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愛知県筋ジストロフィ一協会

戸﹂

L

シシユ
や
言

療育キャンプ
(京都・東映太秦映画村）

▲夏の成人患者のつどい
（パン作り教室）
（愛知郡東郷町
・イーストプラザいこまい館）
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−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＝
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蕊
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。

口平成恥年度愛知県筋ジストロフィ︑ｉ協会

再生医療の話に始ま

できる難病医療法
案︑ｉＰＳ細胞と

た素敵な人達とのエ

仕事を通して出会っ

り︑これまで先生が

と一き●平成記年ｓ｜月⁝日︵且﹇午前﹈総会の部﹇午後︺大会雲研修会の部

え︑わかりやすくお

ピソードなどを交

話しいただきまし

入所を問わず療養生活をするな力で生きる喜び

をいただきました︒また︑県内の８養護学校の校

原啓二氏力ご出席くださりそれぞれ激励の言葉

ところ●名古屋市総合社会福祉会館
回の大会︵総会︶が標記のとお

そのあと︑有限会社心の泉代表取締役・中山恵

た︒

と意義を感じさせる︑とても素晴らしい講演でし

た︒そして︑私たち

子さんに︑﹁無理のない在宅生活のため〜自立に

患者や家族が在宅．

向けた援助者からのメッセージ﹂と題して講演を

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がありませんので︑前

長先生方のご出席もあり︑各界から寄せられた祝

賛成多数で可決しました︒︵総会員数皿名︑出席者

告・決算報告︑平成妬年度の事業計画・予算案を

いただきま

電の披露をしました︒

記名︑委任状提出者刃名︶

した︒先生は

市の大島松樹さんを選出し︑平成妬年度の事業報

最後に︑本年度の療育キャンプについて︑事務

２年前︑名古

︵渡辺︶

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︶

識局．溝渡辺一充︵豊橋市︶

理事近藤夢︵名古屋市南区︶

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︶

理事大島松樹︵犬山市︶

副会長生駒偉︵名古屋市西区︶

副会長中野勉︵刈谷市︶

会長田口智久︵名古屋市守山区︶

なお︑本年度の役員は次のとおりです︒

局から実施時期や場所の説明があり︑会員さんた

『

れた第釦回全

ネリストとし

国筋ジストロ

て福祉事業者

らは名古屋大学名

正明先生が︑行政関

の立場からご

フィー愛知大

係からは︑愛知県健

意見をいただ

会の際︑シン

康福祉部障害福祉課

いたことがあ

誉教授・祖父江逸郎

主幹・加藤明氏︑

りました︒今

先生︑国立病院機構

団体関係からは︑愛

回は︑新しく

ポジウムのパ

知県特別支援教育推

鈴鹿病院長・小長谷

夕、

午後の大会の部では︑来賓として︑医療関係か

屋市で開催さ

L

ちの了解を得ました︒

名東区在住の中野まこさん︑議事録署名人に犬山

午前中の総会の部では︑議長に会員で名古屋市

り開催されました︒

去る６月に︑第

第 砺 回 誰 饗 窒 総会︶開催される

､
■

進連盟副理事長・栗

写=調
空 一
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︽閲凹議長を努めて

一

名古屋市名東区中野まこ
この度︑第妬回愛知県筋ジストロフィ−協会の

■日本筋ジストロフ二弐．言＃協会

第引回全国大会︑

総会及び研修会開かれる
とき●平成配年５月汀日︵土︶〜把日︵日︶

総会において︑議長を務めさせていただきました︒

初めての議長であり︑とても緊張しましたが︑参

ところ●東京都新宿区戸山サンライズ

めることができました︒改めてお礼申し上げます︒

加された皆さんのご協力のもと︑無事に議事を進

は︑難病医療法案の最新情勢や再生医療など専門

に〜自立に向けた援助者からのメッセージ〜﹂で

阿菖室長ら来賓の祝辞・紹介︑祝電披露が行われ

貝谷久宜理事長の挨拶に続き︑厚労省社会援護局

都新宿区の戸山サンライズにて開催されました︒

日筋協の平成恥年度全国大会が５月１日東京

的なものから︑在宅生活を送る上で障害当事者︑

木子先生の﹁子供の心を温かく育︵はぐく︶むため

ました︒続いて︑東京女子医大名誉教授・大津真

午後からの研修会﹁無理のない在宅生活のため

アドバイスなど︑幅の広いお話を伺うことができ

に﹂︑国立病院機構刀根山病院神経内科部長・松

家族︑支援者がお互いに気持ちよく過ごすための
ました︒私自身︑一人暮らしを始めて５年目にな

録﹂と題して講演がありました︒そして︑筋ジス

村剛先生の﹁筋強直性ジストロフィーの患者登

生︵国立精神・神経医療研究センター病院︶の代理．

松村剛先生︵国立病院機構刀根山病院︶が﹁筋ジ

ストロフィ−治療拠点整備︑包括的診療ガイドラ

た︒

インの研究﹂について︑それぞれ報告がありまし

そして︑大会決議文読み上げを患者代表の北海

翌肥日には︑総会︑会員研修会が同じく戸山サ

道支部尾形綾子さんがされ︑大会は終了しました︒

ンライズにて開催されました︒

第１部の総会では︑平成妬年度の事業報告及

び決算・監査報告︑平成妬年度の事業計画案及

び予算案審議が主な議題ですが︑事業計画のなか

で︑筋ジストロフィ−が国の難病指定を受けるか

どうかをめぐり︑支部役員が執行部に激しく詰め

寄る場面もありましたが︑最終的には採決が行わ

れ︑結果は条件付きで指定を受けることになりま

した︒愛知支部役員は熟慮の末︑賛成に票を投じ

ましたが︑改めてこの問題の難しさを痛感しまし

の伝えたいことが伝わらなくてもどかしいことも

研究班から︑武田伸一先生︵国立精神・神経医療

︵渡辺︶

日程を終了しました︒

長よりあり︑すべての

どが大高日筋協事務局

では︑補助事業説明な

第２部の会員研修会

ろでもあります︒

が大いに気になるとこ

りますが︑今後の動向

扱いされてきた感があ

し一他の難病とは別

た︒これまで筋ジストロフィ−は国の政策医療と

一
研究センター︶の代理・鈴木友子先生︵同︶が﹁臨床

ります︒様々なヘルパーさんと出会う中で︑自分
よく季あｈ夢ました

﹁伝える﹂ことは

試験の開始を目的とした筋ジストロフィ−に対す
る新たな治療法の開発﹂を︑西野一三先生︵国立

精神・神経医療研究センター︶の代理・大津裕
先生︵川崎医科大学︶が﹁筋ジストロフィ−及び関
連疾患の診断・治療開発を目指した基盤研究﹂を︑

木村円先生︵国立精神・神経医療研究センター︶
が﹁遺伝性神経・筋疾患における患者登録システ
ムの構築と遺伝子診断システムの確立に関する研
究﹂を︑松尾秀徳先生︵長崎川棚医療センター︶が

﹁筋ジストロフィ１診療における医療の質の向上
のための多職種協働研究﹂を︑最後に小牧宏文先

園

とても大変なこと
ですが︑とても大
切なことです︒お
互いに気持ちのよ
い時間を過ごせる

よう︑これからも
しっかりと伝え合
う時間を大切にし
ます︒

ていきたいと思い

緬憂撫凧雨ﾌｨｰ嫡会1
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日〜犯日恒例の療育キャンプが開催さ

とき●一平成蜜年ｇ月産日︵冨峯く｜記日︵日︶

ところ●大阪・ロッジ舞洲

ルルームで休憩することができたのでこれも助

です︒

今回息子は︑かつて副担任してくださった先生

を自分で交渉し介助をお願いしました︒大好きな

お風呂はボラさんやお気に入りの役員さんに入れ

り上げていただき︑家族旅行では得られないひと

ていただき︑カラオケではまた別の役員さんに盛
本当に盛りだくさんの２日間でした︒参加され

た

時でした︒皆さんのお蔭で笑顔いっぱいになって

ホテルに到着すると休憩したのち︑ボランティ

でもバスから車に移れるようにしましたが︑バス

スに並走してもらい︑息子の体力に合わせていつ

今年はリベンジです︒今回は主人に自家用車でバ

族館と京都の太秦映画村︑そして宿泊先は︑もは

今回のキャンプの行き先は︑神戸の須磨海浜水

知多郡阿久比町小林靖正

魚闘凹療育キャンプに参加して

いでした︒本当にありがとうございました︒

いる息子の顔を見て︑涙ぐみながら感謝でいっぱ

た皆さん︑本当にお疲れさまでした︒︵渡辺︶

魚函凹想いの残る療育キャンプ
小牧市森田いずみ

アさんや役員さんの介助で︑大浴場での入浴があ

昨年︑肺炎のため参加できなかたキャンプに︑

りました︒懇親会では︑料理を美味しく食べ︑カ

やお馴染みの大阪︑ロッジ舞洲︒

２日目は︑京

いました︒

に花を咲かせて

くまで ． 皆 で 話

を出して頂け︑

ごしされた食事

したが︑宿では
とても丁寧に裏

ト食を持参しま

食事はペース

見逃しそうなほどとても小さい奴でした︒見れて

インの様にキラキラのクラゲが気に入りました︒

れていて︑特に体の端から端まで順々にネオンサ

も楽しかったのは﹁クラゲ﹂︒沢山の種類が展示さ

︵僕の地元は知多半島︑南知多ビーチランドも楽

まずは１日目︒今更水族館かあと思いました

の中でほとんど座っていられてびっくりです︒

都の東 映 太 秦 映

またそれがおい

りだくさんで︑

いイベントが盛

ん道中など楽し

し︑ユニバーサ

してくださった

感激！映画村で
もペースト対応

しかったことに

うとう僕も自力入浴できなくなり︑ヘルパーさん

宿に着いてのお楽しみはお風呂︒私事ですが︑と

などと思いつつ︑時間も忘れて眺めておりました︒

よかったです︒クラゲって何考えてんですかねえ

︵笑︶フワフワプカプカ浮いてて気楽そうやなあ︒

ことができまし

楽しく過ごす

しいつすよ︶が︑予想以上の楽しい館内で︑中で

ショーやおいら

画村で︑忍者の

一Ｌ

ラオケで大いに盛り上がりました︒そして︑夜遅

生態に夢中になりました︒

ルカやアシカのショー︑クラゲや珍しい魚たちの

須磨海浜水族園に向かいました︒水族園では︑イ

１日目は︑新名神を西に走るなか一路︑神戸の

の大型観光バスで快適に２日間を過しました︒

れました︒今回の参加者は総勢妬名︑リフト付き

９月

い︑福祉交通の橋本さんや事務局の配慮にも感謝

毎

かりました︒時代は進んだなぁと︑ありがたく思

k

療育キャンプ︵患者と家族の交流会︶

イロ

洲肋羽の動ヨーに時代劇ロケ︑満足！鴬圏胆１

両

一ゞ

のお力を借りてしる昨合でお風呂の有難味カー
塩でありまして︑でっかいお風呂は猶更嬉しい限
り︒ボランティアの皆様に感謝感謝であります︒
夕食も豪華でカラオケも楽しかった︒ですが︑も
う一つの参加理由の為︑お酒は控えめに︵あれで？
︵笑︶︶︒それは夕食後︑会長さんのお部屋に押し

千万︶

かけ︑近況報告＆愚痴を捲し立てること︵迷惑
実は︑母が痴呆・寝た切りになりまして⁝︒本
当は疲労困値︵精神的に︶で︑旅行なんてと思って

たんですよ︒でも︑お陰様で元気になりました︒
老老介護ならぬ障老介護って言葉も聞かせて頂き
にと聞きました︒はい︑ヘルパーさんと﹁って﹂

ました︒老老より更に危険です︒無理をしない様
と﹁縁﹂を最大限に利用させて頂いて︑倒れない
ように頑張ります︒久々にぐっすり眠れました︒

２日目は太秦映画村︒思い出の鈴鹿の杉の子養
護学校中学修学旅行︒楽しい懐かしい︒って︑入
口から全く変わってる︵驚︶︒お池の怪獣さんもリ

ニューアルしてました︒一番楽しかったのはアニ
メミュージアム︵時代劇ちやうんかい︵笑︶︶︒みん

な観たかなあ︒凄かったんだよ資料が︒東映は日
本のアニメのご先祖さんなんだよ︑知ってた？︒

そこそこな渋滞と︑そのお蔭で最後まで無事見
れた﹁アナ雪﹂も︑お土産になりましたね︒家庭
の事情と身体の事情と︑その他諸々で次回参加を
確約できませんが︑何卒︑皆さんお元気で︑とお
別れです︒

お世話になりました︒

人＆子育て
合同野外活動

柿とチーズのサラダも毎年楽しみです︒今年は更

です︒お肉も野菜もたっぷり︒生駒さんご自慢の

束力は︑さらにパワーアップして素晴らしかった

した︒今年も皆さんの笑顔と汗と涙︵煙で？︶の結

バーベキューに参加された皆さん︑お疲れ様で

岡崎市吉松佑希子

魚閲凹日帰り灰Ｉベキ﹃−１に参加して

意義な会になりました︒︵安井︶

ツーマンで交流を図ることができ︑それなりに有

し寂しかったですが︑理学療法士の先生ともマン

２日目の日常ケア交流会は︑参加者が少なく少

い懇親会ができました︒

有意義な会であったと思います︒怪我も無く楽し

か会えない方々とも親睦を深めることができて︑

張って作ってくれて大満足でしたよ！普段なかな

らしいチームワークで焼き肉︑焼きそば等を頑

バーベキューができました︒お父さん方は︑すば

ありました︒お天気にも恵まれ︑皆さん楽しんで

名︵初参加含む︶︑役員７名とたくさんの参加が

１日目のデイキャンブは．患者さんｒ名子家族

ところ●岡崎市・愛知県青年の家

とき●平︾成配年に月妬日︵土︶：：妬︵且

成「
におにぎりを差し入れして頂きました︒お父さん

ムチ焼きそばまでご馳走になりました！そして豚

方はひたすら焼きに徹して頂き．オリジナルのキ

汁も美味しかったですね︒本当に楽しい時間をあ

りがとうございました︒

魚卿凹デイキャンプに参加して

名古屋市北区鳥丸尚美

今年のデイキャンプは暑くも寒くもなく︑楽し

くて︑お腹一杯になりました︒準備も片付けもみ

んなでテキパキ︒お父さん方の焼き暇の手際の良

さ︒回を重ねるごとに皆さん腕をあげておられま

す〜︒今回初めて参加してくださった方とも知り

合うことができ︑うれしかったです︒皆さんの笑

顔︑笑い声︑おしゃべり⁝︒とても元気をいただ

きました︒ありがとうございました︒

ディキャンプでは︑私だけでなく長男も楽しそ

うに笑っているのを見て安心しました⁝︒会員に

剰︐当ｑ劇

迎えていただいてから︑子育て行事や︑療育キャ

シブ交流会勉強

会①言・にたくさん参

加してきました⁝︒

い︑安心できる︑元

皆さんに会えて楽し

気になれる︑会員だ

と︑聞けること︑泣

からこそ話せるこ

いたり笑ったりでき

ること⁝︒毎日の生

活で支えのひとつに

なっています︒

色
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一

日本筋ジストロフィ−協会

︵広島︶学校や関係者には︑病気理解のために必読

会もしました︒福山型は協会の中でも人数が少な

講演会の前後︑福山型の家族で集まってお食事

田先生の研究への関心の高さがうかがえました

してもらっています！︵静岡︶各地方から声を届け

いので︑こういう機会にいろんな県の家族と会っ

一︽二言へ↑：：三唾雲感語樫か一た↑く二言八雲︸せ皇妄羅てぎ三﹂ず：：§

ていただきました︒これにつきまして︑執筆いた

とても楽しかったです！

てお話ができるのはとてもうれしいことです︒

され続けていることをお伝えしたくここにご報告

だきました皆様に︑時や場所を超えて必要・活用

にご講演いただきました︒平成妬年１月〜︵障害

２日目は︑福祉施策の推移と現状について詳細

の完成が待ち遠しく思われました︒筋ジス犬のビ

その後の進展についてお聞きすることができ︑薬

治療薬の研究をされている裏出先生の講演では︑

愛知でも以前講演があった︑デュシェンヌ型の

１日目は︑愛知でも講演いただきました裏出先

者権利条約によって︶障害児・者の権利に着目し

させていただきます︒

生・戸田先生の最新治療研究の進捗情報に︑筋強

会員の減退が課題︒会員ニーズ変化をどう対応し

ついての発表でした︒どの支部も役員後継者不足．

り︑順調に研究と治験の準備が進んでいることが

進展と︑治験の今後の見通しについてのお話があ

戸田先生の講演会では平成聡年の論文発表後の

デオは︑いつ見てもインパクトがありますね︒

への参加など刀根山病院の松村先生より講演いた

それから︑近畿地方の歩みと活動実情・課題に

た支援が喫緊・必須の課題とのことです︒

だきました︒希少疾患課題はありますが︑確実に

わかりました︒いつになったら治療薬ができるの

まる日は︑そう遠くない所まで来ているのだなと

か︑想像もつかなかった頃に比べれば︑治験が始

ていくべきかの議論もございました︒

色々な側面からなされていることに改めて驚き︑

感じました︒

２日間盛りだくさんの講演をお聞きし︑研究が

懇親会では︑全国から参加された方々とお食事

り組んでいてくださっています︒感謝と共に︑患

多くの先生が日々熱い思いを抱きながら研究に取
者自身ができますこと︑日々の体調管理・現状既

会﹂でホームベージ

すが︑一日も早い治

担当をしているので

ので︑福山型の治療の研究をされている神戸大学

ました︒我が家には７歳の福山型の男の子がいる

ｎ月ｒ日︑大阪で行われた全国大会へ行ってき

名古屋市昭和区三尾康子

しました！

なと気持ちを新たに

を頑張っていきたい

後も家族の会の活動

ていけるように︑今

家族同士がつながっ

つつ︑治験に向けて

験スタートを期待し

ます！︵山口︶支部

は︑我が支部のバ
イブルになってい

の戸田達史先生の講演を聞きたくて参加しました︒

魚函凹大阪大会に参加して

念必須ですね︒︵安井︶

存に心がけ自分らしく豊に生活し続けることに専

私は協会の福山型分科会﹁ふくやまつこ家族の

二年前の全国大会
象深かったまた︑
その時に販売した
文集︵びっくり箱か

で回覧させてもら

関東など遠方からも福山型の家族が来ていて︑戸

らの贈り物︶の反響

いその折︑ひとこ

︽Ｌ

と感想ノートに２．

『

︵愛知︶がとても印

しながら︑ご当地情報交換しま
︒︒
そそ
ここで
一し
また
した
では
は︑
︑

た︒

一歩一歩進み始めていると感じられるお話でし

ｅｍｕｄｙで開始され新規治療の開発・臨床研究

直性ジストロフィーの患者登録が皿月２日よりＲ

ところ●大阪市大阪ガーデンパレス

とき●平成配年ゞに月娠日︵金︶言・獣幅日︵土︶

第距回全国筋ジストロ
フィＩ大阪大会開かれる

第画「

掴
W"．勘

､三．剣．剛

一
一

E一一
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キ迄

人・子育て合同勉強会
＆交流会

一﹄

押せない小さなお子さんや︑普段中々外出が大

されてみえます︒そこで︑おもちゃのスイッチが

夫で諦めることは無いのだと希望を与えて実践を

もあまり経験したことのない﹁混ぜ混ぜ﹂とか﹁踏

その娘さんのミーナさんも参加され︑日本人で

また︑私の知り合いで海外からダニエルさんと

私のうどん作りもかれこれ皿年︑讃岐うどんを

か︑最近足の筋肉は復活気味︑ただ体幹の筋肉
が加齢により弱くなっている気がするので︑日々

食べて．全国でうどんを作ってきたおかげなの

が使えるようになり得

の生活でリハビリをして鍛えていきたいと思っ

るで︽にな︵た好き

意な英語を活かし周り

︵大島︶

ています︒

になった等の素晴らし
いお話や︑電動車イス︑

のお話をしていただき

近な操作︑動作の改善

ナビゲーションをセットして行きましたが︑場所

で︑大島様に誘って頂き︑初めて参加しました︒

先日︑うどん作りが刈谷市で開催されるとの事

安城市塩谷宮恵

ました︒︵田口︶

家庭用ゲーム機等︑身

魚卿凹はじめてのうどん作り

の人に教えられるよう

た︑農望月︵スカイプ︶

た︒特に作業療法のおかげで︑ハーモニカが吹け

み踏み﹂とか体験されていました︒

のマスタードうどんも食べていただきました︒

しく塩谷さんに石川さんが参加され︑新メニュー

春の成人患者交流会が行われました︒今年は新

今年も５月加日の土曜日に刈谷の熊市民館で

ところ●刈谷市・熊市民館

とき●平成妬年５月加日︵土︶

■春のうどんの会

成人患者の部

崖

変になってきた患者さん向けのお話をされまし

来なくなることが多くなる中︑姿勢や機器の工

田中先生は筋力の低下や関節の拘縮が進み出

作業をすることで元気になれる﹂でした︒

ただきました︒テーマは﹁作業療法って何？人は

栄一先生︵作業療法士︶をお招きしてお話をしてい

今年の勉強会は国立病院機構八雲病院の田中

ところ●知多郡東浦町あいち健康プラザ

とき●平成配年拒月翠日︵土︶

成

が分からなく少し迷ってしまいました︒少し遅く

なりましたが⁝何とかたどり着くことが出来まし

た︒急いで会場に入ってみますとすでに食べて見

わせて頂きました︒作業は至って簡単でした︒次

える方々が︑早速うどんをカットする作業を手伝

回は︑小麦粉をこれて︑カットし︑茄でてお椀盛

からはこの様な会が催される際には是非参加した

り付けまでの全行程を経験してみたいです︒これ

いと思ってます︒とっても楽しかったです︒

■夏の成人患者のつどい︵パン作り教室︶

とき●平成妬年７月妬日︵土︶

ところ●愛知郡東郷町・イーストプラザいこまい館

ここ数年来︑恒例になりましたパン作り教室

を︑東郷町イーストプラザいこまい館で開催し

ました︒

今年は成人の参加希望が少なく子育てさんか

らの参加者を募り何とか総勢認人で開催できま

した㈲参加者の皆さんにも手作り感を味わっても

いパンのグリッシーニ︑抹茶と小豆のロールパ

らうため︑今回はピザパンを基本に棒状の細長

ン︑そして子供たちにも手伝って貰い︑馴染みの

あるワッフルを一生懸命に焼いてもらいました︒

朝の９時ごろより小麦粉をこれるのから準備を

始めました︒パン作りは仕込みに時間がかかり︑

全部の焼き上げがお昼を回ってしまいましたが

参加者全員でテーブルを囲み美味しくいただき

ました︒︵湯浅︶

一

■秋の宿泊交流・研修会
とき●平成記年洲月聖日︵土︶〜銅日︵日︶

ところ●知多郡東浦町あいち健康プラザ

表彰される

鰯小林さん嘉丸さん

今回は宿泊幻名研

胆月６日︵土﹀．第銘回愛知県：身障害児︵者︶福

岡崎市石川尚子

閲闘凹パン教室に参加して
犀一参一二教室に初めて息子

修会記名と︑例年にな

愛知県心身障害児︵者︶福祉大会

■第肥回

した︒まず︑役員の方の

と参加させていただきま
準備に感動しました︒参

たえ︑知事表彰等の授与を行い︑今後の励みにし

祉大会が愛知県社会福祉会館で開催されました︒

を兼ねた懇親会では︑

ていただくよう︑毎年開催されているものです︒

く多くの参加者があり

会員の森田君︑役員の

加者がすぐにパン作りを

れ︑具材もたくさんの種

生駒さんの誕生日をお

区︶がそれぞれ授与されました︒

多郡阿久比町︶と役員の鳥丸直樹さん︵名古屋市北

この大会は心身の障害を克服して自立更生をされ

類があり︑どれだけの時

祝いしたり︑日頃の生

た方々や︑更生援護などに功績があった方々をた

間を費やされたかと思う

活ぶりなどをお互いに

一 =

スイッチ・コント
ローラーの工夫のお
話しをお聞きしたあ
と︑実際にデジカメ

のシャッターを押し
やすくするスイッチ
を作る等の工作の時
間があり︑とても有
意義な時間を過ごせ

ました︒︵田口︶

ざいました︒

︵渡辺︶

本当におめでとうご

た︒

ガンバってこられまし

会の役員としても長年

の面倒をみながら︑協

方︑筋ジスの息子さん

鳥丸さんは︑食糧関係の民間会社に勤務する一

おられます︒

の面倒もみる︑いわゆる﹁障老介護﹂で頑張って

方︑自ら車イスの境遇にありながら年老いた母君

小林さんは︑化学関係の民間会社に勤務する一

今回︑協議会長表彰に︑会員の小林靖正さん︵知

んが︑家族のような温かい交流をされていて︑こ

一 口

話し合い︑楽しい情報

もとてもおいしくて︑つ
いつい食べ過ぎてお腹一

杯になり︑息子のためと

田中先生を講師に︑

と頭が﹃がｈましたまた参加されたみなさ

た︒レストランで夕食

翌日は八雲病院の

？

大いに盛り上がりまし

＝

さんのパン生地を用意さ

二一一

楽しめ る よ う に ︑ た く

L

れまでの活動の歴史の重みを感じました︒広い調
理室の大きな調理台で︑それぞれが楽しみながら
パンを作る︒家ではとてもできないことが︑みん
なが集まればできる︒とても素敵なことだと思い
ます︒役員の方のご苦労を思うと︑簡単にお願い

I9■む

思いました︒パンはどれ

できませんが︑これからも続けていただきたいと

藤
ぐや

４

いうより︑自分のために

た︒

参加したようなものでし
楽しい時間をありがと
うございました︒

‐

野
r
、
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子育て親の部
■日常ケア親子相談会
＆関係者交流会
とき●平成記年５月３日︵土・祝︶

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター

一〆

今回の日常ケア相談会＆関係者交流会には．加
家族蛇名︑関係者躯名の参加がありました︒

午前中は︑グループに分かれての相談会が開か
れ︑午後の実践講習会で日頃頑張っておられるご
両親が中心で健康運動指導士︑畠山直美様に講習
を受けました︒

また︑互いに乗ってきた自家用車を見せ合い︑

︵生駒︶

さしずめ︑楽しい福祉車両の見学会のようにもな
りました

魚函凹日常ケア相談会
・交流会に参加して
名古屋市名東区鈴木郁子
５月３日の祝日に︑名古屋市障害者スポーツセ
ンターにて開催された日常ケア相談会・交流会に
参加させていただきました︒

午前中のグループ別交流会では︑高校生以下

ろいろな意見が飛び交いました︒リクライニング
やティルドを付けた方が良い︑作りかえの期間も

す︒

考えたなどの意見は参考になったのではと思いま
私は息子が高校生になり協会に入会したため︑
こうした意見を聞くこともなく過ごしていたこと
を残念に感じました︒先輩方の話を聞き︑前もっ
て知識があれば︑いろいろな対策もあったのでは

午後からのストレッチポールを利用したスト

ないかという気持ちになります︒

レッチ講習では︑参加家族全員が体をリフレッ
シュしたことと思います︒私は︑思わずポールを
購入しようとまで考えました︒

こうした相談会・交流会をみなさんで共有し︑

す︒

子供たちが楽しく生活していけたらと実感しま

■子育て地域交流会
とき●平成記年６月柘日︵日︶
ところ●津島市・津島地域文化広場

子育て第一回交流会が津島市地域文化広場にて
行われ別名の参加がありました︒

第一部は︑今年度初の企画︑障害者福祉サービ
スについて社会福祉士山口司氏の講演を聞きまし
た︒児童ディサービス︑就労支援︑居宅介護等ど
ました︒

のような支援が受けられるか勉強することができ
第二部は︑テーマ別交流会を行い︑学校や日々
の生活︑卒業後の進路について話し合いました︒

福祉サービスを・一：一手に利用し︑親子共に充実した

生活を送りたいですね︒︵近藤︶

魚閏凹第１回地域交流会に参加して

愛西市水谷まち子

第一部は︑障害福祉サービス制度について︑Ｎ

ＰＯ法人つくしんぼ社会福祉士山口司さんの講習

があり︑利用できるサービスなどを勉強しました︒

第二部は︑就労について︑２つのグループに分

かれ︑中・高等部の親と就労している親との交流

をしました︒

わが子の就労活動体験談です︒学校からの勧め

で一般就労の職場で１週間実習しました︒家から

車でｎ分ぐらいの職場でした︒８時からⅣ時の勤

務︑トイレは︑私が昼に行って介護していました︒

本人がここで就職したいと先生にお話し︑お願い

に行ったのですが断られました︒本人より私の方

労セ︑参︾夕︑︒⁝に相談して

が落ち込み悩んでいたところ︑先生に︑地元の就

みて下さいと言われ電

にのってくれて︑家か

話しました︒色々相談

ら車で５〜６分の職場

がみつかり︑実習をさ

せていただき︑先生の

協力もあり︑臨時職員

で就職できました︒就

労活動は︑大変ですが

みなさん頑張ってくだ
さい︒

戸

の子育てグループに参加しました︒いつ頃どの
ような車いすが必要になるかという話になり︑い
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ぼくの感想は︑

︽﹄﹃一寺︾〃﹂︽↑

ときどきジャック

■サマースクール
とき●平成部年７月幻日︵日︶

ボールに違うボー

ルが当たって︑

ところ●名古屋市・障害者スポーツセンター
ぎやくてんするの
で︑最後まで勝負

日︵日︶夏休み恒例行事一サマ⁝スクール﹂

が分からないとこ

？月

が行われました︒８家族の参加に講師の荒賀先生︑

の人でもやれるス

す︒あと︑車いす

ろがおもしろいで

あいち福祉医療専門学校のボランティアさんを迎
えて﹁ボッチャ﹂と﹁車椅子スラローム﹂に挑戦し

今回はボッチャ初心者の子供が多かったので︑

一↑

西区則武新町︶に建ち︑繊維機械と自動車の技術

タグループ発祥の地の旧豊田紡績跡地︵名古屋市

皇畠≦＝雲
＝

る事ができました︒簡単なパーツでミニカーを作

車が展示されていて﹁モノづくり﹂の歴史にふれ

るコーナーでは︑お父さんとお子さんが作ってい

る間に︑お母さん達は相談や情報交換をすること

ありがとうございました︒

ひとときでした︒

ました︒見学しながら親同士もお話ができ楽しい

︵無料︶を作れてとっても良かったよ︒﹂と喜んでい

帰路︑﹁いっぱい触れて楽しかった！ミニカー

長を感じました︒

思いのほか集中して説明を聞く息子の姿にも成

理の体験をみんなでしました︒

ただけで小さな穴に糸通しができる︑不思議な原

糸を引きちぎっ

ヨリのかかった

てもらったり︑

花などを触らせ

できました︒綿

にゆっくり見学

さんの実演を前

の変遷を︑たく

動織機まで技術

機から最新の自

くる︑はた織り

は︑昔話に出て

繊維機械館で

︽閲凹交流遠足に参加して
岡崎市田代早苗

も出来ました︒︵下篠︶

？

ました︒

いすの人が楽しく

ポーツなので︑﹁車

一一・叩﹂．−Ｆ

ぼくは︑ボッチャをやるのは初めてです︒ボッ

4節11月］

クの正式種目になっていることなど教えていただ

やれるスポーツが

舞１−Ｆ︽昼一︾一安一軍﹂︒咋一〃一一悪一心︸一ピマーニ

また︑スポーツセンターのボッチャ教室にも︑

●一一一Ｊ一宮一一︾・一書﹄一言吾︾や﹄一合茎

ぜひ参加したいなぁと思います︒

■子育て交流遠足
とき●平成配年制月１日︵土︶
ところ●名去屋市・トヨタテクノミュージアム産塞配憲館

子育イベント初の一秋の遠足﹂としてトヨタ産

チャは︑車いすの人でも気軽にできるスポーツで

の見学ができます︒繊維機械館では︑綿から糸を

業記念館へ行きました︒トヨタ産業記念館はトョ

す︒遊び方は︑かたくて重いボールを使います︒

に解説して頂きました︒自動車館では︑部品やエ

紡ぎ自動織機で布を織る様子をガイドの方に丁寧
ンジン等︑昭和ｎ年トヨタ発の乗用車から歴代の

ボールと言います︒次に︑違う色のボールを投げ
ます︒そこで︑ジャックボールに近いほうが勝ち
︽Ｌ

=且

先生からルール説明︑クラス分け︑パラリンピッ
き︑いよいよ挑戦言初めは︑ボールの投げ方も悪
戦苦闘しましたがどんどん上達していきます︒作
戦次第で結果がひつくり返るボッチャに盛り上が
りました︒日頃︑スポーツを楽しむことの少ない
子供達ですが︑サマースクールをきっかけに興味

をもってくれたら⁝と思います︒︵近藤︶
側醐凹はじめてサマースクールに参加して

名古屋市南区近藤将一郎
夏休み︑名東区のスポーツセンターでボッチャ

ロ

まず︑白色のボールを投げます︒これをジャック

をやりました︒

◆●
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会員ニュース
今年7月から独り暮らしを始められた吉松浩久さ
んをレポートさせていただきました。（安井）
Q:自己紹介をお願いします。
〜吉松浩久です。
今年21歳になりました。
デュシェンヌ型筋ジストロフィ−です。
今は障害者年金と少しの貯金で生活をしてい
ます。

Q:準備期間と準備に苦労したことを教えてくださ
い。

〜準備期間は構想から引越しまでだいたい一、
二年くらいだったと思います。
苦労したことは覚』悟を決めることだと思いま
す。この覚悟を決めるまでに準備期間をほと
んど使ったと言っても、過言ではないかもし
れません。
覚 悟が決まったら、それほど時間をかけずに
準備ができてしまったと思います。

Q:住宅環境の決めて・工夫(改修箇所など)を紹介
いただけますか？
〜駅から近く交通に便利な点と、部屋の広さか
ちょうどよく過ごしやすそうな点。あとは家
賃の安さで決めました。
トイレの便器に座れるように便座を高くして
テーブルを付けられるようにしました。
それと玄関に段差があったので、ホームセン
ターで買ってきたスロープを置きました。
あとは浴室の扉が邪魔して、ヘルパーさんに
抱えてもらいながら入れなかったので、扉を
外しました。

Q:通常一日の過ごし方とサポート体制を教えてく
ださい。
〜午前中は自分の好きなことをしています。
午後は外出したり入浴やリハビリなどを受吟
たりします。夕方から夜まで本を読んだりi一
て過ごしています。今は外が寒いということ
もあり、体調を考えてあまり外出はしていま
せんが、暖かくなったら色んな所に行けたら
いいなと考えています。
ヘルパーさんは24時間入っていただいていま
す。主に起床介助、就褒介助。トイレ介助、
入浴介助、食事介助(準備から)、掃除や洗濯
の手伝いをしていただいています。
月曜日から土曜日まで訪問看護の看護師さん
が来てくれて、バイタルチェックと、呼吸器
の管理。週に四回入浴介助を手伝っていたた
いています。その入浴の際、アンビュバック
というもので呼
吸介助もお願し
ー 毛
してあります。
ー
後は週二回、PT
さんとOTさん
に来ていただし
ています。

一つ＝

Q:独り暮らしを始めて、良かったことを教えてく
ださい。
〜実家や施設などとは違って自由に一日を過ご
せることです。
例えば食事は自分の好きな時間に摂れますし
好きな時間に就寝できます。実家に比べれば
自由だと思います。
Q:逆に困ったことを教えてください。
〜今までと違って、自分で考えることが増えた
ことです。
食事の時に何を作るか、洗濯はいつするのか
などなど、いろいろ考えることが一気に増え
た感じです。

Q:今後の生活のビジョンを教えてください。
〜生活に 償れることだけを今まで考えていたの
で仕事をしてはいませんでしたが、自分なり
にお金を稼ぐやりかたを考えようかなとは
思っています。

Q:最後に、これから独り暮らしを考えている方へ
アドバイスをお願いします。
〜僕もいろいろな方からアドバイスをいただい
てここまで来ているので、独り暮らしをして
いる方や身近な医療関係者(PTさんや0T$
ん含む)の方に、相談をしてみるといいかも
しれないです。
そのためには人との繋がりを作ることが大切
だと思います。たとえばFacebookなどで繋
がりを作っておくと、色んなアドバイスが貰
えることもあります。
自分で考えることも必要ですが、そうやって
誰かに頼ることも大事だと思います。
独り暮らしは大変なこともありますが、楽し
いこともたくさんあると思うので、頑張って
ください。
〆

︽﹄

Q:独り暮らしのきっかけを教えてください。
〜母に「このままだと将来的には施設に入れる
よ」と言われことが、きっかけと言えばきっ
かけかもしれないです。
前々から施設は絶対に嫌だと思っていたので
その一言を聞いて、だったら独り暮らししよ
うと思いました。
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固鱈ぶり

於名古屋市

７月認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

８月加日定例役員会於大府市

９月胆日愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡
協議会役員会出席︵皿／皿．ｕ／喝．

１／恥も出席︶於名古屋市
於名古屋市

９月岨日障害児の自立と社会参加推進会議

︻今後の予定︼

協議会役員会出席於名古屋市

１月賂日愛知県心身障害児︵者︶福祉団体連絡

於名古屋市

１月恥日愛知県特別支援教育振興大会参加

１月妬日定例役員会於名古屋市

於名古屋市

２月皿日愛知県難病団体連合会理事会出席

２月未定子育て親の地域交流会於名古屋市

３月泌日定例役員会於大府市

〜泌日療育キャンプ於関西方面

９月

９月加日定例役員会於大府市

■ご寄附

於大阪市

・西田智也様はじめ３名一五︐○○○円

・祖父江逸郎様一○︐○○○円

於刈谷市

ｎ月３日愛知県難病団体連合会大会参加
於名古屋市

ｎ月８日定例役員会於大府市

於知多郡東浦町

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⁝

積極的にお聞かせください︒︵安井︶

ある活動を継続できますよう︑ご意見．ご感想を

ていく年度と振り返りました︒これからも︑魅力

会員ニーズにお応えできる活動を模索し進化させ

編集にあたり︑改めて時代・施策の変化から︑

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

第妬回愛知県大会︵総会︶於名古屋市

ｎ月犯日合同勉強会・交流会

﹇編集後記﹈

加月妬〜妬日合同野外活動於岡崎市

於東京都新宿区

第副回日筋協全国大会参加
日本筋ジストロフィ−協会総会・全国

役員研修会参加於東京都新宿区

定例役員会於大府市

名古屋市障害者団体連絡会会議出席

子育て親の地域交流会於名古屋市

ｎ月躯〜羽日秋の成人患者の交流会︵宿泊︶
於知多郡東浦町

︵８／銘も出席︶於名古屋市

ふれあい広場ワーキンググループ会議

旭月７日障害者週間記念のつどい参加
於名古屋市

於名古屋市

廻月６日愛知県心身障害児︵者︶福祉大会参加

於愛知郡東郷町

︑

︵７／賜・９／３も出席︶於名古屋市

定例役員会於大府市

2614
日日

長会議於金沢市

愛知県難病団体連合会総会出席︵７／

加月Ⅳ〜肥日全国筋ジストロフィー大阪大会

加月幽日定例役員会於大府市

・アイシン精機㈱試作工場様九五︐三六三円

加月ｕ〜廻日愛難連東海ブロック交流会
於犬山市

『

昭︒ｕ／９も出席︶於名古屋市

L

ｎ月１日子育て交流遠足
於トョタテクのミュージアム産業記念館
ｎ月１〜２日東海北陸地方本部支部長・事務局

春の成人患者の交流会︵うどんの会︶

於名古屋市

日常ケアの相談会＆関係者との交流会

定例役員会於大府市

／記・８／９．胆／昭も出席︶

愛知県難病団体連合会理事会出席︵６

■協会の動き︵４月１日〜担月即日︶

４月四日
５月３日

6665

６月弱日

1615124
日日日日

夏の成人患者のつどい︵パン作り教室︶
の

ク

月月月月
月月
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