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リョウヘイ作

サークルエコーは
サークルエコー 10 周年記念号

事故や病気によって脳にダメージを受けると、
新しいことが覚えにくくなったり、
意欲が低下したり、
感情のコントロールが難しくなるなどのため、
社会生活の様々な場面で
問題が生じることがあります。
このような後遺症を高次脳機能障害といいます。
目に見えにくい障害のため、
社会の理解を得にくいこと、
したがって現行の福祉制度を
利用することが難しい点が
大きな問題となっています。
サークルエコーは、
高次脳機能障害をとりまく問題の中で、
特に、日常生活にも援助が必要な人たちの
問題に取り組んでいます。

目次
サークルエコー 10 周年にあたって…… 2
まだまだ、やらねばならないことがある…… 3
連載
・高次脳機能障害の動向！…… 5
レポート

エコー 10 周年記念合宿開催！…… 6

1

1998 年 10 月 9 日
2008 年 12 月 8 日

第三種郵便物認可
（毎月 3 回 8 の日発行）
発行 SSKU
通巻第 2991 号

サークルエコー 10 周年にあたって
サークルエコー代表

田辺和子

サークルエコーは、
1998 年、
3 家族のプライベー
トな交流から始まりました。まもなく会の名前を
つけようということになりました。

ました。
また、中途障害の特徴として、受傷時、すでに
中高年である人たちもいます。日常生活にも様々

言葉がなかったり主張することがなくなった若
者たち、制度の厚い壁の先に声が届かないのかと
感じてきたその家族。この声がこだまして広がっ
てほしいと「エコー」
、また、同じ障害の人たち
と支えあう「輪」や多くの人との「ご縁」が必要

な援助が必要な人が多いサークルエコーでは、こ
れからも家庭で地域でどのような暮らしを選択し
ていくのか、選択できるのか、そのようなこと
を話しあい問題提起もしていきたいと考えていま

いうことばはとてもマッチするように思いまし
た。
発足時のこの 3 人の若者が、低酸素脳症の後

も交えて話しあう会を開きました。エコーの仲間
たちが立ち上げ、埼玉と愛知で地域密着型の活
動をしている「ナノ」と「サークルフレンズ」か

遺症としての高次脳機能障害をもっていたことか
ら、低酸素脳症ということが着目され、遠くから

らのエールもあらためて心強く感じるつどいでし

す。
そのようなことから、10 周年の集まりのタイ
だから「縁 = 円 = 輪 = サークル」という意見が
でました。その 2 つをつないで
「サークルエコー」
。 トルを「大いに語ろう会」として、これからいか
まだ、学生の趣を残していた彼らに、サークルと に住まうかということをテーマに外からの参加者

た。会報では 2 日間にわたる 10 周年行事の一端
をお伝えし、詳細はあらためて整理し、ご報告で

も同じ受傷原因の人たちが入会してきました。
現在は、若者だけの会ではありません。また、 きればと思います。
当時の若者も年齢を重ねました。同じことは一緒
これまでサークルエコーを支えていただきまし
に暮らす親たちにも言えることです。10 年を経 た皆様に感謝申し上げますと共に、これからもご
て、ライフステージの変化がくっきりと見えてき 支援のほどよろしくお願い申し上げます。

カオ作
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-------10 周年によせて -------

まだまだ、やらねばならないことがある
立教大学教授

赤塚光子

が、どうしたら希望を叶えることができるか、一緒に
考え、さまざまなことにトライしながら、その時点で

忘れられない人たちがいる
2008 年 7 月 6 日（日）に、東京高次脳機能障害協
議会の NPO 法人設立記念、高次脳機能障害シンポジ
ウムが開催された。テーマは、
『いま、ほしい ! 支援

は自分が納得出来る落ち着き先を決めていく、時間を
かけたプロセスがあったことは共通していた。身体障
害者手帳所持者として、福祉や雇用の支援を受けやす
かったことも共通事項であり、経済的には交通事故の

を実現するために』。
シンポジウムのコーディネーター
を勤めた私は、開催にあたって以下のような文を寄せ
た。

補償金や障害基礎年金を受領するなどの本人の所得が
あった。また、親御さんの心配が大変大きかったこと
も共通していた
「かつて勤務していた東京都心身障害者福祉セン
私はこうした支援の関わりをとおして、高次脳機
ターで相談談支援の仕事をしていたときに出会った、 能障害があるから支援が難しいのではないことを学ん
高次脳機能障害の方たちのことをよく思い出す。
だ。相談できるところが必要なこと。相談できるとこ
高卒後、一流の調理師を目指して一心不乱に働いて ろについての情報が届きやすいことが重要なこと。本
いたが、かつての級友に誘われて出かけたドライブ中 人（や家族）の希望にそって本人の力を引き出しな
に事故に遭った青年。肢体にも障害が残ったので退職 がら生活づくりのプロセスにつきあう支援が必要なこ
し、退院後は自宅で毎日を過ごしていた。だいぶ経っ

と。確かにできないことは生じているが、できること

てから肢体不自由者更生施設があることを知り、入所
された。退所後の就職相談からかかわった。1 センチ
の段差で躓き、感情のコントロールが難しいと聞いて
いたが、徐々に外出や人とのつきあい方、職種や職域

に目を向けてつきあっていると、本人が納得できる生
活のスタイルなどが本人にも家族にも支援者にも見え
てくること。その生活で必要な支援や配慮について整
理する手伝いが必要なこと。会社なども含めた周囲の
人たちに求める理解では、高次脳機能障害があるとい

の選択に自信をつけていき、企業に就職した。ミュー

ジシャンを目指していたという 10 代の青年。脳損傷 うことではなく、得意なことはもちろん、必要な支援
の原因は、自らが運転するオートバイでの事故だった。 や配慮を具体的に分かってもらうことが重要なことな
退院間近に、病院の MSW（医療ソーシャルワーカー） ど。
と一緒に来所されたとき相談にのった。肢体不自由者
これらは、高次脳機能障害という障害に限ったこと
更生施設に入所して、退所後の生活を一緒に考えると ではなく、障害のある人への支援における鉄則とでも
ころで再度かかわった。退所の時点では、歩行補助具 言うべきことだ。障害特性という言葉を用いるなら、
なしで歩けるようになりたいという希望は叶わず、支 支援の前提として、高次脳機能障害による障害の発生
援は地元の福祉センターに引き継がれた。高校在学中
からの 2 度にわたる脳手術後、顕著な記憶障害などが

機序や状態についての障害特性理解が必要であるし、
それと同等かそれ以上に、一人ひとりの個別性に対応
できる力量が支援者に求められていることも知った。

出現した女性。事務系の職場での就労を望んでいたが
両親がどんなに動いても求職活動はうまくいかなかっ
た。相談にみえたとき、相談できるところが見つから

支援の場から離れてしまったが……

なかったということを聞いた。就職までの支援を約束
し、障害者職業センターやハローワークとの連携、受

しかし、当時、すでに、こうした支援にのること
ができない高次脳機能障害者の存在が指摘されてもい
た。身体障害者手帳を取得できる身体上の障害がない
ので、
福祉や雇用に関わる制度が利用できない人たち。
精神障害者保健福祉手帳の対象であっても、この手帳

け入れ先の会社の理解と協力のもとに事務補助職とし
て就職していった。忘れられない彼らへの支援は、10
数年前のことになる。

をとることや精神障害者を対象とした通所先を利用す
ることへの抵抗感をもっていたり、そうした通所先に
は馴染めない人たち。いわゆる福祉制度の狭間に置か

障害のある人への支援の鉄則
一人ひとりへの支援の経過や結果は異なっていた
3

1998 年 10 月 9 日
2008 年 12 月 8 日

第三種郵便物認可
（毎月 3 回 8 の日発行）
発行 SSKU
通巻第 2991 号

準」や「訓練プログラム」
、
「支援プログラム」が作成
された。モデル事業を経て、2006 年度からは高次脳
機能障害支援普及事業が実施されている。この事業は
れてしまったのだが、
障害福祉を専門領域とする私が、 都道府県の必須事業であり、同じく 2006 年度に施行
本人や家族が置かれているこのつらい状況から逃れて された障害者自立支援法のもとで、区市町村が実施す
はいけないとの思いは強かった。サークルエコーの田 る事業をバックアップする専門性の高い相談支援事業
に位置づけられている。高次脳機能障害について以前
辺和子さんたちに出会ったのは、このころだ。
」
よりずっと広く認知されるようになり、法のもとで障
一つひとつの課題への対処をおろそかにしない
害の種別を超えた福祉サービスの利用が可能になった
れていた人たちの存在であるが、国民年金の障害基礎
年金制度から漏れてしまう人たちもいた。
10 年前に立教大学に赴任し実際の支援の場から離

ことなどもあって、今後の支援の広まりや深まりが期
待されてもいる。
NPO 法人東京高次脳機能障害協議会の設立にも、
サークルエコーの活躍、貢献があった。ようやくここ

サークルエコーの方がたと出会ったときのことなど
を、出会いから 5 年後の会の 5 周年に寄せた文章で私
は次のように記している。

サークルエコーの「し
「サークルエコーの皆様と最初にお会いしたのは、 まで来たというのが実感だろう。
敬服だ。しかし、この「し
設立数カ月後の時期に、私の研究室においでいただい つこい粘っこい活動」には、
たときだったと記憶しております。障害福祉領域で仕 つこい粘っこい活動」は、家族を思うあふれるばかり
事をしてきた私にとって、皆さんのお話は、わが国の の愛情の発露そのものなのだ。そして、みんなが安心
できる状態をつくるまで、決してないがしろにするこ
とはない、本人を含めた家族らの生活そのものでもあ

福祉制度やそれまでに培ってきた支援技術では支援し
きれない弱さの部分を、事実をもって突きつけられた
痛さを伴う内容でした。その現実をしっかりと見据え
ることの重要性や、さまざまに生じている課題がご家
族を大変な負担の中においていることも一層実感しま

るのだ。

した。懇意にしている永倉春男氏が所長を務める作業
所を会合の場所にお借りできるようにご紹介できたの

さて現在、家族が心配せずに暮らせる毎日がどのく
らい実現しているのだろうか。障害を負った本人は、

が、そのとき私にできるせいぜいのことでした。
方向をしっかりと見定めながら、具体的な一つひと
つの課題への対処をおろそかにしないこと、エコーの
活動からは、私も多くのことを学ばせていただいてお

それぞれの甲斐のある生活をどのくらい手に入れてい
るのだろうか。将来についてはどうなのだろう。

使えるサービスをつくるのはこれから

こう考えていくと、高次脳機能障害はようやく支援
の対象として認知はされたけれど、使えるサービス、
意味のあるサービスをつくっていくのはこれからなの
だということが分かる。
高次脳機能障害だけではなく、

ります。まだまだやらねばならないことがある、とい
うことも。」

他の障害についても同じような状況があるのだが、多
5 年前、日本損害保険協会から、私が会長をつとめ くの介助や見守りなどを必要とする人たちが、必要な
る NPO 法人全国障害者生活支援研究会に、脳損傷者 支援を受けて地域で暮らす、その暮らしのイメージが
への生活支援にかかわる研究助成の話をいただいた。 見える状態はまだない。支援のあり方も、まだまだ未
4 年間に渡る研究で、国内調査と、オーストラリア・ 開発なのだ。
高次脳機能障害支援普及事業は一つの到達点ではあ
るが、
「まだまだ、やらねばならないことがある」事
態は変わっていない。

クイーンズランド州、ニュージーランド・オークラン
ドでの調査を行った。そこでわかったのは、訪問した
オーストラリアでもニュージーランドでも、脳損傷者

支援が大きく進展したのは支援団体を組織して 10 年
サークルエコーの仲間たちの声は、やらねばならな
ほどのことであり、家族の訴えや結束などが力となっ
て、支援にかかわる関係者などとともに行政を動かし、 い課題の解決に迫る貴重な声だ。
「方向をしっかりと見定めながら、具体的な一つひ
支援の形をつくってきていたということだった。
とつの課題への対処をおろそかにしないこと」。私は
サークルエコーも結成して 10 年。サークルエコー これからもサークルエコーの活動に学びながら、一緒
の活動もまた、家族を守りながら、わが国における支 に進んでいきたいと思っている。
援の施策化に取り組んだ 10 年だった。
実際、この間に、わが国においては、高次脳機能障
害支援モデル事業のなかで高次脳機能障害の「診断基
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高次脳機能障害

の動向！

TKK、都へ予算要望書を提出
8 月 21 日、NPO 法 人 東 京 高 次 脳 機 能 障 害 協 議 会
（TKK）は、「身障センターおよび拠点医療機関の機能の
拡充、TKK の支援者養成講座の協働事業化、居住支援
の充実」などを求め東京都に予算要望書を提出しました。
都側からはいずれも検討中ないしは取り組んでいるとの

答弁がありましたが、さらに予算を獲得し強力に推進し
てほしい旨、強く要望しました。また、9 月には要望書
をもとに都議会各政党に事情説明を行い協力を要請しま
した。詳しくは、TKK ホームページ（www.brain-tkk.
com）をご覧ください。
（田辺）

「ボランティア（支援者）養成講座 -2-」を開催！
TKK は、10 月 5 日、東京都心身障害者福祉センター
において「ボランティア養成講座 2- 脳と心のリハビリ」
を開催しました。午前は、慈恵会医科大学の橋本圭司先
生による「高次脳機能障害の対応」の講演。呼吸、意識、
運動、食事など神経心理循環をコントロールすることか
ら、注意力、意欲、記憶など高次脳機能障害のリハビリ

の実習で、短所を克服し長所をのばすための対応法につ
いてのセッション（羅心版）が行われ、第二部では TKK
加盟団体・調布ドリームが実践しているリハ・プログラ
ムのうち、ラボ（英語での音楽、ゲームなどの活動）
、
SST（会技能訓練）、音楽活動が会場の参加者も巻き込ん
で実演されました。
ボランティア養成講座は、年度内にあと 1 回行われま
す。
（田辺）

が始まるというお話がありました。
午後の第一部は「オレンジクラブ」の通所プログラム

第 13 回全国統一パイロットウォーク

和気あいあいとした雰囲気を楽しんできました
2008 年 10 月 5 日、西田孝次さんと高橋さん夫妻、
大島さん
（母）
と優希ちゃん、
高橋
（ま）
さんが、
恒例のパイロットウォークに参加。秋晴れのもと、浜町公園から隅田川沿いを 40 分ほど歩いて
きました。サポーターの高橋（ま）さんが参加者の声をレポートしてくださいました。

夕方から雨になるという予報なので折りたたみ傘を持っての参加でしたが、日差しも柔らかくウォーキングに
はちょうどよい天候のもとで行われました。歩いた後、公園に戻り、弁当をいただき、近くの「小林幸子 45 周年
公演」の行われている「明治座」のなかの喫茶店でお茶タイム。合宿のことや、パソコン操作のこと、しりとりゲー
ム等、いろいろ話し、解散となりました。短い時間でしたが、秋の始まりも感じられました。（高橋（俊）
）
おべんとう、おいしかった。明治座のあんみつも、おいしかった。散歩も空気も、おいしかった。（ツネヨ）
秋晴れで気持のよい天候の中、公園周辺をウォークしました。イチョウ並木やハギの花が咲いている中を歩き
ました。隅田川の水辺でも一服し、楽しいひとときは、あっという間に終わりました。（西田孝次）
お天気も良く、景色も良く、気持の良いお散歩でした。隅田川が見えるきれいな公園でした。お弁当、おいしかっ
たです。（大島幸代）
川みたのがたのしかった !!

こうえんで、おべんとうたべました。けしきが、きれいだった !!（優希ちゃん）

木々の葉が色付き始めた秋晴れの日曜日、ひんやりした空気を気持ち良く感じながらウォーキング。隅田川沿
いにある浜町公園は、都会の真ん中とは思えない位、木々や花々に囲まれていました。和気あいあいとした雰囲
気の中、楽しい時間がゆっくり過ぎていきました。（高橋（ま））
5
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レポート

エコ−10周年記念合宿開催！

2008年10月18〜19日、エコーの10周年記念合宿が、毎年恒例の山梨県の富士高原ファミリーロッ
ジで開催されました。当日はお天気もよく、充実した合宿になりました。

りましたが、もう少しいろいろな学生さんたちと交流
できたら、お互いがメリットとなるようなことを生み
出せたら、エコーの合宿はさらに貴重な体験の場にな

心の奥底とは、右脳かもしれない
私は昨年参加しなかったので、2 年ぶりの合宿への
参加でした。まず、いつもと違っていたのは、駐車場
が車でいっぱいだったこと。なぜ、車が一杯なのか理

るのではないでしょうか。
夜はいつもの交流会です。テーブルにはいろいろな
おつまみとお酒がならび、たくさんの人と語り合い、
笑い合いました。

解できず、「なんだ？」と思いながら、富士高原ファ
ミリーロッジに足を踏み入れました。
会場に入ると、そこにはたくさんの人が……。いつ
もお馴染みのメンバーである高橋さん、西田さん、田
川さん、久しぶりの塚下さん、片岡さん、合宿でしか

すべてはサポータの力があってこそ
2 年ぶりに当事者のみなさんともお会いし、みなさ
んがよくなっているのにも驚きました。まず、2 年前

お会いできない豊田さん、秋永さん、村田さん、そし
て、学生や地元の家族会の人たち……、たくさんの人

よりも表情がとても豊かになったのではないかと思い
ます。私は、いつもあまり当事者の人たちとお話をし

たちが席に着いていました。
最初の渡邉修先生の講義テーマは『脳と心』
。実に

ません。でも、今回は全員の人たちとお話してきまし
た。そして、エコーのサポーターの力には感服です。
合宿の最中、当事者の人たちが楽しそうにしていまし

興味深いタイトルです。
「左脳のこころは言葉で表す
ことができる。一方、右脳には左脳と異なる意識があ

た。当事者の笑顔がなかったら、
「合宿にきてよかっ

り、それは言葉では表現できない。言葉では表しきれ
ない心の奥底とは、右脳かもしれない」という先生の
お話に耳をそばだてました。

たね」と言えないかもしれません。だから、サポータ
ーの力があったからこそ、できたことです。サポータ
ーのみなさん、ほんとうにお疲れさまでした。

自ら参加したグループディスカッション

私は残念ながら、初日の夜中に帰ったのですが、と
ても楽しい１日を過ごせました。
（文・編集担当）

次は、グループディスカッションです。テーマは
「住
まい」。各テーブルごとに、住まいについて語り合い

翌朝は、体操でスタート

ました。話をしたことがない人同士が、短い時間一生
懸命考えました。聞くばかりではなく、自ら参加して

サポーターの廖さんの指導で「気功」をもとにした

考えるという貴重な経験をしました。
夕食の際、参加した学生さんたちから自己紹介があ

朝の体操から始まりました。
今年は天気が良く、暖かかったのか自然と外庭での
実施でした。
朝食のときに顔を合わせたのは、宿泊し
た 33 名です。そこで、今仲さんが先に帰
宅するため、挨拶がありました。
各自部屋を引き揚げ、大広間で簡単なミ
ーティングを開き、みなさんからというよ
り当事者を主体に「合宿」の感想をお聞き
しました。
「良い時間を持てて良かった」
「サ
ポーターさんへのお礼」などの声が多くあ
りました。

いつもとは違う帰途の車中だった
ミーティング後、解散しましたが、例
年のとおり希望者で一カ所観光ということ

2 日目、富士高原ファミリーロッジの駐車場で記念撮影
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で、河口湖遊覧船乗り場へ。観光したのは 15 名でし
たが、微かに見える富士の山と頂上付近から始まった
紅葉を眺めながら 30 分程の遊覧を楽しみました。場
所を変え、富士吉田市の「地域産業振興センター」に
移り、ゆっくりと昼食をとり、それぞれ帰宅の途に着

開会のあいさつをする田辺代表

きました。私は車で田川さんと一緒でしたが、合宿中
のいろいろな場面を話し合いました。これを機会に合
宿所があの地域との連携はできないか、まだまだ私た
ちの課題は沢山ある、またそれが生きていく支えにな
るのではないか……、
いつもと違う帰途の車中でした。
（文・高橋俊夫）

アイスブレイクで、語ろう会の導入をして下さった川村先生

サポーターの高橋まり子さんが、たくさんの参加者から感
想をまとめてくださいました。また、メールなどで寄せら
れた感想をご紹介します。
私は、初めて合宿に参加させていただきましたが、こうして10
年、思いをつなぎ、形にするべく努力なさってきたことがよくわか
りました。これからの10年が大事ですね。私にできるお手伝いは何
かを、考えていきたいと思います。高橋さん、西田さんにも大変お
世話になりました。お名前はあげませんが、サークルエコーのみな
さんたちにも、どうぞよろしくお伝えください。

立教大学教授……赤塚光子先生

受付には参加者の名札がずらり。準備に携
わったみなさん、お疲れさまでした！

大広間で、みんなでお笑いのDVD見て大笑いした
事、今回の合宿はとても暖かく、みんなが外でひなた
ぼっこしながらおやつ食べたのが楽しかったです。ゆ
きがみなさんにお世話になりどうもありがとうござい
ました。

家族が一緒に参加でき、しかもたっぷり話す時間
があり、お互いの変化を言葉で言わなくても感じ合え
る場として、合宿はいいなぁと思いました。厚み深み
に引き込まれ、これから先も元気でいたいと思いまし
た。

先日の合宿では、大変お世話になりました。最後ま

何を話してるかわからなくなっちゃいました……。せっ

でいられなかったのが残念でしたが、興奮冷めやらぬ塚

かく耳を傾けてくださったたくさんの方にものすごく申

下さんと帰りの車のなかで、引き続き「2人語ろう会」

し訳なかったです（悲）。

をして帰りました（笑）。塚下さんいわく、「私たちこ
こでいい話してるよね！ これをテープに撮っておきた

それにしても、集まった方々の多方面さと数の多さ
と、大変ながらも明るくたくましいみなさんを見て、エ

いわ！

コーの偉大さを実感した一日でした。今後とも、デコボ

サポーター……大島

NPO法人VIVID代表……池田敦子さん

あのときはあがっちゃって、何言ってるのかわ

からなくなっちゃったもんね」
ほんとうに同感です！ 私も話しながら、いろんな

ココンビ、塚下、片岡をよろしくお願いします。

家族……片岡（妻）

ことを思い出して動揺し、頭のなかが真っ白になって、
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10年間でこんなにみんなの心を集めることができた、秋
の晴天のように快い合宿でした。自分の心と身体を少しず
つ取り戻していく一人一人……。それを支え合う人と人。
ヨシ、明日から私も……。

あゆたか……福島誠先生

とても楽しくすごせました。ありがとうございます。

ヨシ

昨日はサークルエコー10周年記念行事として「大いに語
ろう会」が開催されました。ほかの方の発言を聞いて、そ
れぞれが当事者を抱えて大きな負担を背負いながらも、前
向きな姿勢に共感を持ちました。合宿に参加させて頂き、
気持ちを新たにして、甲斐路の会にも反映させていきたい
と思います。ありがとう。

家族……村田（母）

会場にはたくさんの壁新聞が……。写真や当事者の作品が
紹介されていました。

昨日も今日も本当に良い天気で気持ちの良い二
日間でした。庭で、ゲームしたり、リズム体操し
たり大きな声で歌ったり、皆さんの元気な笑顔に
出会えて、うれしかったです。

サポーター……廖

盛りだくさんのプログラムで10周年記念成功だったと思
います。多くの人たちとの交わりができ、本当に良かった
ですネ。またこれからのエコーの歩み、みんなと力合わせ
て歩んで行きましょう。

家族……田川（妻）

講義やグループディスカッションの最中、当事者たち
は、外で何やら楽しそうでした。

会発足10周年記念ということで、たくさんの方が集ま
り、たくさんの笑顔に出会えてうれしかったです。カオ

初めてエコーのみなさまにお会いし、すぐに打
ち解け合い、楽しい時を過ごしました。当事者、
家族、ボランティアのみなさんが心一つとなり、
大きな家族となり、微笑ましく、やさしい気持ち、

ちゃんと2人の時間をたくさん過ごせて良かったです。

いっぱいでした。

サポーター……小枝

調布ドリーム……矢野喜代子さん

今年は10周年記念ということで、初めて合宿に参加
させていただきました。

た。 このような記念すべき行事の後援をTKKがさせて
いただいたこと、合宿に参加させていただいたこと、そ

生の姿を見て、生の声を聞き、本音で語り合った1日
で、感無量でした。先の7/6のTKK（東京高次脳機能障

してご挨拶に立たせていただいたこと大変光栄に存じま

害協議会）シンポとは違う切り口から語られた渡邉修先

も、その歳月は、言い尽くせない努力の積み重ねであり

生の「脳と心」についての講演。赤塚光子先生コーディ

ます。まさに「継続は力なり」です。活動し続けてこら

ネートの「住まいについて語ろう会」で参加者全員での

れたこと、その歩みを、およばずながらそばで見てきた

語り合い、「これからの生活支援のあり方を考える」に
ついての御助言。学ぶことが多いすばらしい合宿でし

者として、今さらながら感服している次第です。

す。ありがとうございました。ひとことで10年といって

TKK理事長……細見みゑさん
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今年もサークルエコーの合宿に参加させていただきまし
た。大いに語ろう会では、文字通りグループごとに話し合い
の機会をもち、みなさん、それぞれの考え方に違いはあるも
のの、現在の社会の仕組みを少しでも変えようとする意気込
みはどなたも同じだなと感じました。僕自身、自分の知識不
足を、みなさんにいろいろな面で教えていただきました。い
ままでがそうであったように、小さな声でもだんだんと大き
な組織を動かす力になるのですよね。

首都大学東京教授……渡邉修先生

低酸素脳症の家族会に参加させていただき、病院実
習ではわからなかったご家族の苦労や、退院の患者様
の生活をわずかですが知ることができ、今後、自分が
PT として働くときの糧となりました。また、地域格
差や制度についても考えさせられました。今回学んだ
ことを今後に生かしていきたいと思います。このよう

夕食時にはそれぞれ自己紹介をしました。

エコーが多くの方に支えられていることを改めて感
じました。地元の方々との交流も嬉しいことでした。

家族……田辺

な機会を与えていただき、ありがとうございました。

首都大学東京・学生……河方けいさん

異なったサークルの活動に参加してみて、思ったこ
とは、各団体の良さがあると思いました。

みちこさんとたんけんした!!きょうのごはんたべた

調布ドリーム……ヤン君

あとがたのしかった。

ゆきちゃんと福島先生とおじちゃんとブランコをし
て楽しかった!ごはんもおいしかった。とーっても楽し
かったです!!

著名な先生や会員のみなさまから貴重なお話を伺う
機会をいただき、心より感謝申しあげます。 来年も

家族……奈々ちゃん

合宿で大変多かったが楽しかった。

サポーター……優希ちゃん

河口湖で合宿をしていただきますようお願いします。

健康科学大学……川村岳人先生

ツネヨ

私の発表は住まいについての焦点がややずれてしま
ったのにも関わらず、赤塚先生のコーディネートはす
ばらしかったです。みなさまにも焦点を見極めていら
して、さりげなくまとめてくださったと思いました。
さすがです。渡辺先生の講演では、例がある限り研究
してくださっている医師がいることを知り、感激しま
したし、わかりやすく学生さんにも伝わる内容でした。
私は、まだまだ模索中ですが、入所した主人に会いた
いという新鮮な気持ちを自分の励みにしながら、元気
でいたいと思います。

家族……塚下（妻）

食堂でみんなが踊っている写真
を見て︑編集担当の私はびっく
り！ いつ︑こんな楽しそうな
ことをしていたの？

いつも来る度にサポーターの人たちにお世話にな
り感謝しています。それで私はみなさんの話を聞けた
り、年に一度の報告をしたり、体験談を聞く度に、ま
たがんばろうと意欲が出ます。

家族……秋永（母）

小さなサークルエコーですが10周年合宿は大きく、
充実した内容でした。これを機に、さらにやるべきこ
とをやらねばならないと思います。集まった方々に感
謝です。
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サークルエコー10周年記念の合宿、おめでとうござ
います。参加の学生にも学びの機会を与えていただき
本当に感謝しております。

健康科学大学教授……入江多津子先生

母たちは、もっといろんなものを得たと思いますが
僕的には絵がほめられたことが一番の収穫でした。

リョウヘイ

娘を理解するボランティアさんに見守られ、穏やか
に合宿を過ごせた事が何より幸せでした。

テーブルの上には、さまざまなおつまみやお酒が一杯。無礼講
で話ができるのが、夜の交流会のいいところです。

家族……豊田（母）

「おおいに語ろう会」では有意義な時間を過ごさせ
ていただきました。ありがとうございます。年に一度
の合宿での再会。楽しかったです。カオちゃんと 1 時
間ぐらい一緒にいたでしょうか。いろいろと発見でし
たよ。来年もお会いできるのを楽しみにしています。

立教大学・立正大学講師……西村明子先生

今年は2泊で2倍楽しみました。感謝！

サポーター……栗原

ひさしぶりの合宿に参加し、楽しいひとときを過ご
しました。今回はカメラ係で当事者と楽しく接するこ

もはや恒例になった廖さんの指導による朝の体操。

とができよかったです。

合宿に少しだけ参加させていただいてありがとうご
ざいました。10 年の思いが出て、みなさんの強さに圧
倒され、涙が止まりませんでした。私も、もっと強く

家族……西田（父）

帰り際、カオちゃんと
道子さんは一緒に記念
撮影。

なって子供とつながっていきます。

家族……平野（母）

10 周年記念行事、
「大いに語ろう会」が開催されている間、私たちは「大
いに楽しもう会」を同時に開いていました。秋晴れの暖かい日差しの中での
ダンスや歌、さらにお笑いの DVD 観賞など、今年は盛り沢山のプログラムで、
皆一緒にエンジョイすることができました。たくさんの笑顔と笑い声、「楽し
かった !」の言葉に、今年も参加できて良かったと、心から思いました。

サポーター……高橋（ま）
同じ高次脳機能障害のなかでも、低酸素脳症はとくに理解さ
れていないことがわかりました。大きな声を出す当事者を薬で止
めようとする医師の話は、理解があるとは思えません。当事者の
面倒は家族だけでみるものではありません。でも、誰の手も借り
られなかったら、入所という手段を取らなければならないでしょ
う。入所に抵抗がありましたが、離れたところから見つめる愛情
を選んでもいいのではないかと思いました。自分の体験を赤裸々
に話ができるエコーの信頼関係を見習いたいです。参加してよ
かったです。

解散後、河口湖で遊覧船に載りました。
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理解を求めて

〜会員の広報活動〜

講演

田辺和子「高次脳機能障害の理解」南青山会館（9 月 10 日）
東京パイロットクラブの 9 月定例会に先立ち、エコー会員たちの障害や生活の様子をビデオをもとに解説しま
した。

体験発表

高橋俊夫「高次脳機能障害者相談支援研修会」都社会福祉保健医療研修センター（10 月 30 日）
研修会のテーマ「行動と感情の障害がある方への理解と対応について」のなかで、参加した 3 家族が、①高
次脳機能障害と出会った当初の気持ち、現在の気持ち、時間の経過で変化したこと、②心に残る支援（良かった
こと、良くなかった支援 )）
、③相談支援に関わる方へのメッセージ、④家族会の重要性、について発表しました。

サークルエコー行事＆会合報告
8/5
8/6
8/21
8/27
8/28
9/3
9/4
9/4
9/5
9/10
9/19
9/21
9/27
9/27
9/27
9/29
10/2
10/5
10/5
10/11
10/17

スウェーデン研修打ち合わせ……スウェーデン大使館（田辺）
画像コンサルタント……世田谷・ふらっと（田辺）
TKK 東京都へ予算要望書提出……都庁（田辺、高橋）
交通安全ビデオ打ち合わせ……武蔵野日赤（田辺）
会報印刷……多摩スポーツセンター（田辺、
西田 3、高橋 2、大島 2、高橋ま、
栗原、伊藤 計 11 名）
「住まい」打ち合わせ……狛江（田辺、塚下、片岡）
TKK 公明党訪問……都議会（高橋）
TKK 会合、PICA 展……新宿（田辺、高橋）
コールセンター研究会、東川理事長・TKK 懇談……早稲田（田辺）
東京パイロットクラブで講演……南青山会館（田辺）
合宿チラシ配布……富士吉田市ほか（高橋 2）
マリン横須賀……ゆんるり（田川）
えこーたいむ……高橋宅（西田 3、田川 2、高橋 2、川村先生 計 8 名）
取材打ち合わせ……太子堂（田辺）
重度脳損傷ジャカナセンターの取り組み……世田谷ボランティアセンター（田辺）
合宿打ち合わせ……二子玉川（赤塚先生、田辺、高橋 2、西田）
スウェーデン研修打ち合わせ……スウェーデン大使館（田辺）
TKK「ボランティア（支援者）養成講座 -2-」……東京都心身障害者福祉センター（田辺）
パイロットウォーク……浅草（ 西田孝、高橋 2、大島 2、高橋ま）
合宿準備……狛江（田辺、高橋、西田、田川）
合宿準備……富士高原ファミリーロッジ
（高橋 2、田辺 2、西田 3、田川 2、栗原、福島先生西村先生、川村先生）
10/18 〜 19
10 周年記念行事合宿 ( 田辺 2、谷口、西田 4、高橋 2、田川 2、豊田 2、秋永 2、
村田 2、今仲 2、塚下、片岡、平野、大島 2、小枝、廖、高橋ま、伊藤、栗原、
ゲスト : 赤塚先生、渡邉先生、福島先生、入江先生、西村先生、川村先生、細見さん、
池田さん、矢野さんほか 計 57 名 )
10/26
マリン横須賀……ゆんるり（田川）
10/30
高次脳機能障害者相談支援研修会……茗荷谷（高橋）
10/31
障害者自立支援法に関する全国フォーラム……日比谷（田辺）
10/31
第 42 回社会保障審議会障害部会……赤坂・都道府県会館（田辺）
11/1
10 周年反省会……狛江（高橋 2、西田 3、田川 3、田辺 2）
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ご支援ありがとうございました
2008 年 8 月〜 11 月までに寄付、賛助会員費をお寄せくださった方々です。24 名、順不同・敬称略 )
西田勝

平野美香

久保田美沙子

長瀬せい子

平田暁子

田口精子

横山幸子

三浦卓

神谷律慧

矢次真知子

石原マサ子

加我牧子

末吉明香

國井邦子

矢野久喜

藪下誠子

杉本圭二郎

山田春美

市川律子

柴崎祐美

清水英子

繁野 玖美

岡田純子

三池 CO と共闘の会

10 周年記念行事開催に当たり、オラクル有志の会様より、20 万円の助成金をいただきました。

正会員 ( 当事者家族 ) は、
入会金 1,000 円、
年会費 3,000 円です。
今年度も賛助会員へのご協力宜しくお願いします。
年会費（４月〜３月）1 口 2,000 円
郵便振替
00180-0-546112 サークルエコー

【謝辞】
10 周年行事開催にあたり、講師の赤塚光子先生、渡邉修先生、健康科学大学の入江多津子先生、川
村岳人先生、立教大学の西村明子先生、TKK、甲斐路、健康科学大学・首都大学東京の学生さんたち、
富士高原ファミリーロッジの皆様のご協力に心から御礼申し上げます。
また、当事者活動については、あゆたかの福島誠先生、永くエコーを支えていただいている強力サポー
ターの皆様にあらためて感謝申し上げます。
サークルエコー 一同

2008 年 12 月〜 2009 年 2 月

エコー行事予定

・えこーたいむ…… 12/7（ナノ祭り参加）、1/24 、2/28

変更の場合がありますので、ご確認ください。

・多摩エコー……随時
・フレンズハウス（瀬戸市）毎週月曜、火曜、土曜 第 1・3 金曜

前号で『理解を求めて』のなかでご紹介しました、
伊地山悠子・敏さんの発表「若年の高次脳機能障害のある人の理解 ( 気持ち、
生活のしづらさ ) と地域生活支援を考える」は、国立リハビリテーションセンターではなく、浦和大学でした。
また、前号は 32 号ではなく 33 号でした。訂正とお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。

サークルエコー 連絡先
田辺 和子（代表）
〒 201-0013 東京都狛江市元和泉 2-7-1
谷口眞知子（ナノ）
〒 341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎 2193-1
豊田 幸子（フレンズ） 〒 489-0987 愛知県瀬戸市西山町 1-60-20

TEL/FAX 03-3430-8937
TEL/FAX 048-956-2224
TEL/FAX 0561-82-1498

☆ホームページ☆ サークルエコー http://www.circle-echo.com
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定価 百円
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特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会

お詫びと訂正

発行所

・ナノ……随時

