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子ども達の笑顔
大人の笑顔
みんなの笑顔が
見える大崎に！

『重い障害があってもみんなと一緒に地域で
暮らす方策を考えるシンポジウム』に参加して

2008.7.12 シンポジウム

大崎市民病院 小児科 工藤 充哉先生

「このごろおもうこと」

副会長 戸塚裕子

12才になる息子が今あるのは、いろんな人た
ちの助けがあってこそです。息子が生きていく
ために、経管栄養という医療行為が必要と判
かったのは1才半の頃です。家族の協力はあり
ましたが、転勤で引っ越してきた私たち親子に
は障害児者についての情報網がありませんで
した。 経管栄養の子供の親の会「ぴゅあすま
いる」に入って、福祉サービスや養護学校・通
園施設の体験を教えてもらいました。「守る会」
の先輩達が子供のために、役所や学校と話し
合っていく姿に驚きました。
今までのことを思うと、普通の母親が障害をも
つ子供のために何ができるだろうか？と考えま
す。 現実はきびしくても、重症心身障害児者
がいろんな人の助けをもらって、地域の中でと
もに生きている姿を、伝え続けることも大事なこ
との一つ…と思います。

先のシンポジウム開催については、会員のみな
さん本当に御苦労さまでした。このような会は参
加するのは勉強にもなり楽しいものですが、いざ
主催するとなると、いかに大変かは自分も経験が
あるのでよくわかります。まして普段からは慣れて
いない会員の方々の奮闘、熱意は、側にいるだ
けで、しっかり感じられ、すばらしいシンポジウム
だったと思います。
自分は縁あって出身地の当院小児科勤務に
なって早18年になります。長い間、当地域の子ど
もたちの病気、死と向き合ってきました。世間で
は医療の進歩を声高々にいわれていますが、現
場で日々患者さんに接していると無力感に苛ま
れることが多いのが実情です。急性期を過ぎ、慢
性期にはいり、しかも、後遺症がある患者さんに
は、何がしてあげられるのかいつも悶々としてい
るというのが正直なところです。それでもこの仕事
を続けているのは、自分が逃げたら後は誰がや
るのかということと、8割の子どもたちは自然治癒
するすばらしい力を持っていること知っているた
めです。
数年前に大崎重症心身障害児（者）を守る会が
でき、昨年ぐらいから、夕涼み会や、患者さんの
親御さんとの懇談会などに参加させていただき、
外来では聞けなかった親御さんたちの声を聞くこ
とができました。
今回もシンポジウムで患者さんの家族の方々の
発言があり、その心情は、医療者だけでなく、一
般の方々にも熱く響いていたと思います。病院だ
けでなく、社会全般で重症心身障害児・者を守る
会を支えていける地域に今後はしていきたいと感
じました。

「一歩そして」

会 長

大 友 祥 子

大崎市民病院は、私たちの最も頼りたい所で
す。
昨年度末、大崎市民病院の建て替えが２０１３
年と発表となりました。
ご縁だったのでしょうか時期を合わせ４つのこと
で私たちの「今年の一歩」が決まりました。
昨年２月の福祉茶話会で「障害児(者)の親とし
てできること」と題して、元国立西多賀病院重症
児病棟指導室長で宮城県守る会参与でもある
阿部幸泰氏をお招きし、そこで「勇気を出す」と
いうことを教えていただきました。
３月に大崎市への要望書を提出し自分たちの
要望事項が絞り込まれている時に、大崎市市民
活動サポートセンターより、助成金についての
情報をいただき、また新聞社の方より、「会の皆
さんが一生懸命に活動をされて、日常生活が大
変そうなのはわかります。でも、世の中の人はど
んな日常を送り、何で困っているのか、具体的
には判らないんだよ。」と教えていただきました。
そこで、シンポジウムの開催に向けての準備が
３月から始まりました。
初めてのことばかりでした。助成金申請書の書
き方に始まり、先生方の日程調整、会場を決め
る、進行の仕方・・大崎市・手をつなぐ育成会さ
んなど大勢の方々のご協力をいただき、７月１２
日の市民参加のシンポジウムにこぎつけること
が出来ました。
紙面をお借りいたしまして、ご協力そしてご参
加をいただきましたみなさまに厚くお礼を申し上
げます。本当にありがとうございました。

勇気を出しママたちは話しました。そして、
知っていただくことの大切さを自分たちが動い
たことで実感し、そして多くの皆様に支えていた
だいていることを心強く感じました。これまで、そ
してこれからも地域で暮らしていきたいと思って
います。そのために何があると助かるのか、当
事者だけでなくみんなの知恵とお力をいただき
ながら、前向きに考えていけるようになったシン
ポジウムでした。
市民病院の建設場所が９月に決まり、私たち
に何が出来るか、何を協力できるのかを考えて
いかなくてはと思っております。
現在、国では児童福祉法の見直しをしており
ますし、障害者自立支援法が施行され５年後完
全実施にむけての今年は3年目見直しの時期と
なりました。めまぐるしいほどに福祉制度が変
わっていく中、子ども達の生活の質の向上をと
思っていることはもちろんですが、施設職員の
皆さんが安心して働き、子どもの療育の充実に
つながるよう環境整備が出来なくてはなりませ
ん。そして私たち親も勉強をしなくてはなりませ
ん。
「最も弱いものをひとりももれなく守る」の理念
をいつも心して、社会の理解と共感をいただけ
るよう活動を一つ一つ地道に行っていきたいと
思っております。

『子供達との出会い』
大崎市民病院

シンポジウム会場のケアルーム

鹿野 優子 氏

以前（１０年以上も経ちますが）大崎市民病
院（旧古川市立）小児科外来に勤務していまし
た。
その時に知り合ったのが、大友会長。今回の
企画をお聞きし子供達と一緒に過ごすボラン
ティアとして参加させていただきました。十数
年の年月を感じないほどあの頃外来で接した
子供達の笑顔が
変わらない事、同時に親御さんの愛の深さと情
熱の強さも変わらずにいた事にも喜びを感じま
した。
今回、久しぶりに子供達と接し、胃瘻からの
栄養。オムツ交換。痰の吸引。寝返りのお手伝
い。
障害をもっている子供と生活する。可愛いだけ
ではできない。そんな大変さを体験しました。
最近、「親が子供を殺す」と言う傷ましい事件
を耳にします。五体満足であって当たり前。
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「守る会に入って」
門田 理恵
私の息子は、障害があり車いすの生活
をしています。3月まで仕事をしていたた
め、なかなか会員になるのをためらってい
ました。仕事をやめ家にいるようになって
息子のことで一人悩んでばかりそんな時、
友達のお母さんから声をかけていただい
て茶話会や毎月の定例会に参会して、い
ろいろな話が聞くことができてとても参考
になりました。
この会に入って、障害を持つ子の親とし
ていっぱい勉強させていただいてます。
そして私にとっては楽しくほっとできる時
間でもあります。

もっとりっぱに。もっと、もっと、こうであってほし
い。五体満足に生まれた喜びを感じない親がいる
ことに憤りを感じます。もっと真剣に「命」について
真剣に考えるべきだと思います。
今回の経験から障害の有無は関係なく地域が協
力し安心して子育てができる。そんな環境を考え
ていくお手伝いができたらと思っております。

〜新会員のご紹介〜

「新会員になって」
野田 由美
9月から入会しました。7月のシンポジウムに
参加して、パネラーのお母さん達の体験談を
聞き、私自身も同様に悩みを抱えていました
ので、共感し即入会を決めました。
入会後も定例会や茶話会等に参加させてい
ただき、毎回色々な課題や話題があり、とても
勉強になります。そして私自身、悩みを話せる
場ができて、先輩方のお話も伺えるので、毎
回参加するのが楽しみで、気分もリフレッシュ
できます。
これからも皆さんと一緒に頑張っていきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
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〜ちょっといいお話〜

健康増進デイに参加して

多目的トイレ

会員 篠島 孝子
健康のため、腰痛予防と、ママの元気が
続くようにと、6月から毎月第1月曜日に県
北部保健福祉事務所成人高齢班の職員
の方にご指導いただき、会の健康増進デ
イとして運動をすることになりました。
日頃より運動不足を感じていた私は、こ
の体型が少しは細くなれると思い参加し、
腰痛予防の体操をご指導いただき、腰の
悪い私は眠る前に毎日体操をしていま
す。
この頃は少し成果が表れ、あと半年この
日を楽しみに頑張りたいと思います。

会員 戸塚 裕子
大和町のサンデー（ホームセン
ター）に多目的トイレがあることを
聞き、行ってみました。なんと広
いこと。約290×380cm（4畳大）も
ありました。車いす用トイレと多目
的シート（長さ130cm）と赤ちゃん
用シート、人口肛門用のオストメ
イトと揃っていました。病院にはこ
れくらいのスペースは欲しいなと
思いながら、拝見させていただき
ました。
写真撮影の了解をいただきまし
たので、撮ってまいりました。

大崎重症心身障害児(者)を守る会からのお知らせ

古川養護学校より
『芸術鑑賞会のお知らせ』
宮城県立古川養護学校
校長 三浦章孝 様
本校では毎年１月にＰＴＡと連携して芸術鑑賞会を開
催しております。これには親子で芸術を楽しむという主
旨の他に、普段お世話になっている地域の皆様にも、
一緒に楽しんでいただきながら交流を深めたい願いも
あります。
今年度は仙台を拠点に活動されているNPO法人
ミューズの夢様をお招きし、障がいがある方も音楽に楽
しみながら触れ合える機会を設けます。どうぞ皆様お誘
い合わせの上、ご来場頂きますようご案内申し上げま
す。
日時：平成21年１月17日(土) 12時50分〜13時55分
場所：古川養護学校体育館 ＊上靴をお持ち下さ
い。

賛助会員の皆様へ会費納入のお願い
平成20年度の会費をお願い申し上げます。（既に納入済
みの方には失礼いたします）会報と一緒に振込み用紙を入
れさせていただきます。よろしくお願い致します。

仙台のNPO法人「ミューズの夢」様からのお知らせ
ミューズの夢ではハンディのあるお子さん、大人の方々とともに音
楽やアートといった 芸術を楽しめる場づくり、そして学校や施設、病
院などといった枠を越えた仲間作りなどの交流の場を目指していま
す。詳しくはミューズの夢ＨＰをご覧ください。
〜1月17日の芸術鑑賞会の内容〜
参加型の音楽体験
マリンバ奏者 星律子先生（ミューズの夢会員）の先導による参加
型の音楽体験を実施します。まだ、詳しい演奏者・曲目は未定です。
★訪問教室・訪問コンサートの実施（学校・病院・施設などで）
★「ミュージカルあいうえおばさん」公演事業
・・・平成17年に制作初演されて以来、県内での地域公演の後、
今年度は8月3日、仙台市太白区文化センター楽楽楽ホールにて
開催いたしました。以前、平成17年岩出山でも公演させていただきま
した。地域の方々にご協力していただき、素晴らしい機会となりまし
た。
（昨年の大崎守る会の夕涼み会においでいただき、
素敵な歌にみんな大喜びでした。
今度は養護学校でお目にかかれるなんて、待ち遠しいです。）

守る会の三原則 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会
一、 決して争ってはいけない。争いの中に弱いものの生きる場はない。
一、 親、個人がいかなる主義主張があっても重症児運動に参加するものは党派を超えること。
一、 最も弱いものをひとりももれなく守る。

大崎重症心身障害児（者）を守る会 発行責任者 会長大友祥子
事務局 〒989-6164 宮城県大崎市古川荒川小金町3-31（大友方）
TEL・FAX 0229-22-1727
（平成20年10月14日現在）正会員 14名 賛助会員 65名

編集後記
毎日のように温度が下がっていきますね。毎年
のことですが、どうぞ体調管理にご留意ください。
そして12月のクリスマス会には子ども達の笑顔
にいっぱい会えるようにいたしましょう！！

