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ボウリング大会  

  ９月３日(日)、育成会恒例のボウリング大会が行われました。今回も沢山の会員さんが参加し、熱戦を繰り広

げました。ストライク、スペアは勿論、ガーターレスのレーンのはずがガーターになったりしても歓声が上がり、

皆さん、それぞれのフォームで投げ、楽しんでいました。来年度も、思いっきり楽しみましょう。 

           

              ボウリングの様子                    上位入賞者の皆さん 

さくらピア  避難所体験  

  9 月 30 日（土）さくらピア・あいトピアにてさくらピア避難所体験が開かれました。 

  参加者の方々はまずさくらピアに集合し、そこで校区ごとの班に別れあいトピアまで実際に歩いて移動しまし

た。障害がバラバラなため最初は固まっていたグループが歩く速度などの違いのため段々離れていってしまいま

した。 

  あいトピアにつくと受付で障害の種別等のマークの付いたシールを作成してもらいました。このシールを見れ

ばどんな障害かが大まかにですがわかるように工夫されていました。 

  その後実際の災害ボランティア要請手続きを体験したのですが、障害者はどんどんやってくる、要請聞き取り

には時間がかかる、待っている人はもちろん番号カードなどはなく早く来た人が後になってしまったり耳の聞こ

えない人は状況がわからずともかく座っているだけだったりと初めての試みらしく現場はてんやわんやでした

が、実際に体験することによって、障害者も聞き取りの係の人も問題点を認識することができたと思います。訓

練が実際に生かされることがないことが一番ですが、いざというときのためにもとても貴重な体験でした。 

  皆さんも是非その時のために参加しませんか？お待ちしております。 

手をつなぐ作品展  

毎年恒例になっている作品展「てをつなぐ」が、１０月２日（月）～１０月８日（日）豊橋市こども未来館こ

こにこで開催されました。愛知県内の育成会から５０点以上の作品が出品され、多くの方々に見ていただきまし

た。 

今回、愛知県知的障害者育成会会長賞を受賞したのは、岡崎市手をつなぐ育成会の方でした。そして豊橋から

は、渡邉翔央くんの「新仮面ライダー変身！」と、荒木啓暢さんの「水の勢い（心の戦い）」が中日新聞社会事業

団賞に選ばれました。今年の出品作品は、今まで以上に力作揃いでしたので、その中から受賞された作品は本当

に素晴らしいものばかりでした。来場してくださった皆様は、小さなお子さんからご年配の方々と幅広い年代の

方がいらっしゃって、「私はこの絵が好き！」「これは楽しそうに描けているね」などいろいろな感想をおっしゃ
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ってくださっていました。 

今回は作品展示の他に、自由に絵を描いて段ボールのツリーに飾ってもらうコーナーも作りました。このコー

ナーへもたくさんの子供たちが来てくれて、素敵なツリーができあがりました。参加してくださった皆様に、感

謝を申し上げます。年々多くの方々にお越しいただける行事となった作品展「てをつなぐ」ですが、来年もここ

にこで開催されるといいなと思っています。 

                

            中日新聞社会事業団賞の渡邉翔央くん           みんなで飾るクリスマスツリー 

豊障連  体育祭  

１０月 29 日(日)、さくらピア体育館にて豊障連体育祭が行われました。 

今回は、季節外れの台風(暴風警報発令)のため、時間を短縮して午前中のみでしたが、参加者は張り切って競

技を行いました。やはり、借り物競走ではハプニングが続出しましたが、市長さんをはじめ、豊障連会長さんた

ちと一緒に走れて嬉しそうでした。パン食い競争では、個性的なかぶりつきで大いに盛り上がりました。来年は

お天気に恵まれますように。 

 

    

           玉入れ              パン食い競争                  大玉送り 
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あいち障害者フライングディスク競技大会  

 11 月 19日(日)第 16回目となる大会が愛知県体育館で行われ今年も名鉄と地下鉄を利用し参加しました。 

  今回育成会からは４名だけの参加でしたが、日頃の練習の成果を存分に発揮でき楽しく有意義な一日になり

ました。 

  フライングディスクは競技ですから「勝つこと」も大切ですが、「参加する事の喜び」を味わって良い思い

出を作る事が出来たと思います。 

  今回頑張った４名と競技の様子です。 

       
 

 
 

  障害児(者)とボランティアの集い   

  11 月 12 日（日）さくらピア体育館にて、障害児（者）とボランティアのつどいが開かれました。 

  5 つの色のグループに別れた参加者はボランティアグループ「つくし」さんや高校生などのボランティアの

方々と工作やゲーム、ダンスなどを楽しみました。 

  特に歌とダンスでは用意された衣裳・小物を身につけ一人一人素晴らしいパフォーマンスを見せてくれ会場

は熱気に包まれました。 

  昼食は毎年恒例の「さなえ会」さんによるカレーライスを美味しくいただき、休憩中は「三菱レイヨン」さ

んの有志グループによる素敵な音楽演奏を聴かせていただきました。 

  ボランティアの方々の温かい気持ちと参加者の明るい笑顔に今回のテーマ「わ～みんなのえがおつなげよう

～」が実感できた 1日となりました。 
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豊障連文化祭  

 １１月１９日、秋晴れの日曜日に豊障連文化祭が、さくらピア全館で開催されました。 

  ロビーでは恒例のカラオケ大会。そして体育館では作品展。絵画、書道、陶芸、七宝焼き、和紙工芸、手

芸、写真、さをり織り等々の力作が展示され、育成会の絵画教室からも出品されました。同じ体育館内では福

祉作業所、福祉団体によるバザーもあり館内は活気であふれました。 

  芸術の秋の次は食欲の秋ですね。模擬店は今年も豚汁、おにぎり、だんご、そして育成会のホットコーヒー

とマフィン。育成会の喫茶コーナーは本人部会の方にもお手伝いいただきました。この日は、冬の到来を感じ

させるような木枯しが吹き、ホットコーヒーがぴったりの一日となりました。 

  フィナーレは体育館で、これもまた恒例のビンゴ大会と菓子投げ。お菓子投げに

みんなドキドキです。お菓子を握る一生懸命な小さな手、お菓子を互いに譲る人、

ほっこりした風景がありました。ビンゴ大会では定番の豪華賞品に加え、今年は賞

品に、○○○のリュックがお目見えしました。さて○○○は何でしょう？ 

答えはさくらピアのホームページにあります。是非ご覧くださいね。 

 

福祉大会  

 12 月 2 日（土）名古屋の愛知県社会福祉会館にて第 35 回愛知県心身障害児（者）福祉大会が開催されま

した。  

  当日は社会人として長年仕事に励んでいる自立更生者の方や、障害のある方を支援する活動を長く続けてい

らっしゃる援護者の方への表彰が行われました。  

  豊橋の育成会からも１名が愛知県心身障害児（者）福祉団体連絡

協議会長からの表彰を受けました。  

  今年は残念ながら大村知事にはお越しいただけませんでしたが、

副知事や県議会議員、多くのご来賓からお祝いの言葉を頂き表彰を

受けた皆さんは緊張しながらもとても誇らしそうな笑顔でした。  

  表彰の後の第２部では緊張から一転、歌のお兄さん川名洋行さん

のスーパーライブ！参加者全員で歌い体を動かし 楽しい時間を過ご

しました。  

  とても暖かな雰囲気の中で大会が行われ、参加者の皆さんの笑顔

が印象的な会でした。 

  表彰を受けた皆様、おめでとうございます。 

愛知県心身障害児(者)福祉連絡協議会長表彰 

                                                                          中村  裕也さん 
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のんのん クリスマス会  

  12 月 9 日（土）さくらピアにて学齢部のクリスマス会を行い 10 人の子供が参加しました。 

  フルーツバスケット、紅白ペッタン、空き缶積みなどのゲームを行いました。その後、サンドイッチ、ケー

キを食べながらのビンゴ大会も盛り上がりました。 

  子供達は学生ボランティアと、とても仲良くなり、保護者同士はプチ茶話会で親睦を深めました。 

 

 

クリスマス会  

  12 月 24 日（日）のまさにクリスマス・イブの日に育成会のクリスマス会があいトピアにて開催されまし

た。 

  毎年恒例のステップさんのオープニングのダンスではみんなもノリノリで一緒に

踊り、次のフルート・クラリネット・コントラバス・トランペットのカルテットグ

ループ「アンサンブル  コンペイトウ」さんによる生演奏では聞き馴染みのある曲

を沢山演奏していただき一緒に歌い、ゲームでは 5 色のグループに別れ雪だるまを

作ったりととても楽しく過ごせました。 

  その後は軽食のサンドイッチとケーキをいただき、ビンゴ大会、サンタさんから

のお菓子のプレゼントと盛りだくさんのクリスマス会でした。 

  来年も役員一同で楽しいクリスマス会を開催したいと思っていますので、是非ご

参加下さい。お待ちしています。 

     

      コンペイトウの皆さん           5 色の雪だるまのできあがり    サンタさんからお菓子のプレゼント 
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  要望書   
 

  豊障連（豊橋市手をつなぐ育成会・豊橋市肢体不自由児（者）父母の会・豊橋精神障害者地域家族会くすのき

会・豊橋身体障害者協会・豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会・豊橋市聴覚障害者協会）では毎年豊橋市へ要

望書を提出し、回答を頂いております（輪～イ 5月号参考） 

  先日豊障連理事会にて平成 30年度の要望書がまとまりましたので、市に提出させていただきました。 

  理事会では各団体からそれぞれに要望が出されました。育成会としては要望書の２番・３番を出させていただ

きましたが、理事会にて、内容としてはすべての障害に関わることだとして、育成会としてではなく豊障連の要

望として提出することとなりましたのでここにご報告させていただきます。 

 

1. プラ・ペットの回収方法の改善をお願いします。 
豊障連では、平成 16 年度よりプラスチックリサイクルセンターでの手選別作業の委託を受け、一般就労への

ステップアップ場として活用させていただいています。この 10年間でゴミの量は減少傾向にありますが、質は、

悪くなる一方です。医療ゴミ・危険ゴミの増加、また、分別もできていない状態です。障害者たちの手選別が、

最後の砦では対処することができません。平成 29 年度のベール品質評価は、Ｄランク評価でした。異物として

比率の高いものはペットボトルで容器比率は 11.03％となっています。別添評価記録書にもあるように容器包装

比率 90％以上がＡランクとあります。回収時からペットボトルが混入しなければ、簡単に 90％をクリアできま

す。プラとペットを別日に回収するなり、ペット専用指定袋を採用するなり、最適な回収方法の改善をお願いし

ます。 

 ●参考「添付資料（１）」：「プラスチック製容器包装ベール品質評価記録書」 

 

2．私達親の願いは『理解ある』医療を『安心して』受けられる 

ことです。 
現在、大病院集中を避ける為、地域の開業医への移行が進められています。障害児者も同様であると言えま

す。訪問診療・訪問歯科診療・訪問薬剤管理指導は、受診困難者や常に医療的ケアが必要な障害児者と家族に

とって安心できるものと思います。ただ、知的障害・発達障害を持つ人とその家族・支援者にとって、医療機

関への受診はハードルが高く、その事が受診を遅らせ重症化し、最悪の事態になった例をいくつも見てきまし

た。障害に特化した専門医療機関の確保を望む声も上がっています。 

理解があり、心温かい医療は本当に感謝の一言につきます。豊橋市内のいずれの病院、医院、歯科医院に受

診しても、理解ある医療を安心して受けられるように願っています。その為には障害特性の理解を医療関係者

が深める事が必須となります。保健所・保健センター「ほいっぷ」を中心に医師会、歯科医師会、薬剤師会の

各会との協働で『障害者差別解消法における医療関係者向けガイドライン』に沿った研修の機会を増やし、意

識の底上げを図っていただきたいと思います。 

 

3．障害福祉サービス事業所（日中活動系サービス）や地域活動支援センターへ通う

ための交通費の助成をお願いします。 
自分に合った事業所が見つかっても、住まいから通う手段として公共交通機関の利用を考えた際、交通費が高

くて通えないという事態も多く起こっています。このような理由で通いたい事業所に通えないのは、非常に残念

なことです。 

そしてこういった事業所に通う目的には、日中の居場所だけではなく、ステップアップを目指しての訓練もあり

ます。その人に必要と思われる訓練のできる事業所へ電車やバスを乗り継いで通い、もしも将来その人が一般就
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労することができれば、昨今の少子高齢化による労働者不足の解消にもつながるのではないでしょうか。ぜひ豊

橋市でも、他の中核市の取組などを参考にし、福祉サービス事業所や地域活動支援センターへ通うための交通費

の助成をお願いします。 

 

4．医療的ケアに対応できるショートステイおよび放課後デイ 

サービス、日中一時支援事業の設置・増設をお願いします。 
現在医療的ケアに対応できるショートステイについては、まだ一か所しかなく十分ではありません。また、

今年豊川市に重心の新施設が開所しましたが、医療型重心施設であり、ショートステイは思う様に利用できな

い状況です。ショートステイ利用は緊急時が多く、自立支援協議会等で協議を重ねて医療機関や福祉施設で対

応できるようにご努力頂いていますが早期に設置・増設をお願いいたします。 

また、放課後等デイサービス、日中一時支援事業の受入施設は増えてきていが、医療的ケアに対応できる施

設はごく一部です。同サービスを利用したい児童はますます増加しておりその不足感は歪めません。医療的ケ

アは日常生活をしていく上で必要な行為であり、それに対応できる諸施設の増設は是非とも必要ですのでよろ

しくお願いします。 

 

5． 障害者のグループホームの拡充整備をお願いします。 

どんなに重度の障害があっても、一定の年齢になれば独立し自立した生活をしたいと想い、親亡き後の生活を

グループホームでと希望している人は多くいます。入所施設増が難しい現在、障害のある人が必要な支援や介護

を受け、地域の中で共同生活を送るためのグループホームはこれからさらに必要になりますのでその拡充整備を

お願いいたします。 

また、障害の種別を問わず新設等の場合は、地域住民の方々のご理解とご支援を頂き地域で共に生活していく

体制作りが必要不可欠です。私たちもそういった努力は日々重ねてまいりますが、今後とも行政のお力添えもよ

ろしくお願いします。 

 

6.医療的ケアの必要な重心の子どもたちの「地域包括ケアシステム」の構築をお願

いします 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 医療的ケアの必要な障害児が増加している現状に対処するために、障害者総合支援法の３年後の見直しで、医

療的ケアの必要な障害児の支援策として、地方公共団体は保健、医療、福祉その他の支援を行う機関との体制整

備について必要な措置を講ずるように努めること、とあります。  

介護保険ではケアマネージャーを中心に「地域包括ケアシステム」が果たしている役割は大きいと思われま

すが、子どもに対する関係機関の連携はまだまだ十分ではありません。特に医療的ケアの必要な重心の子ども

たちの日常生活や自立等を考えた体制を作っていく事は重要と考えます。メディカルソーシャルワーカー等を

活用し、関係機関が連携していく「地域包括ケアシステム」の早期構築をお願いします。 

 

 7．「おむつ」支給内容の変更をお願いします。 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

現在おむつ補助金の支給は年間 144千円まで可能となっていますが、その範囲内で「おしりふき」も支給出来

るようにお願いします。大人と乳幼児ではサイズや一日の必要枚数が違い、大人は基準額では不足がちですが、
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乳幼児は余裕含みです。乳幼児はおむつ交換時等おしりふきの利用頻度は高く、おむつと同様に支給できるよう

に是非お願いします。豊川市は既に同様の取扱が可能となっています。 

 

8. 医療的ケアに対応できる介護職、ヘルパー等の研修制度補助金の見直し拡充をお

願いします 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 介護職、ヘルパー等が一定の研修後、吸痰等の医療的ケアに対応できる制度が出来てから約 4 年になります。

２９年度には研修費用の約半額 80 千円の補助金助成が新設され深く感謝申し上げます。ただ現状対象がヘルパ

ー事業所職員になっていて、生活介護事業所職員等は対象外となっています。 

 生活介護事業所職員も前向きに対応したい意欲のある方も多く、たんの吸引等の取扱いができる介護職等の底

上げを図る上でも研修補助金の対象事業所拡充は必要であると思いますので早急に見直しをお願いします。 

 

9． あいトピアの福祉機器展示コ－ナ－の再開と相談支援体制の充実をお願いしま

す 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

あいトピアの福祉機器展示及び相談コ－ナ－が廃止されとても残念に思います。存在自体があまり知られてい

なかった事もあったと思いますが、身体障害児者にとって成長とともに身体の補助具はいろいろ変わってきます

し、子どもたちの可能性を育むためには、いろいろな福祉機器や住宅改修方法を参考にしてその子に合った日常

生活用具や住宅改修を決めていきたいと思います。 

豊橋には福祉機器が展示されている所がありません。福祉の中核の一つであるあいトピアで是非福祉機器展示

の再開と福祉用具専門相談員や福祉住環境コーディネーター等専門員の配置をして相談支援体制の充実をお願

いします。 

 

10．アクアリ－ナ豊橋のプ－ル入場料について障害児者および見守りの場合の減免

制度創設をお願いします 
【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 障害児者がアクアリ－ナ豊橋を利用する場合、減免制度がなく利用しづらい状況ですので、是非減免制度の創

設をお願いします。豊橋市内のプ－ル・りすぱ豊橋では障害児者は半額減額となっていますのでよろしくお願い

いたします。また、付添いで入場しプ－ルに入らない場合は、見守りと介助のみで実際にプ－ルを利用しないの

で全免または減免のご検討をお願いします。 

 

11．福祉タクシ－助成の増額をお願いします 

【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 福祉タクシ－は現在年間１５千円助成されていますが、介護タクシ－を利用しても数回、１～２ｹ月で使い切

ってとても足らない状況でありますので助成額の増額を是非お願いします。 

 

12．医療的ケアが必要な入学前の子どもたちが地域の保育園等に入園し、訪問看護

を受けられるための補助金の創設をお願いします。 

 【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 
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医療的ケアが必要な保育園児等の地域での受入は、看護師配置等受入体制が整っていないこと等により受入し

ていただけない状況です。一方共働きの家庭が多くなり地域の保育園等に入園を希望する方も多くいます。医療

的ケアのある子どもたちが地域ですくすくと成長することはとても重要だと思います。医療的ケアが必要な子ど

もたちが必要な時に訪問看護が受けられる体制の為の補助金創設をお願いいたします。愛知県では長久手市、み

よし市で同様の制度が発足していますのでよろしくお願いします。 

 

13.精神・神経科医療の「夜間・休日２４時間救急医療体制」の整備を含む「各種意

見交換の場」を確保してくだい。 
【豊橋精神障害者地域家族会 くすのき会】 

私たちは、精神障害者とその家族及び地域で障害者と係わりを持つ様々な関係機関の方達と共に、地域住民が

安心・安定した生活を目指す上からも「地域精神科医療の夜間・休日救急医療体制の整備に関する取り組みは有

効且つ必要不可欠なものと位置付けています。 

そしてその「体制整備」のためには当事者とその家族が参画する中にあって、行政機関や医療機関等の関係機関

が「一体となった協議検討の場の確保が必要」との思いから、 

担当課である豊橋市「健康政策課」のご理解を得た話し合いを重ねる中から、平成２６年６月には豊橋市の関係

３課（健康政策課・健康増進課・障害福祉課）と東三河管内家族会代表者との「初顔合わせ」が実現し、２７年

１０月には豊橋市医師会・精神科医会が加わった「第２回目の意見交換会」を経て、翌２８年１０月にも「第３

回目の意見交換会」が開催された中、本年１０月頃には「第４回目」の開催が予定されており、この「流れ」が

定着されつつあることに感謝しています。 

また当初、私たちはこの要望を「豊橋市への単独要望」と位置付けましたが、既に中核市豊橋が「東三河広域

連合」のとりまとめ的機能を有している実態がある中では、近隣市町との連携を支えとする中で豊橋地域に集中

する「精神科医療資源」を十二分に活用することで、東三河管内の精神科医療機関が有効なる「病診連携」を実

施する、新たなる「東三河ブロック・救急医療体制」の整備も可能ではないだろうかと考えるようになりました。 

そんな中、「精神保健福祉法」の一部改正が行われた平成２６年に国は、「医療指針」として新たに「精神障害

者に対する、良質かつ適切な医療の提供を確保するための指針」を打ち出し、その中で「地域に於ける精神科救

急医療体制の整備の必要性」が明確に位置付けられましたが、豊橋市では既に平成２５年１月と２月に、市内在

住障害者及び市民の約３，３００人（回収率５５．５％）を対象とした「アンケート調査」（＊障害者福祉計画策

定の基礎資料とするための実態把握及び意向調査）が実施され、「暮らしやすくなるために特にしてほしいこと

…３つまで選択可能」の設問に対する「精神障害」当事者等の回答状況を見ますと、①経済的援助（２９．７％）・

②障害者に対する理解（２６．４％）・③早期発見・早期治療体制の充実（２１．６％）に次いで、④精神科救急

医療システムの整備（２０．９％）の調査結果を得ており、今年度でも改めて「次期障害者福祉計画の策定」に

向けた「アンケート調査」が実施されようとしています。 

何れにせよこれから先も精神障害者が地域住民と共に「安心・安定した生活を目指す」ためには、「障害者総合

支援法」と「障害者差別解消法」及び「精神保健福祉法」等の法的基盤に支えられつつ、地域の精神科医療と福

祉的サービス事業等が密接に連携する「総合的な支援体制を必要とする障害特性を有している」ことを念頭に置

く必要があるものと考えています。 

つきましては、これまでに積み重ねた私たち「要望内容」に関する「今後の意見交換の場」を設ける際には、

その話し合いが単に「救急医療体制の整備」のみに限定されることなく、「新たなる救急医療体制の整備」を含め

た、当たり前の日常生活全般に係わる様々な問題点や各種課題等をも視野に入れた「幅広い意見交換の場」とな

りますことを、改めて要望します。 
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14．豊橋市での要約筆記者資格養成講座の開催をお願いします。 

【豊橋身体障害者協会】 

  現在、豊橋市では要約筆記者不足の状態が長年続いています。その第一の理由として、要約筆記者資格養成

講座が、名古屋市でしか開催されていないことが挙げられます。遠方のため豊橋からの受講者が少なく、要約

筆記者が増えないため、難聴者・中途失聴者の多様なニーズに応えることが難しくなっている状況がありま

す。 

  豊橋市での要約筆記者資格養成講座を開催していただけると、より要約筆記者の増員が期待できると考えま

すので、是非ともお願いします。 

 

 

15．職員手話研修会を充実させ、総合的な聴覚障害者支援を推進できる体制拡充を

お願いします。 
【豊橋市聴覚障害者協会】 

 現在、全国的に手話言語条例を制定する自治体が増えつつある中、市職員に対する手話研修が各地で始まって

います。豊橋市においては、すでに二十数年前から、全国でも先駆的に市職員の手話研修を開始し、現在まで継

続していただいています。また、昨年１０月１８日に愛知県手話言語・障害コミュニケーション条例が施行され

ました。この点も含まれて、豊橋市としても、さらに「手話のできる職員」を増やしていただきたいといます。

市役所内各課のみならず、市民病院・消防署・保育園等の市関連施設においても、各所に合った手話研修を実施

してください。 

そして、今後手話研修の充実や総合的な聴覚障害者支援を推進できる体制を作るためにも明石市の様に手話通

訳の資格を持った正規職員の採用をお願いします。 

●参考「添付資料（２）」：「職員手話研修の実施」「手話通訳士の資格を持った 

正規職員の採用」  明石市ホームページより抜粋 

 

16．介護保険施設において、各所に手話研修会等を実施し、聴覚障害者の対応がス

ムーズにできるように、手話の出来る職員の養成をお願いします。 
【豊橋市聴覚障害者協会】 

市内の高齢聴覚障害者が安心して専門的な介護サービスを利用できるよう、介護保 

険事業所等に手話の出来る職員の養成をお願いします。 

現在、市内にある介護保険施設を利用している。高齢聴覚障害者がいますが、手話のできるスタッフがいる事

業所が少なく、意思疎通がうまくできない現状があります。 

そのため専門な介護サービスを利用し、安心して生活できるよう各事業所で、手話研修の実施を検討してくださ

い。または、長寿介護課主催の研修会や学習会、検討会等、介護事業所関係者が集まる機会の研修プログラムに

聴覚障害高齢者対応の工夫や簡単な手話学習をとり入れてください。 

尚、講師や内容についての相談は、聴覚障害者協会が協力しますのでご検討よろしくお願いします。手話を学

習する時間の設定をお願いします。 
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親の想い 

 

 １１月に長女が２７歳の誕生日を迎えました。我が家にとって初めての子供ですから、私にとっても初出産記

念日でもあります。初産にして超安産で生まれた長女。あの日のことを思い出しながら、家族で長女のリクエス

トの焼き肉を食べに行き、ケーキを買ってみんなで美味しくいただきました。プレゼントは３DS の中古ゲーム

ソフト。２７歳でありながら、何だか幼いプレゼント。でもそれが本人の希望の物で、大喜びでした。 

 そんないつまでも幼い長女ですが、今年の１０月に初めて就職をしました。養護学校（現特別支援学校）を卒

業して入った作業所が、後に生活介護事業所となりそこで６年間お世話になりました。その間、娘を知る人たち

から「あなたのお嬢さん、生活介護でいいの？もっと違う道もあるんじゃないの？」と散々言われましたが、本

人の「私はここがいいの！ここが好きなの！」という言葉に、親として『我が子の望むようにしてやりたい。無

理はさせたくない。』の一心で耳をふさいできたように思います。『誰だって自分の子供に苦労はさせたくないし、

ましてや障害のある子なんだもの』そう思いながら･･･。 

 しかし、そんな自分の思いに疑問を持つようになったのは、自分自身が障害者就労支援員という仕事に就いて

からでした。知的障害だけでなく、他の多くの障害を持つ人たちと接する機会が増え、しかも働きたいと思って

相談に来られる方たちの話を聞きながら、我が子もこのままでいいの？本当にこのままでいることが幸せなの？

と思うようになってきたのです。それでも自分の子供のこととなると一歩が踏み出せないでいた私の背中を押し

たのは、なんと長女自身でした。確かにそれまで少しずつですが「もうちょっとお金がもらえるようになりたく

ない？」とか「お金があれば、好きなゲームも自分で買えるよね？」とか吹き込んではいましたが、まさかの本

人から「私、他の所へ行ってもいいよ」という言葉が出てくるとは！それが約３年前でした。 

 早速、就労移行支援事業所へ移り、本格的に就職へ向けて訓練を始めました。最初は家庭でも注意を求められ

ることも多くて、この子を就職させたいだなんて思い上がっていたのかと反省することも多々ありましたが、次

第に成長していく我が子の姿に私自身がいろいろなことを教えられていきました。そして２年が過ぎ、数ヶ月の

期間延長の末、就職が決まりました。５歳の時に児童相談所で「明らかに知的の遅れがあります」と宣告された

時、この子の将来はどうなってしまうんだろうと頭の中が真っ白になり、『この子を殺して自分も死のうか･･･』

なんてことを考えたこともありましたが、こんな母親が育てた割には素直で前向き

な女性に育ったなぁと思います。いや、むしろ私が育ててもらってきたんですよね。 

 しかし、勝負はこれからです！就職することよりも、これから長く続けていくこ

との方が難しいことは、就労支援員となって４年目の私には痛いほどよくわかって

いることですから。我が子とともに、まだまだ成長し、継続し続けることを目標に、

多くの障害を持つ人々やご家族も巻き込んでいきたいと思っています。これを読ん

でくださっているあなたも、巻き込ませていただくかもしれませんよ！迷惑かもし

れないけどね･･･(^_^;) 
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インフォメーション 

1 月 14 日（日）              ダンス教室 

１月 27・28 日（土・日）     県育成会  新年親睦研修会 

1 月 28 日（日）              北ライオンズ親睦ボウリング大会 

２月 17 日（土）              高等部卒業激励会 

２月 25 日（日）              県育成会フライングディスク大会 

３月  4 日（日）              県育成会  本人部会ボウリング大会 

３月 11 日（日）              ダンス教室 

３月 25 日（日）              さくらピア春こいまつり 

４月 18 日（水）              育成会  総会（予定） 

 

 
編集後記 

 

  あけましておめでとうございます。本年も豊橋市手をつなぐ育成会、広報誌「輪～イ」共々よろしくお願い

いたします。 

  昨年は酉年で鳴く（泣く）鳥・歌う鳥の話を書きましたが、その話を教えてくれた祖母が、「戌年の人は頭が

いいんだよ、だから親戚の○○おばさん、賢いし立ち回りがうまいでしょ」とも言っていました。 

  これまたみんながみんなってことはないだろうと話半分に聞いていた私でしたが、長女が戌年に生まれたこ

とで、もしかしてと期待を抱いたのですが…結果は皆さんのご想像におまか

せします。 

  それでも、自閉症の長男・そうではない長女に次男それぞれが、賢かった

り立ち回りが上手いよりも、きちんと真面目に働いて自分の事を自分ででき

る自立を目指し今年も急がず焦らずでも確実に一歩一歩進めたらと思いま

す。 

  今年 1 年が皆さんにとって良い年で、ありますように。 


