辺一充︵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︶

晶毘

−

−

蒜

第
あり︑寄せられた祝電の披露をしました︒

2
個

＝

梅村文彦氏に︑﹁今ある障害者福祉制度のあれこ

︽ｋ

捌

肝

れ﹂と題して講演をいただきました︒現在ある障
P
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ついて報告がありました︒最後に︑国立精神・神

ける医療の質の向上のための多職種協働研究﹂に

した︒

に承認されま

は提案どおり

一ゞ

は人が結構多くて緊張しましたが︑最後まで間違

目を通して間違えないように練習しました︒当日
経医療研究センターの小牧宏文先生より﹁筋ジス

予算案審議︑釦周年記念事業について︑一般社団法

及び決算・監査報告︑平成型年度の事業計画案及び

第１部の総会の主な議題は平成お年度の事業報告

の井原千琴さ

カウンセラー

員の認定遺伝

演︑日筋協職

久夫教授の講

日間の日程を終了しました︒

︵田口︶

高日筋協事務局長より補助事業説明などがあり︑２

遺伝子医療アンケート結果報告があり．最後に︑大

んより武田班

人への移行について︑筋ジス愛知診療所について︑

業大学の佐藤

日本社会事

援法について

障害者総合支

員研修会では

第２部の会

えることなく読むことができたので良かったで

について講演がありました︒そして︑筋ジス研

代遺伝学における筋ジストロフィ−という病気﹂

究報告があり︑最初に国立精神・神経医療研究
センターの武田伸一先生より﹁筋ジストロフィ−
に対するトランスレーショナル・リサーチ﹂の報

亀電君のＱｎｒ﹄の向上

協会ロゴと会報誌名変更について︑全国筋ジストロ

山サンライズにて開催されました︒

翌５月別日には︑総会︑会員研修会が同じく戸

県支部名倉洋治氏がされ大会は終了しました︒

そして︑大会決議文読み上げを患者代表の埼玉

ンの研究﹂についての報告がありました︒

トロフィ−治療拠点整備︑包括的診療ガイドライ

︵社︶日本筋シストロフでＩ協会

組回全国大会及び役員研修会

︾き●平成劉年．５月拒日︵土︶厨・・雪即日︵日︶

ころ●東京都新宿区戸山サンライズ

日筋協の平成鯉年度全国大会か︾５月鰐日東・京

大会につい
て︑役員改
選について
でした︒協
会ロゴと会
報誌名変更
については
意見が分か

︑⁝愛知

告︑２番目に国立精神・神経医療研究センターの

れたため︑会

記念大会は平成25年5月19日（日
に､東京曾舘(東京都千代田区)で
開催予定です。（渡辺

フ討

西野一三先生より﹁筋ジストロフィ−及び関連疾
ての報告︑国立精神・神経医療研究センターの木

ンビデオの製作などを準備を進め

都新宿区の戸山サンライズにて開催されました︒

患の診断・治療開発を目指した基盤研究﹂につい

ることとし︑

員へのアン
ケート又は
投票で決め

ています。

最初に主催者である貝谷理事長より挨拶があ

村円先生より﹁遺伝性神経・筋疾患における患者

念誌の編集・発行､プロモーショ

り︑次に国立遺伝研究所の斎藤成也先生より﹁現

登録システムの構築と遺伝子診断システム確立に

えます｡現在､記念大会の開催､記

で︑とても良い経験になりました︒

す︒今後もこういったことがあるかもしれないの

一
関する研究﹂の報告があり︑長崎川棚医療センター

当協会の上部団体である社団法
人日本筋ジストロフイー協会は､来
年度(平成25年)に設立50周年を迎

とと第■、

その他の案
件について

社団法人日本筋ジストロフィ一協会
50周年記念事業について

■

の松尾秀徳先生より﹁筋ジストロフィ−診療にお

●お知らせ●
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■療育キャンプ︵患者と家族の交流会︶

態に一約の海の時空館とＵＳＪ︑とも大々満足１
とき●平成四年８月霞日︵主︶⁝託日︵日︶

・⁝妬日↓恒例の療育キャンプか開催さ

たちのカラオケやお母さんたちのフラダンスなど

場でゆうぐ零と入浴でき懇親会でに︑患者さん

場からの移動や見学は大変でしたが︑楽しみにし

ＳＪ︶を見学しました︒当日はとても暑く︑駐車

た皆さん︑本当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

橋下市長の事業仕
分けで来年３月に

初日は︑﹁なにわの海の時空館﹂に行きました︒

僕は︑初めて療育キャンプに参加しました︒

してきた大阪の歴
史や広く人と港と

ました︒まずは一番行きたかったモンスターハン

二日目は︑一番楽しみだった﹁ＵＳＴとに行き

シーニシに行きまＬ

た︒その二つは︑４

︐の映画でした︒３

おいや水︑動きが加

Ｄだけじゃなくに

わって凄い迫力で驚

普段はなかなか旅

きました︒

行に行けないので︑

参加できて良かった

です︒初めての療育

キャンプは楽しかっ

たので︑また参加し

たいです︒

人＆子育て
合同野外活動

零

ところ●大阪府大阪市・ロッジ舞洲

名︒リフト付き

８月弱日

れました︒今回の参加者は総勢

ｍから大阪市

した後︑大阪市のコスモタワー銘階にあるワール

２日目は︑ユニバーサル・スタジオ・ジャパン︵Ｕ

で大いに盛り上がりました︒

ドビュッフェに着きました︒地上

ていたショーを見たり︑アトラクションに乗った

１日目は︑東名阪・新名神自動車道を快適に走行

街を一望できるバイキングレストランでの昼食は

︑周年を記念して

魚闘凹療育キャンプに参加して

は閉館が予定され

そこには︑実物大に復元された菱垣廻船などが展

名古屋市名東区鈴木駿

ています︒施設は︑

示されていて︑大阪の海のことが紹介されていま

の関わりについて︑

ターのブースに行きました︒実物大のモンスター

した︒

海や港と共に発展

建設されましたが︑

本当に盛りだくさんの２日間でした︒参加され

りと︑各自がそれぞれの楽しみ方をしました︒

昼食後︑バスで移動して︑なにわの海の時空館

一

■

最高でした︒

一

ｑ︾

一

=竃

を見学しました︒この施設は︑大阪市が市制施行

一

楽しく理解できる

や装備︑アイテムなどが展示されていました︒あ

とは︑ターミネーターやシュレックのアトラク

さん協力しあって準備から片付けまで無事に終了

かきながら炊事場で大奮闘してくれました︒皆

べ︑大人は楽しくおしゃべり︒お父さん方は汗を

となりました︒自然の中で子供はお腹いっぱい食

日は︑天気にも恵まれ別家族妬名と大勢の参加

同野外活動︵バーベキュー︶が行われました︒当

９月犯日愛知県青年の家にて成人・子育て合

ところ●岡崎市・愛知県青年の家

とき●平一成劉錘．９月翠日︵土︶・配日︵日︶

成

」

Ｆ

町

L

の大型観光バスで快適に２日間を過ごしました︒

L

海洋博物館です︒

ホテルでは大浴
P

零
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一・

だきたしです

︽︾

すること力できまし
るので︑忘れられないキャンプとなりました︒協

来年からは成人としての参加にな

た︒バーベキューの

調することの大切さを実感することができました︒

本当にありがとうございました︒

のって頂き大変参考になりました︒

︵渡辺︶

きるリハビリのアドバイスを丁寧に指導︑相談に

社会福祉士︶の方々から現在の生活状況や家でで

訪問調査であったので専門調査員︵理学療法士︑

していけばよいかを夫婦で相談していた時点での

く︑病状の進行と合わせてどの様に家庭内で対応

我が子は７歳と育ち盛りの為︑日常の変化も多

■訪問患者さんの感想２

活動に参加して前向きに進みたいと思いました︒

考になりました︒これからは︑ゆっくりと勉強・

訪問調査で色々なことをお教えいただき︑大変参

これまでは︑筋ジスのことはよく知らず今回の

■訪問患者さんの感想１

相談に乗ったりしました︒

さんのお宅を６件訪問し︑療養の状況を聞いたり︑

さんの協力を得て︑夏の暑い日に県内の在宅患者

金子満寛︑白石弘樹両先生︑社会福祉士の山口司

生駒︑森田︑安井の３名の役員が︑理学療法士の

訪問調査事業を︑今年度︑愛知で初めて実施しました︒

里本財団助書成事業によるＲ筋協事業あきと一芸・一ある

とき●平成聖年７月お日百︶・８月５日百︶

訪問調査事業

後は︑体育館に移動
して風船バレーが行
われました︒

毎年︑我が家も家
族で参加しています︒

今回も小学２年の息
子は楽しみにしてい
ました︒

皆さん︑楽しい１
日を過ごすことがで
き︑親子共に大満足
していました︒︵近藤︶

名古屋市港区安井達哉

愚図闇デイキャン一議〆を通して
僕が毎年楽しみにしてい
るイベントの一つです︒こ
れまでデイキャンプヘの参
加は︑三度目になります︒
今回は︑成人の方と合同で
行うデイキャンプでしたの
で︑人数も増え︑会話がは
ずみ︑有意義な時間を過ご
すことができました︒

僕は︑今年度で高校を卒
業し︑卒業後は仕事をした
いと思っています︒ですの
で︑ぜひとも継続していた

障害者と市民のつどじ

とき●平成四年如月８日︵祝︶

ところ●名古屋市・栄久屋大通公園

気持ちの良い秋空に恵まれた一風に吹かれて交

流ひろばｉｎ栄﹂︒鱈の障害者団体が参加され作

する模擬店が公園内に並びました︒

業所で製作した小物やお菓子︑日用雑貨等を販売

障害のある人もない人も関係なく手をつなぎで広

がありました︒

場を囲む﹁ハンドインハンド﹂皆さんの良い笑顔

スタンプラリーを楽しむ人︒筋ジスは﹁車イス

試乗体験コーナー﹂を設けました︒何人かの人が

真剣に試乗していました︒スタンプが欲しくて乗

車する人︑電動車椅子の値段が気になる人︒﹁小

回りが出来ていいですね﹂と言う声もありました︒

名古屋シテイハンデイマラソンは多くの仲間が参

加されていました︒筋ジスからは６名の参加があ

一・一Ｆ

一︻一諏函垂牢一〃一︽二二Ｍ

同じ優勝者でした︒

雪咽離与一二一・

りました︒競技の２時間も前に並んが人が昨年と

３位︑４位も筋ジ

ス仲間！﹁おめでと

うございます﹂︒筋ジ

ス応援仲間もご苦労

様でした⁝︒

お天気に恵まれた一

日でした︒

︵生駒︶

平成2年5月1日第3種郵便認可

＝

として愛知県心

身障害者コロニー

ロフィ−協会が開

長の熊谷俊幸先生
が﹁日本筋ジスト

こばと学園学園

とき●平成劉年加月記日︵金︶〜幻日︵土︶

設する愛知診療所﹂

ところ●名古屋市・ホテル名古屋ガーデンパレス
法人日本筋︑シストロフ副−協会の貝谷理事長が

移行・障害児支援室の阿寓哲也室長に引き続き︑

と題して︑愛知県
内の筋ジス患者の
状況や来年度中に
開設予定の愛知診
療所の内容につして話されましたまた日本筋

主催者の挨拶をされました︒来賓として︑厚生労

この大会は２年に１度︑全国の地方本部が持ち

愛知県健康福祉部の五十里明部長︑名古屋市健

ジストロフィ−協会事務局の井原千琴さんが﹁福

フィ協会が主催する全国筋ジストロフィー愛知大

回りで担当し︑全国の患者や家族︑医療関係者な

山型筋ジストロフィＩ患者の登録活動報告﹂につ

一日目は︑開

まりました︒

の仲間たちが集

た緩和ケアの重要性について話されました︒

る気管切開や窒息の回避の実例や︑呼吸ケアを含め

襲的陽圧換気療法︵ＮＰＰＶ︶とカフアシストによ

テーションとＱＯＬ﹂と題して︑八雲病院での非侵

医長の石川悠加先生が﹁筋ジス患者の呼吸リハビリ

スキップ研究の状況︑臨床治験のためのネット

しての副腎皮質ステロイドの有効性︑エクソン・

トロフィ−の新たな治療﹂に題して︑薬物療法と

カルセンタセンター長の武田伸一先生が﹁筋ジス

療研究センタートランスレーショナル・メディ

講演では︑まず︑国立病院機構八雲病院小児科

会式︑講演︑紹

長の渡辺一充事

本大会実行委員

開会式では︑

歴史︑医療機器や生活支援機器の進歩による患者

患者とのかかわり﹂と題して︑政策医療としての

機構での筋ジストロフィＩ医療〜鈴鹿病院と在宅

先生と神経内科医長の酒井素子先生が﹁国立病院

乾杯の音頭で懇親に入りました︒

研究センター病院名誉院長の埜中征哉先生による

ご挨拶ののち︑独立行政法人国立精神・神経医療

知県特定疾患研究協議会会長の祖父江逸郎先生の

懇親会では︑愛知県難病医療ネットワーク・愛

ワーク形成の重要性などについて話されました︒

務局長の司会進

のＱＯＬの向上︑また鈴鹿病院での短期療育事業

次に︑国立病院機構鈴鹿病院院長の小長谷正明

行のもとに︑大

音会﹂による演奏を楽しみました︒また︑愛知県

今年が誕生から血年という大正琴の活動団体﹁澄

アトラクションでは︑この名古屋が発祥の地で︑
した︒

など在宅患者への取り組みなどについて話されま
休憩後︑筋ジストロフィ−の最近の話題の紹介

会委員長の田口

われました︒

介︑懇親会が行

国から酬名以上

営を担当し︑全

働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域

どが集い︑研修と交流を行うものです︒今回は東

たのち︑来賓の紹介︑祝電の披露をし︑開会式を

康福祉局の長谷川弘之局長からご祝辞をいただい

睡
一

一G釦訊娼ﾌﾞイ

会が︑名古屋市内のホテルで開催されました︒

海北陸地方本部︵愛知県支部が主管 ︶ が 大 会 の 運

いて話されました︒

璽撫篭坦

ｒ遣

3
1
回
全
国
筋
ジ
ス
ト ロフィー

隼踊剖飼判溜
療療
法法
のの開
本治
開発
発促
促進
進一

豆重曹

諦演の最後は︑独立行政法人国立精神・神経医

終了しました︒

日の両日社団法人日本筋ジストロ

第翫回至国筋ジストロフィＩ愛知大会開催される

■平一成幽年度患者と家族の研修会

や

加月妬・

『

智久会長が開催
の挨拶を︑社団

『

〜平底24年度患者と 家族の研修

一一主壊社団逢

ANG通巻第296号(6)
平成24年12月20日発行（毎月20日発行

による支部活動の様子などを披露しました︒和や

支部の母親グループによるフラダンスやスライド
いました︒

カッションを行
各人がこれま
での経験や実情︑
悩み︑思いといっ

を理解しながら︑

●生駒・大島・森田の３役員さん︑表彰される！

更生援護功労者として
協議会長表彰を授与

胆月１日︵土︶︑第鋤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︑今後の励みにし

今回︑本協会の役員である生駒とし子さん︑大島

ていただくよう︑毎年開催されているものです︒

松樹さん︑森田いずみさんの３名の理事が更生援

護功労者として愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連

絡協議会長表彰を授与されました︒

生駒さんは︑二人の筋ジスの息子さんを亡くさ

ています︒

れてからも︑長年ご主人と共に協会の役員をされ

大島さんは：自身か

わらず︑つっどんの玄さ

筋ジスであるにもかか

ん﹂として役員をされ

森田さんは︑筋ジス

ています︒

の息子さんを在宅で面

倒見ながら︑役員をさ

星

かなうちに会員同士の親睦・交流が図ることがで
二日目は︑フォーラム﹁在宅患者のＱＯＬの向

きました︒

上〜命の輝きを求めて〜﹂と題して︑報告とシン

たものを発表さ
れ︑互いの立場

まず︑昨年度実施した愛知県支部会員へのア

意見のやりと

ポジウムの二部構成で行いました︒

ンケート調査の結果について︑愛知県支部役員の
た︒愛知県内の在宅患者さんの実情や要望など現

大島松樹さんと会員の鶴見孝二さんが発表しまし
状と課題について詳しく説明しました︒

次に︑帝京平成大学教授の横田雅史先生をコー

ディネーターに迎え︑パネリストとして︑医療

̲今函筋ジｽ1^:^

りや討論をする
という心温まる
シンポジウムに
なったかと思い
ます︒会場外の
ブースで参加し
ていた協賛企業
の担当者の方も会場内の後方でその様子に聞き

尾俊紀さんの朗読による大会決議文案を拍手多数

砺画

一匙や一﹄一・ルー一︵諺一雨︾千一︽坐州一口一二巻一一罪醒詑

により採択したのち︑次期開催地である近畿地方

最後に︑閉会式が行われ︑愛知県支部会員の西

入っていたのが大変印象的でした︒

に愛知県支部会

本部長の新宮武徳さんが開催受諾の挨拶をされ︑

さん︑患者代表

締役の中山恵子

ん︑家族代表に

感謝と感動のうちに二日間の日程を終えることが

員の足達恵理さ
愛知県支部役員

考えてみると︑二年前に会場さがしに始まり︑

れています︒今後も頑

張っていただきたいと

ざいました︒︵渡辺︶

本当におめでとうご

思います︒

胃ア

■

1

できました︒

ん︑行政関係者

手さぐりの中で準備を進めてきましたが︑本大会

i‑A

魯

匪一､A

の森田いずみさ
に厚生労働省社

てくださった企業叩個人の皆様︑出席してくださっ

が成功したのも︑実行委員会はもとより︑協賛し
た来賓︑講師の先生方のおかげだと思っています︒

祉課専門官の大
西延英さんによ

本当にありがとうございました︒︵渡辺︶

会援護局障害福

るパ︑不ルディス

魚

一
関係者に愛知県心身障害者コロニー中央病院小児

杜■通
畠諏制電錘逗竺

神経科医長の丸山幸一先生︑訪問事業者に有限会

聯晩画聖

ー

墨
画ア
ー
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成人患者の部

やらお話していたようで︑親睦を深めるよい機会

単に作れるワッフルにも人気が有りました︒

ボチャ応ン：さらにジブ：霊．ロールで芝そして簡

は山盛りのパンに加え彩り豊かなサラダも付きま

した︒︵湯浅︶

席が満席になりました︒もちろんテーブルの上に

昨年に増しての賑やかさで調理室横のテーブル

業生戻ン写川．も２テ⁝ブルくらいに集って肩なに

になったと思います︒また来年も！という声もあ
がり︑特に支障もなかったので︑このような会も
楽しいものですね︒

、堂

︵大島︶

f

■春のうどんの会

可

︽閲凹初めての参加

4

とき●平成餌年５ 月 ６ 日 ︵ 且

覇

岡崎市吉松浩久
港養護を卒業して初めて成人の会に出席しまし

P

ところ●刈谷市・どてや本店
今年も５月６日に︑春の成人の集いとして︑う

で話しかけることができませんでした︒何を話した

た︒ですが︑周りは僕よりもずっと年上の方ばかり
ら良いのかわからず︑一つ︑二つ上の先輩や年下の

開催していたので︑基本的にアルコールは禁止で

子などいつものメンバーで会話していました︒

監胃

一向

競篭

どんの会を開催しました︒今までは公民館などで
した︒しかし︑うどんと言えばビール！というこ

日︵日︶

日東郷町の一イーストブラザ・いこまい

ブンで焼きました︒カボチャの実を練りこんだ力

外と難しく苦労しました︒今回は油で揚げずオー

パン生地でカレーのルーを巻き込むのですが︑意

今回のメニューはカレーパンです︑弾力のある

配になったほど盛況でした︒

数いて︑パン生地の材料が足らなくならないか心

館﹂で開催しました︒初めて参加の会員さんも多

７月

ところ●愛知郡東郷町・イーストプラザいこまい館

とき●平成型年７月

■訓練指導パン作り教室

と思います︒

この先︑もう少し歳が近い方が増えて欲しいな

とで︑副会長の中野さんのお知り合いの刈谷駅前
の﹁どてや本店﹂でやってみることになりました︒

名鉄︑ＪＲの駅から歩いてすぐの立地で近所にコ
インパーキングも多数あり︑便利な場所でした︒
岨時から粉混ぜ・踏み踏み．延ばし．切りを行い︑

厨房でカレー・しっ
ぽく・いりこ出汁を

解凍し︑お昼から賜
時くらいまで︑大人
はビールを飲みなが
ら︑未成年の会員さ
んはジュースを飲み
ながら︑例年以上の
参加者でワイワイ楽
しく過ごすことがで
きました︒子育て卒
︽Ｌ

L

と

ANG通巻第296号
この日は︑朝から仕事があって︑遅れて参加さ

一宮市峠岡弘

偽削り夏の訓練指導の交毒辿云を振り返って

成型年に国立病院

して異動され︑平

へ運動療法主任と

院機構鈴鹿病院

に日常ケア親子相談会＆関係者交流会

一﹂

せてもらいました︒はじめての参加です︒会場で

機構東名古屋病院

勺

ある愛知郡東郷町の﹁イーストプラザいこまい

附属リハビリテー

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター

成肥年には国立病

館﹂は︑湾曲したガラス張りの建物で︑それを覆

ション学院の教員
となられました︒

本年度は会員家族１組

僕自身が︑顔面堅甲上腕型筋ジストロフィーで︑

そんな僕が着いた頃には︑パン作りも終盤で︑お
母さん方に指導いただきいくつかパン生地で具を

とき●平成課年５月５日︵祝︶

名・理学療法士９名・

看護師２名・養護教諭１名・社会福祉士１名・車

椅子業者様１名・栄養サポート食業者様１名・総

れ抱えている悩みや疑問点を話し合いました︒車

勢弱名にて︑午前は２グループに分かれ︑それぞ

椅子︑体調管理︑呼吸器︑寝具︑学校生活等様々

になりました︒︵前田︶

加もあり大変心強い交流会

療・介護関係者の方々の参

うか︒今回の交流会では医

になったのではないでしょ

している方にはとても参考

した︒今後︑買い替えを検討

祉車両公開見学会を開きま

れ現在使用している車の福

ました︒交流会終了後は駐車場にて皆さんそれぞ

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

喋下サポート食の試食も大変好評でした︒

すら食べました︒短い時間ではあったけれど︑い

平成９年に国立療養所東名古屋病院へ移り︑平

は平成７年に守山区の川島病院に勤務︑その後

アイリス愛知で研修会を行いました︒白石先生

院より白石弘樹先生をお招きして︑ｎ月羽日に

院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学

でできるリハビリということで︑講師に国立病

毎年恒例の１月の成人の交流会今生は家庭

ところ●名古屋市・アイリス愛知

とき●平成聖年洲月配日︵祝︶〜鯉日︵土︶

■秋 の 宿 泊 交 流 ・ 研 修 会

がとうございました︒

な意見が出ました︒また︑車椅子の展示︑栄養・

包み︑参加した感じをだして︑あとはパンをひた

子育て親の部

うアサガオのグリーンカーテンが涼しげで︑印象

幼少期に筋ジスを
発症する場合はリ

的でした︒

かなり軽度の症状です︒しかし︑人見知りがかなり

ハビリを受けやす

＆

ろんな方とお話できた時間は︑貴重でした︒あり

心

重度であり︑なじむのにかなりの時間を要します︒

平成2年5月1日第3種郵便認可
平成24年12月20日発行（毎月20日発行）
(9

平成2年5月1日第3種郵便認可

ANG通巻第296号(10)
平成24年12月20日発行（毎月20日発行

にサマースクール
とき●平成型年７月型日︵且・８月洞日︵土︶
ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター
７月躯日︵日︶サマースクール−が行われまし

た︒午前中にスポーツフェスティバル︵フリス
ビー︑輪投げを使ったゲームなど︶と午後は風船

『

口感想とお礼

L

名古屋市北区栗本直子

今日は︑ありがと

幽肺害鰭賄職鵜し

ていましたが楽しく

参加できました︒耳

測篭崎涌鳩蕊

洲Ｉしたが︑いつかは慣

胡舛撫雷鐸噸鵬

坐ばります︒

また︑お願いしま
す︒ありがとうござ

の違いによって話したいところ︑聞きたいところ

ら何となくでも想像出来たり︑子供達の年齢や型

り︑まだ小さな我が子の行く先を先輩母の話しか

と︑あの頃を懐かしく思い出すベテラン母がいた

て参加して下さったお父さんお母さんの話を伺う

しずつしかお伺いする程度になりましたが︑初め

自己紹介をしてしただして皆さんのま話しを少

Ｌ

ところ●名古屋市・名古屋市総合社会福祉会館

とき●平成劉年桐月詣日︵日︶

■子育て交流会

L r

ボランティアさんからマッサージをしてもらった
り︑マットに横になったりゆっくり和やかなペー
スでした︒皆さんの笑顔と応援の歓声で大いに盛

り上がった楽しい一日でした︒︵下篠︶
８月ｎ日︵土︶にサマースクール２が開催され
ました︒ハロウィック水泳には６家族の参加があ
りました︒今年はお父さんやご兄弟の参加も多かっ

たためとても賑やかな雰囲気で行われました︒ビ
アカウンセリングには３名のＯＢの方達を迎え︑
あえて親はノータッチで課題も子供達だけで考え
ながら話し合いが進められました︒午後からの交
流会ではアットホームな雰囲気の中︑日頃の悩み
や生活の工夫などさまざまな意見交換ができまし
た︒今回ご協力いただいたスタッフやボランティ
アの皆さんありがとうございました︒今後もたく
さんの方が気軽に参加できるよう反省点を改善し
つつ次に繋げていきたいと思います︒︵八手亦︶

″

バレーを行いました︒今年は︑同年代のお子さん
でグループ分けをしてチーム対抗戦でした︒始め
はよそよそしかったのですが段々とお互いの距離
が縮まって︑おしゃべりをしながらプレーする姿
は微笑ましかったです︒午後の風船バレーもチー

ムワークはバッチリで︑独歩︑車椅子の患児さ
ん︑兄弟︑父母︑それぞれが役割を果たし︑皆が
活躍できるルールで１点を争う大接戦でした︒中
でも︑お父さんは抜群の車椅子さばきで︑大ハッ
スルでした︒休憩タイムには︑ＰＴを目指す学生

雌

『
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友里の将来

も様々で納得のいく話し合いになったかどうかは

申し訳ありませんが自信ありません︒

ただ︑筋ジスの我が子を今共に育てているお父

さんお母さんが︑皆それぞれ悩み︑不安︑心配を

壷︑州︸

抱えながらも毎日頑張っているんだ！１人ではな

それを感じてい

−
−

垂■亜画■クニ恥手酌一口〃辛言宮画

ただいて︑少しで

も元気になって︑

明日からも頑張ろ
う！と思っていた

うでした︒︶とても

だけたら︵私もそ

幸せです︒

この会から︑ま

︵鳥丸︶

すます気持ちをつ
なぐ輪が広がりま

す様に︒

今回も︑この交流会での新たな出逢いに感謝・

せたことはつい昨日のようです︒初心に戻り素敵

感激でした︒私も息子もこの会の一歩から踏み出

︵安井︶

な一日をすごさせていただきました︒鳥丸さんを

とうございました︒

はじめ参加くださいましたみなさん本当にありが

汐アタァダァグァ〆

園
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声司

香

さえ受けられなくなるものもあります。親がいな
くなったとしても、友里の行動が制約されすぎず、
今と同じように充実した日々を過ごせる社会に
なってくれるといいなあ、と希望しています。

瀬戸市鍵谷守
生まれて8ヶ月、筋ジストロフィ症福山型と

卒業後について

診断され寿命も20才位までと宣告されていまし
た。が、それもすでにオーバーして現在25才、
元気です。
昔から、この子にとっての自立とはという課題
を考えつづけてきました。親としては、いつか自
立の為の支援をうまく生かして一人暮らしまで考
えたりしました。が、本人は家族と離れて暮らす
など考えておらず、ずうっと一緒にいたいようで
す。そして、やりたい事がいっぱいあり、それを
充実させていくのが精いっぱいの毎日です。（買い
物、映画、イベント等々｡）
ただ、体力的には少し落ちてきており時々無理
をしすぎてしまうので、コントロールしなければ
なりません。それと親も年を重ね、身体のあちこ
ちに支障がでて、体力的にも不安だらけです。
現在は、通所施設に月曜日から金曜日まで通っ
ていて、入浴介助週2回程度、移動支援月1回約
7時間、ショートスティ月1〜2回、時々日中一
時を利用しています。家族との時間も、そこそこ
楽しんでいて充実した毎日です。

春日井市楠本大悟
一・

この先、医療行為が増えるとそれらのサービス
汐戸夕アダ戸夕アダ戸

戸〆

夕アダ戸〃アダ戸〆

戸夕アダ戸夕アダアタァ

■墨会の動き︵墨二二三一 ： 言 需 量 産 員 副 一 昌 一

４月１日愛知県難病団体連合会理事会匿席︵６
／９．８／ｕ・加／８も出席︶

於名古屋市
４月創日定例役員会
於大府市
５月５日日常ケアをを相談する親子の交流会

於名古屋市
５月６日春の成人患者の交流会︵うどんの会︶

於刈谷市
１．９／羽も出席︶於名古屋市

５月過日愛知県難病団体連合会総会出席︵７／
５月四日第狛回日筋協全国大会︵総会︶参加

於東京都新宿区

研修会参加於東京都新宿区

５月加日棚日本筋ジストロフィ−協会全国役員

５月泌日定例役員会
於名古屋市
６月３日第 回愛知県大会︵総会︶於名古屋市
６月５日障害者と市民のつどい実行委員会出席
︵７／昭・８／別・９／６も出席︶

於名古屋市
６月８日愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡協議
会役員会出席︵９／皿・加／四・︑／

恥も出席︶於名古屋市

６月︑日索の会︵中日新聞社会事業団︶激励金贈
於名古屋市
呈式出席
６月型日子育て親の地域交流会︵三河地区︶

『
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於刈谷市

７月８日定例役員会於大府市
７月晦日在宅患者訪問調査於県内各所
７月躯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月調日訓練指導︵パン作り教室︶

於愛知郡東郷町

８月４日定例役員会於大府市

８月５日在宅患者訪問調査於県内各所
アカウンセリング︶於名古屋市

８月ｎ日子育て親の交流会︵ハロウィック＆ビ

８月恥日名古屋市障害者団体連絡会会議出席

︵９／４も出席︶於名古屋市
８月弱〜妬日療育キャンプ於大阪方面

９月８日定例役員会於大府市

加月１日名古屋市障害虐待相談センター開所記

９月型〜妬日合同野外活動於岡崎市

念式出席於名古屋市

加月８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

皿月過日定例役員会於大府市
ｎ月４日定例役員会於大府市

︻二今塞一一の二・毒垂

１月肥日第誕回愛知県特別支援教育振興大会参加

於名古屋市

１月加日定例役員会於名古屋市

２月認〜型日東海北陸地方本部支部長・事務局

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月妬日子育て親の地域交流会︵尾張地区︶

於一宮市

３月躯日定例役員会於大府市

■ご寄附

・成田山索の会様一五○︐○○○円

︒アイシン精機㈱試作工場様一○○︐○○○円

・榊原弘喜様はじめ８名六五︐○○○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﹈

した︒やむなく活動参加の難しい方々へ和やかな

お伝えしたいと思い写真をたくさん掲載してみま

編集にあたり︑これまでの活動をより具体的に

於名古屋市

空気を共有いただけたら幸いです︒︵安井︶

ｎ月記〜型日秋の成人患者の交流会︵宿泊︶

ｎ月妬日子育て親の交流会於名古屋市
於名古屋市
吃月９日障害者週間記念のつどい参加

於名古屋市
於名古屋市

哩月９日愛知県難病団体連合会大会参加

廻月９日臨時役員会於名古屋市

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⁝

哩月１日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会参加

『

