ＹＫ会の皆さまが︑今年

第66号蟻
目次

︹大盛り上がりの

ムからも参加︒皆にサンタ

︵火︶現会長で俳優の柴俊

気が漂うなか︑吃月賜日

り︑何となくお正月の雰囲

クリスマス会はすでに終わ

声が聯くほど︒最後はメン

込んだトークで外まで笑い

みつおさんは︑会場を巻き

者一同釘づけです︒せんだ

バンドの演奏の迫力に参加

られ︑始まる前からワクワ
クドキドキ︒間近で見る生

の帽子やトナカイの角が配

夫さんを中心に︑タレント

バーも立ち上がり︑生歌に

クリスマス﹈

のせんだみつおさん︑その

あわせてダンスを楽しみま

活動ホーム﹁しもだ﹂の

他豪華芸能人の皆さまや会

あたたかい心を持った会

員の皆さま方が遊びに来て

らのメンバーで︑とても仲

員の皆さま楽しい時間をあ

した︒

が良い雰囲気がこちらにも

りがとうございました︒

くれました︒皆さん当初か

伝わってきました︒

また会える日を楽しみに

しています︒

手作り品･野菜･花など

は活動ホーム﹁しもだ﹂に

﹁しもだ﹂のメンバーや
家族︑その他別の活動ホー

とき:5月19B(日〕
時間:10:00 14:00
内容：寄贈品の販売

来てくれました︒

震夢皇濡

ＹＫ会とは︑落語家・故

軽食･骸 ﾑｺ戸才一

桂小金治師匠が中心となり
結成されたゴルフコンペの
会で︑Ｙ︵横浜︶Ｋ︵小金
治︶会の略称です︒
﹁人のために何かをした

い﹂という思いから︑卿年
よりチャリティーゴルフコ
ンベの会に変身︑以後加年
以上募金活動を行なってい
ます︒ＹＫ会の活動はお金
の寄付のみだけでなく︑年
に一庇︑胆月に障害者施設
へ会員の方々が実際に足を
運び︑クリスマス慰問会を
開催されています︒

醐先

〜歌、爆笑トーク、そしてダンス／〜
YK会のパフォーマンスにぎやかに

2019年3月25B
し も

(1)第66号

l而…ひろい支援の輪

2面…支援の現場から
ボランティアR肥

3面…移動情報センター・交流室
4而…なかまたち・休みの日⑳

ひろい支援の輪

しもだにYK会が
やってきた

左から柴俊夫さん、小嶋勇さん、せんだみつおさん

援の現場から

障害者と
医療の壁

旨母イ争令ご

ケールを柿吟え寺又吟飛前力ら

ある知的障害と認知症によ

・し﹂坐αワ石一宅︾§﹂串〃ゐし

たどり︑やっと今の医師に
る症状を鑑別する手法が確
Ａさんの治療を行ってい

立されていない︒
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１つ目︒障害者福祉は︑
誕生〜学齢期については研

に子供を連れて行ってい

癒遡壷；Ｌえ︲
去年の皿月︑﹁私今日

誕生日なんだ！﹂と話し

たところ︑職員の方に言
われたわけでもなく一人

の方が歌いだしたら︑皆

さんもハッピバースデイ

があります︒

たのと︑活動ホームを通
りかかるたびにあいさつ

ライズは︑驚きうれしかっ

してもらうこともめっき
りなくなった中でのサプ

この年になりお祝いを

ました︒

トゥユーを歌ったり手を
叩いたり︑微笑みをくれ

態である︒認知症知的障害

︾⁝：すべての人に⁝⁝！ｉＩ剖

を交わしていたので︑特

りました︒

究・実践が多いが︑中高年

般的なものにしていく必要

り︑そこから認知的な症状
を認定し︑必要な治療を行

らっしゃいます︒しかし︑

期については︑ほぼ空白状

知症らしきものを患ってい

いるわけではありません︒

認知症であると診断されて

者には相談の窓口さえない︒

呼⁝・⁝⁝⁝．分け隔てなく⁝⁝⁝・⁝︾

現在Ａさんは幸いにもあ
る医師の治療を受け︑症状
２つ目︒そのため︑認知

もずいぶん落ち着いていま

に緊張感はなく始めるこ
とができました︒

こうした諸問題を解決し︑

す︒しかし︑ここまで来る

誰にでも開かれた医療を実
しかし︑障害者福祉の現

ティアが私の日常の一部

さん明るく︑送迎ボラン

これからも皆さんとの

同じ車の方たちはみな
場は︑日々の生活や活動の

となり︑一日の活力となっ

そんな皆さんがまた一段

たです︒皆さんの純粋な
気持ちにとても感動し︑

症知的障害者には︑ごく普
通の当たり前な受診の道が

現することが急務です︒

のは大変な道のりでした︒
開かれていない︒

３つ目．知的障害者は現

支援で手一杯です︒

一昨年の夏に変化が現れ

てから半年のうちにたちま

状では認知症の診断ができ
ない︒通常︑診断は脳画像

楽しい会話と安全運転を
心がけますのでよろしく

ところが︑連絡した医療

また︑皆さんも笑っ

時で元気に一日過ごせた

お願いします︒朝のひと

と好きになりました︒

ち状態が悪化︑専門医への

なり︑祇極的に相談・受診・

ておしゃべりして一日

らうれしいです︒

てます︒

の確認と面接によって行な
う︒しかし知的障害者の場

のいいスタートを切れ
ていることができてい
ればとてもうれしいで

す︒親御さんとの挨拶

私の毎日の楽しみです︒

とちょっとした会話も

そんな毎日の中︑一

番うれしかったことが

＄
ﾉ

やはり公的機関が主体と

機関にはことごとく断わら

合︑一般的な認知症診断ス

診断・治療等に関する研究
プロジェクトを主導し︑開

誠'ランティ…

受診が必要になりました︒

れてしまったのです︒﹁障害

申謂診断書の作成しか請け

拓していってほしいところ

事例を通じて深く考えさせ

療の恩恵を受けられるよう
になって欲しいと︑今回の

分け隔てなく当り前に︑医

すべての障害者たちが︑

です︒

負っていない﹂﹁言葉を理解

しない障害者は診察できな
い﹂等という理由でした︒

ダウン症協会にも連絡し
ましたが︑﹁子供を診る所な

らあるが︑成人はわからな
い﹂ということでした︒

られました︒

永田さんの顔(佐藤真也さん･画

支

そんな中で幸運なことに︑

理

2019年3月25日(2!
た
し

第66号

﹁コスモスエ房﹂
物間︒﹂と﹁六本木のテレビ

ますか？﹂との問いには﹁動

びに行きたいところはあり

しもだの所員︷二これかも遊

た︒﹂﹁お出掛けしたいです︒﹂

の所員からは﹁勉強になっ

た﹁しもだ﹂﹁コスモスエ房﹂

も新鮮でした︒今回参加し

からお話を伺う機会がもっ

変わった﹂﹁隙がいのある方

﹁隙がいについての意識が

参加きれた多くの方から︑

いてお話をいただきました︒

が出来たと思いました︒

ることを知ってもらうこと

に富んだ生活を送られてい

ただきました︐ハラエテ・謂・

−し一季だ﹂

からも発言！

とあると良い﹂というご意

そこで今回︑﹁移動﹂をテ

見が寄せられました︒

大川さん

ーマに隙がいのある方から

港北区情報移動センター

︹主催者から︸

といった声がありました︒

用していない﹂コスモスエ

港北区では今年度の﹁港

直接お話をいただく懇談会

房の所員でした︒緊張もほ

北ほくほくフェスタ﹂のテ

を開惟しました︒日々の生
活やガイドヘルパーとの外

んの司会により費間形式で
会が進んでいきました︒

お顔は知っていて挨拶はす

庭や学校ではしないよう

エリアの児童生徒を対象に

んたちの成長を垣間見る

時間の中ですが︑お子さ

わずか１日という短い

なことをお子さんなりに

した﹁からふる﹂等を実施

ことができ︑業務のやり

チャレンジする姿が印象

私は︑これまで長きに

しました︒毎回活勤を通じ

甲斐や達成感を感じる場

活動ホームの皆様との共

渡り︑同じ港北区内にあ

て︑お子さんたちの成長を

でもありました︒

催で︑夏休みの﹁こうほく

る榔町地域ケァプラザの

拝見することができました︒

き︑直接交わる機会は減

的でした︒

地域活動交流コーディ

特に初めて参加されるお
子さんにとっては︑ご家族

りましたが︑今後もケァ

☆なっとも﹂や︑区内北部

余暇支援活動です︒

なり更には普段ご家

局○﹂と答えたのは﹁まだ利

く・一ガイドヘルバ⁝利用者

さんに聞いてみよう﹂

賜分休憩での出来事︒活

ーマのひとつで隙がい当事

出の様子︑今後の希望など

ぐれ︑参加者全員の前で堂

動ホームしもだの近所に住

者︑家族︑支援者の方々か

をご本人の言葉でお話しい

の会に参加して〜

んでいる顔見知りの方も参

ら﹁知ってもらえたら心強

席した所員たちも自己紹介
るものの︑実際にお話しす

々と発表しました︒

前半は各作業所︑活動ホー
加されており︑立ち話に︒﹁普

移勤悩報センター西脇さ

ムの紹介をスライド投影し

い〃隙がい〃のこと﹂につ

をしました︒対面式の座席

る機会がなかったので︑こ

思い出
拙浜市下田地域ケアブラザ

ネーター職として勤務し

る緊張や不安や葛藤等が見

と離れて過ごすことに対す

プラザ職員として︑皆様
支え合い活動のサポート

の方々を対象に︑地域の

者同士︑職員やボランティ

時間が経つにつれて︑参加

ろしくお願い致します︒︑

の活動をサポートできれ
ばと思います︒どうぞよ

昨年４月より現職に就
子育て中の方から高齢

え隠れしています︒しかし︑

をさせていただきました︒

アさんたちとの距離が近く

「しもだ」「コスモスエ房」から所員5毛

／その中で︑私自身一番

ておりました︒

者の方まで︑幅広い世代

駈佳星野畠昭

印象的な事業が︑隙がい児

段からしもだの所員さんの

のため︑みんな緊張してい

を聞けてよかった︒﹂と親交

のような場でいろいろお話

場の雰囲気に慨れてきた

を深めるきっかけ作りにも

る様子でした︒

とこ ろ で 質 問 タ イ ム ︒ ﹁ ど こ

後半は事前に集めた感想

なりました︒

の問いに﹁鉄道博物館です︒﹂

や質問を紹介︒例えば﹁カ
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他の事業所の方の出掛け先
について聞けたことはとて

が参加。

̲ノ

里閉

2019年3月25眉

(3)第66号

大人達も笑みが溢れます︒

シビーニンビ一二︑⁝ン：：・見守る

成長を感じました︒

りに頑張って参加する姿に

惑いを見せつつも子供達な

れました︒

ん︑菊池柴子さんが表彰さ

村野今子さん中谷茂子さ

行うリズム連動︒いつもと

また︑皆んなと一紺に食

いつも美味しい給食と笑

そして通常活動の中でも
いつもの午前中からの活

ヒーが出て来ない時は﹁アシ

また機嫌の良い時には↑

したいなと思う母の願い一
は聞入れられず︑すぐに一
また来た道を戻ります○一

致します︒

まりに来たい！﹂と言う子

帰りたくないＪ●﹂﹃また泊

﹃楽しかったね！﹂﹃まだ

機がご勇退されたのを機に︑

活雌頂きました先代の洗濯

これまで長きにわたりご

◇よろこそ新入り君剛；︐
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活勤ホーム﹁しもだ﹂か
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髪を引かれる思いで宿を後
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とって良い経験になったと

泊まる事も全て︑子供達に

これからも宜しくお願い

顔をありがとうございます︒

Ｉ．﹂と言って相図を送り︑

道路を渡った所にある菊
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べる食馴も︑広々としたお
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人差指をビクビクと動かし

名池公園プールも一周し

そしてその時までにコー

てコーヒーを催促します︒

横のスーパーにも付き合

の良い時には︑プールの

ます︒さらにもっと機嫌
りします︒

引越後の最近の定番散歩

今年の冬の寒い日にも︑

ってくれます︒

自宅から公園まで︑競歩の

二人とも汗をかいて家に

コースは菊名池公園です︒
ようなスピードで歩く絵梨

アシ︑また絵梨が人差

帰ってきます︒

叫びながらついて行きます︒

指をピクピクとさせてい

の後を︑罰待って︑待って﹂と

公園に着いて池を一周し
●：１可●１１Ｉ
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その後︑散歩に出かけた

ぎます︒

座席に足を伸ばしてくつろ

・一年を通して︑季節毎のをして体育館に移動です︒
製作や七夕︑クリスマス︑そこで真っ先に側に飛び
節分等の様々なイベントが込んできたのは大きなエア
あり︑いつも子供達と一緒１トランポリン−．みんな二
に大人も楽しんでいます︒コニコしながら続々と中に
そして２月には一泊お泊入って行き︑響き渡る笑い
りでの合宿がありました︒声とキラキラの笑顔でピョ

休み一の鋤
演野絵梨さん

一何も予定のない休日は︑
一絵梨が自分で起きてくる
まで︑ゆっくりと寝かせ
ます︒

朝食を済ませると︑お
気に入りの場所﹃ソファ
ーー﹄に移動します︒ソフ
ーァーでは背もたれではな

ＩｉＩ１１

秤く︑左肘置きにもたれて︑た後︑泳ぐカモを見ながら

・

−
−

へ︑島．て考喜壱三と休吟ｉｖ一

違う悩れない環境の中で戸
エアートランポリンであそぼう！

ら過ごす夜〃動とは述い︑この日は午後

会部みんなで
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