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秋空の下、今年も元気にウォーキング（P.9） 

Vol.67 (2017.11) 

サークルエコーは・・・・・  

 事故や病気によって脳に損傷を受けると、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。  

ホームページ http://www.circle-echo.com/  
(会報がカラーで⾒られます) 
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家族介護を考える 
～松本方哉さんの講演より～ 

埼玉県	 玉木和彦	

 
突然妻が倒れたら 
さる８月２７日（日）、浜離宮朝日ホールにお

いて、TKK 発足１５周年記念・NPO 法人設
立１０周年を記念した講演会がありました。 
父の葬儀の翌日という悲しみの中ではありま

したが、企画を通じての学びから「悲しみよ

さようなら。早く次のステップへ」と強く勇

気づけられたように感じました。 
 
特に、元ニュース JAPAN キャスターの松本
方哉さんによる記念講演（「突然妻が倒れたら

～家族の視点から語る介護生活と社会の支え

方～」）は、介護のあり方について深く考えさ

せられるものであり、私自身の介護生活に大

きな示唆を与えるものでした。 
 
松本さんは、キャスターとしてご活躍中の２

００７年末、奥様がくも膜下出血で倒れられ

ました。以来、介護が生活の中心となり、大

きく環境は変わられました。 
 
私の場合、家内が５年前に重積発作で心肺停

止となり低酸素脳症から高次脳機能障害とな

りました。 
４年前より在宅介護となりましたが、３年前

くらいから今度は歩いて３０分くらいのとこ

ろにいる両親ともに要介護状態となり、「トリ

プル介護状態」となりました。 
父親はこの２１日に白血病でなくなりました

が、週休ほぼ４日という驚異的な勤務で、社

長からのミッション「企業としての高齢化対

応」という難題にとりくんでまいりました。 
 
明快な介護コンセプト 
講演を聞いて衝撃を受けたのは、「奥様の介護

に対するコンセプト」がとても明確であると

いうことです。 
①油断しない	 ②緊張を解かない	 ③先を読

まない 
ある意味の「（介護に対する）覚悟」というの

でしょうか。 
心に響きました。 
 
近、家族介護について語られる時に「（介護

者が）自分の時間を作ること」がよく取りざ

たされます。また「がんばらない介護」とか

「快護（快互）」というキーワードもよく耳に

します。 
しかし、松本さんの介護コンセプトは、一見

すると正反対のように思われます。 
 
実は、講演を聞いた後、御礼とあわせて「自

分の時間の作り方」「介護と仕事の切り替え」

についてメールで松本さんにうかがいました。 
返信いただいた内容は「自分は３つの生き方

（上記の介護コンセプト）をしているので、

自分の時間を別には作りません。介護も仕事

もすべていっしょくたにしています。そうし

ないと在宅介護はできません」と。「自分の時

間を積極的につくるということは、緊張を解

いてしまい、油断することに通じる」という

ことでした。 
 
また「介護と仕事の切り替え」についても、

「ケアギバー（介護者）にとって、いい顔、

よそ行きの顔をする余裕はありません。１０

年くらい前までは、介護で大変であるという

姿勢を仕事上でみせないことが清いといわれ

てきましたが、標準（スタンダード）は変わ

ってきています。自分がぐちゃぐちゃになっ

ている姿をみせることで、社会も『この人は

ケアギバーである』というつきあい方をして

くれるので、その方が楽です」というお答え

をいただきました。 
 
「覚悟」ある介護 
「介護」は、もはやライフサイクルのひとつ

といっても過言ではないでしょう。 
にもかかわらず、なかなか介護に向けての「覚

悟」ができていない社会にがっかりすること
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も多くあります。 
 
先日、知り合いのシステム会社幹部から「IT
業界でも介護のための在宅勤務制度を作ろう

という気運は高まっているが、相談を受ける

のは、PC 前でしっかり仕事しているかを監視
するためのシステム開発の依頼ばかりである」

との話を聞きました。 
 
これが現実なのかもしれません。 
例えば制度を作るにしても、本当に介護生活

を理解している人でなければ、結局は「パフ

ォーマンスのための制度」になりかねません。

経営者しかりです。どこまで介護を理解して

いるか疑問です。 
 
超高齢社会といわれてはいても、介護は表面

的にしかとらえられていないように思います。 
当事者の思い、そして家族の思い･･････。 
世の中全体が、そこを正しく理解できなけれ

ば適切なサポートはできないと思います。 
 
障害を受けること、 初はとても悲しくつら

い。 
でも、「覚悟」をきめたら一生懸命に介護する。 
それが愛する家族のために必要であり、そこ

に喜びや誇りを見出すことができる。 
障害者・家族は「不便」であっても「不幸」

ではない。 
 
ケアギバーとしての「覚悟」を広く理解して

もらうためにも、介護生活の実態を正しく伝

えることが重要なのでしょう。 
施しを求めるのではなく、「不便の解消」を求

めることによって障害者が健常者と変わらな

い生活を送ることができるように、ケアギバ

ーが世の中に働きかけなければならないと思

います。 
松本さんのお話から強く感じたことです。 
 
考え方を変えれば世の中が変わる 
後に松本さんはこうも言っていました。 

「考え方を変えることで、（自分を取り巻く）

世の中が変わる」と。 
私は約２０年ほど、小売企業の店舗ならびに

本社で管理職として部下の教育に力をいれて

まいりました。その際、よく「１０円玉はど

んな形か？」という問いを投げかけました。

大多数は「円」と答えます。一部に「横から

みたら四角」とか「立体的にみたら円柱」と

いう答えが出てきます。私は、いつも「自分

から働きかけることで見え方は変わる。１０

円玉を回したら『円』になる」ということで、

多面的な見方や考え方の教育をしていたのを

思い出しました。 
 
松本さんのお話は、単に経験談だけではなく、

これからの私自身の進むべき方向性について

勇気を与えていただいたような気がします。 
「働くケアギバー」として、仕事を通じて介

護のあり方を多面的に考え、世の中に働きか

けたいと思います。「覚悟」をもって家内の介

護に取り組み、「希望」「喜び」というステッ

プへと駆け上りたいと思います。 
いわゆる「ライフワーク」として家族介護の

問題に取り組んでまいる所存です。

講演をする松本方哉さん 



1998年 10月 9日	 第三種郵便物認可（毎月 3回 8の日発行）	 2017年 11月 20日発行	 SSKU	 増刊通巻第 5937号 	

4	 Circle Echo Vol.67 2017.11 

  

TKK、15周年記念講演会を開催 
	

8 月 27 日（日）東京都中央区築地の浜離宮朝日ホールにおいて、NPO 法人東京高次脳協議会

（TKK）の発足 15 周年（NPO 法人設立 10周年）の記念講演会が開催されました。	

 細見理事長の開会あいさつのあと、小池百合子東京都知事の祝辞。都としてもしっかりと支
援していきたいと語られました。つづいて、加盟 30 団体の活動がパワーポイントで紹介され

ました。６団体でスタートした TKK も今や 30 団体の大所帯となり、早足の各団体の紹介も 1

時間を要しました。	

	 つづいては、「ご本人たちに伺う〜脳損傷からの回復」。お二方のリハビリと現状が、主治医

と、支えてきた家族との鼎談という形で進行しました。	

1組目。脳梗塞で片麻痺となった寿司店の経営者が、ふたたび自分が作ったお寿司をお客さ

んに食べてもらいたいとの強い思いでリハビリにいそしみ、寿司屋を再開されるまでになった

ことを奥様と共に語られました。（進行：長谷川	幹氏医師：三軒茶屋リハクリニック)。２組

目。頭部外傷による高次脳機能障害を負った青年と 2人の姉が登場、リハビリや支援を受ける

中、元の仕事は断念しましたが、現在の仕事を続けたいと、ご本人が明るい表情で語られまし

た。（進行：渡邉	修医師：慈恵医大第三病院リハ科)	

記念講演は、ジャーナリストの松本方哉(まつもと	まさや)氏、「突然	妻が倒れたら〜家族

の視点から語る介護生活と社会の支え方〜」。	

『ニュース JAPAN』（フジテレビ）のアンカーパーソンをつとめておられた松本氏の、奥
様に起きた突然のくも膜下出血、それに引き続くできごと。医療や福祉、ご自身の仕事、お子

さまのこと等々、会場に息もつかせぬ物語が展開しました。	

その中で、「高次脳機能障害者」への制度の脆弱さ、「高次脳機能障害」ではなく「高次脳機

能症」としたらどうか、行政に高次脳機能障害を専門とする人を入れてほしい、高次脳機能障

害者の数は、推定ではなく実態をつかんでほしい、2025 年の超少子高齢化に向け、今、対策を

しなければ等々、さまざまな提案がありました。会場は水を打ったように静まり、一言も聞き

漏らすまいとする耳目が壇上に注がれました。	

サークルエコーは、毎年の「語ろう会」の中で、当事者のことばかり語りあってきましたが、

昨年からは、介護する家族自身のこと、社会環境についても語り合うことにしてきました。こ

のたびのご講演では大きな示唆をいただきました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	（田辺和子）	

小池百合子東京都知事があいさつを 体験を語る当事者 
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 最近でびっくりしたことは、台風 21 号のときに、
朝起きたら、納屋のトタン屋根が通りの向こうの
空き地に何枚も飛んでいたことです。庭の物干し
竿がへし折れて窓のそばにトタンと一緒に落ち
ていました。台風のときは雨戸を閉めた方がよい
ですね。           （サポーター） 
 

※えっ、台風のとき、雨戸を閉めない人がいるの？ その

ことにびっくりしました。（編集） 

 ★ヨシ、ヨシ母、タナベの会話 
タナベ「ナナちゃん（ヨシの姪）が、ママになったんだってねえ」 
ヨシ「ナナのこと、まだ小さい子どもだと思っていたのでびっくりしました」 
タナベ「ヨシ君は、赤ちゃんからみたら何になるの？」 
ヨシ「う～～ん・・・・・オジイチャンなんですかね～～？」 
ヨシ母「おじいちゃんじゃないよ、大叔父よ。ヨシは大叔父なのよ」 
ヨシ「えっ、オオオジ！！！」 
タナベ「ヨシ君からみたら赤ちゃんは何になるのかな？ ⇒（スマホ検索）姪の子は『姪孫（てっそん）
とか、又姪（まためい）』なんだって！」 
「テッソン!! マタメイ?? 聞いたことないことばだねえ！！」 ⇒ 一同、キョトン、びっくり。（母） 

 

 

 偶然の一致とは思いますが… 
家内の障害年金の手続きに年金事務所に行きました
が、毎回違う担当者で、書類の不備を指摘するばか
りでなかなか真剣に取り合ってもらえませんでし
た。が、ある時に対応していただいた担当の方が、
本当に丁寧に真剣に話を聞いて対応していただきま
した。なんとその方の名前は祖父とまったくの同姓
同名（すべて同じ漢字）でした。こんなことってあ
るんだと、すぐに実家に行って仏壇に手を合わせま
した。                 （夫） 

 15 年前の 5 年間、川崎の「フリースペースあゆたか」
でお世話になった福島先生から 11 月に川崎のカフェ
で、スポ―ツ障害ボランティア養成講座の講師を依頼
されました。 
「ヨシが自己紹介を兼ねて今まで生活してきたこと
の話を」というのです。 
記憶障害が重いヨシがそんなこと出来るのかな。 
そんな依頼を受けたことにびっくりしています。 目
下、先生と打ち合わせ中です。 
その結果は、次号で。（母） 
 

びっくり 
したこと 

 後ろにいるのは誰！！ 
ある晩、遅い時間までパソコンを操作しているとき、
後ろに誰か人の気配を感じ、まさか強盗！ 恐る恐る
振り向くと足音もなく、妻が立っていた。普段床に
はいると朝起こすまでそのまま寝ているのでまさか
と思ったのです。大げさかもしれませんが心臓が一
瞬止まった感じです。どうしたのと聞くと「怖いか
ら（一人で寝ているのは）」と言うのには少々納得。 

 （夫）  
 

 主人がカレーを作った。隠
し味もコンソメも何も使
わず、お水とルーだけで作
ったのだけど、おいしくて
家族はびっくりした。私
は、蜂蜜、ベーリーフ、し
ょうゆなど、いろいろ調味
料を入れるのに。 （妻） 

私の免許更新の時期でもあり、自動車学校で高齢
者講習の授業を受けてきたこと。「あ～、とうと
う、私も高齢者の仲間入りになったのか」と、び
っくりやら、かなしいやら・・・ 
これは、びっくりした話というより、悲しい話で
すかね？              （母） 

初夏に薄紫の可愛い花を咲かせるギボウシが天
候の変化に惑わされたのか、秋の終わりなのに花
芽を 2 本つけている。40cm 程のびた蕾はふくら
んでいてもうすぐ花開く（✿❀❁）。楽しみ（＼（＾ 
＾）／）。我が家のびっくりニュースです（♪♪）。             

（サポーター） 
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東京高次脳機能障害協議会（TKK）周年記念アピール  
	 私たちは、本日 8月 27日、TKK発足 15周年・NPO法人設立 10周年を記念し、次のようにアピ
ールします。 
	 脳血管疾患や脳外傷・低酸素脳症などで脳を損傷しても、救急医療の進歩によって救命される時代

になりました。しかし、その後に残る高次脳機能障害によって大きな困難を負いながら人生を歩んで

行かねばならない人々は、年々増え続けています。 
	 国は、行政的な「高次脳機能障害診断基準」を発表し、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

からは、全国に「高次脳機能障害支援普及事業実施要綱」が通知されました。遂に、共生社会の形成

と障害者の権利の実現に向けて、日本の「障害者権利条約」批准が実現しました。 
	 TKK発足当時の、制度の谷間にあった 15年前から比べれば、確かに隔世の感があります。しかし
高次脳機能障害支援体制は恒久的なものと言えるでしょうか。 
	 地域格差のない高次脳機能障害支援体制確立のために、国や自治体が中心的な役割を果たす高次脳

機能障害者支援センターを確立し、永続的な運営をする必要があります。他人事ではなく「我が事」

と受け止め、包括的に「丸ごと」支援する公的支援制度による共生社会を実現せねばなりません。偏

見や誤解を解消するためには高次脳機能障害の理解促進が不可欠であり、義務教育の場における「障

害教育」の早急な導入が必要です。高次脳機能障害者とその家族の相談は多岐に渡ります。一次的な

窓口業務で満足しません。相談窓口は多種多様な専門員や経験者が相談に関るようにし、具体的な支

援につながるよう、更に機能の充実と強化を図ります。親亡き後や介護する家族亡き後の支援体制の

改善や整備を推進します。成年後見制度の問題も、学識経験者や専門家だけで解決しようとするので

はなく、利用者とその家族を入れた体制整備委員会の速やかな設置を図ります、、、等々の活動に邁進

していきます。	  
	 以上により、高次脳機能障害支援制度の恒久化のために、全国の高次脳機能障害者とその家族およ

びその団体、支援者の方々と手を携え、法の下に高次脳機能障害支援体制と諸施策が確立されること

こそ、喫緊の課題と考えます。 
	 私たちは、高次脳機能障害者支援法（仮称）の制定を目指して前進して参ります。	  
                                              
  	 	 	 	 	 	 	 平成 29年 8月 27日	 	  特定非営利活動法人東京高次脳機能障害協議会（TKK） 

記念講演会会場ロビーには加盟団体の展示物 
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日本脳外傷友の会第 17 回全国大会 in ぎふアピール	
	 日本脳外傷友の会（JTBIA）は２０００年に３つの家族会で発足した小さな団体でした。 
発足から１７年が経ち、現在では脳血管障害、低酸素脳症などによる高次脳機能障害の後遺症を持つ

方々も入会し、全国６3団体の連合体として活動しています。 
 
	 国立障害者リハビリテーションセンターでは、「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及

事業」として「全国連絡協議会」及び「支援コーディネーター全国会議」などの取り組みが行われて

います。 
	 全国に設置された高次脳機能障害支援拠点機関は、支援の地域格差が激しく、高次脳機能障害支援

コーディネーターも他業務との兼務であったり、非常勤職員で賄っている機関があるのも現実です。 
	 また「障害者総合支援法」による障害支援区分に於いても、ADLが自立し判定項目に該当しない高
次脳機能障害者は生活に困難があるにもかかわらず支援を受けることが出来ずにいます。 
	 今大会のテーマの「家族の元気が当事者の安心」、高次脳機能障害者を抱えた家族が地域で安心して

生活できる環境を構築していくことが当事者への安心に繋がるよう、以下のことをアピールします。 
 
◎障害者差別解消法が昨年４月に施行されましたが、障害者に対する偏見や差別は社会の中に厳然と

して残っています。障害者であることが解りにくい高次脳機能障害者（児）に対する誤解や偏見は今

なお存在しています。私たちは社会への啓発活動を積極的に継続していきます。 
 
◎障害福祉計画において高次脳機能障害支援が明確に位置づけられるよう働きかけると共に、障害特

性に対応できる知識と技術を持った専門性の高い、支援コーディネーターを常勤配置出来るよう制度、

政策の整備を要求していきます。 
 
◎以上の目的を達成するために高次脳機能障害の支援法の制定を目指していきます。 
 
「必死に生きてこそ、その生涯は光を放つ」名将・織田信長の言葉です。 
高次脳機能障害の今を生き、皆に支えられながら輝いていきましょう。 
私たちは高次脳機能障害者が輝いて生活していけるよう、当事者と共に手を携え、活動を展開してい

きます。 
 
平成 29年 10月 21日	 日本脳外傷友の会第 17回全国大会 inぎふ参加者一同 

 日本脳外傷友の会（JTBIA）は、10 月 20 日、清流長良川河畔 
にある岐阜グランドホテルにて、所属団体による「日本脳外傷友 
の会運営委員会」及び、専門職のための「高次脳機能障がい支援 
コーディネーター研修会」、翌 21 日には「日本脳外傷友の会第 17 
回全国大会 in ぎふ」を開催しました。 
 運営委員会では、来年度から事務局が変わることやその体制、 
正会員団体は会名が「脳外傷友の会」とすることになっていたが、 
情勢も変わってきており、名称変更についても議論していきた 
い、翌日の大会で出す「大会アピール」の検討などが行われ、活 
発な議論が行われました。 

 友の会が３団体で全国区をめざした初期に、準会員１号として加盟した団体で、NPO 法人東京高次脳機
能障害協議会の発足からのメンバーであるサークルエコーとして、「両団体が協力して、支援法の法制化を
進めていければ」と意見を述べました。                          （田辺） 

長良川と金華山 
（頂上には織田信長の岐阜城も見えました） 
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岐阜大会とミニミニえこーたいむ 

岐阜県大垣市	 宇納久子 
	 10月 21日、日本脳外傷友の会(JTBIA)の全国大会が岐阜で開かれることになりました。「ぎふ脳外
傷友の会長良川」では手作りの品物でバザーを出店してこの大会を盛り上げようということになり、

私も３ヶ月で約 40 個のビーズのマスコットを作りました。ビーズ作りをするのは初めてでしたがと
ても楽しかったです。友の会の有志の会員が月に 2回集まって仲良く作業しました。大貴も１回顔を
出す事ができました。 
	 大会当日、私はバザーを担当、マスコットやポーチなどを売りました。（私のビーズマスコットはほ

ぼ完売しました） 
	 バザー担当だったので、シンポジウム会場にはいれたのは、バザー終了後の午後になってからで、

田辺さんの横に座りましたが、あっという間に閉会式になりました。田辺さんにお会いするのは 2年
ぶり、２度目でした。時々、お電話で話したりはしていましたが、岐阜でお会いできるのをずっと楽

しみにしていました。 

楽しく作ったビーズのふくろう。 
よく売れました。 

	 閉会後、豊田さんも瀬戸市からかけつけ、３人でラウンジで話

しました。豊田さんとは初対面でしたが、エコーのメールでやり

取りしていたのですぐ打ち溶けて、いろんな話ができました。普

段、私は周りの人達から励まされていますが、やはり豊田さんや

田辺さんの言葉にはいろいろ経験されてきた重みや説得力があ

り、大貴のこれからに希望を持つことができました。「いつか旅行

にも行けるようになるよ」と言われて、嬉しかったです。 
	 この大会を経験して、岐阜県内の家族会の方とよりつながるこ

とができ、田辺さんと豊田さんにもお会いできて気持ちが前向き

になり、ビーズ作りの趣味まで持つことができました。バザー担

当だったので、講演はあまり聞くことができませんでしたが、い

ろいろ勉強することができた全国大会でした。 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

横須賀でランチ会 
9月 2日 学校関係は 2学期が始まり皆、日焼けした顔で久しぶりの再会を喜んだことでしょう。サー
クルエコーのメンバーも暫く顔を合わせていないことから田川さん宅に有志で集まりました。熱海合宿

の思い出や今後の予定等、田川さん手作りケーキやお寿司、みんなの持ち寄りなどを頂きながら歓談し
ました。                                      （高橋） 
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秋空の下、パイロットウォークに参加 

 
 10 月 1 日、恒例の「パイロットウォーク」が開催され、各地から脳関連の障がいがある人や支
援者など約 350 人が千代田区の憲政記念公園に集合、憲政会館前から国会議事堂の前庭にかけて
歩きました。このイベントは、1996 年に全国のパイロットクラブ（ボランティア団体）が企画し
たのが始まりで、2008 年からは、世界各国のパイロットクラブ所在地でも開催されているそうで
す。サークルエコーは、10 年以上にわたり東京パイロットクラブ様よりお声かけいただき、毎年、
他団体の方々と一緒に楽しく歩いています。今年は、TKK の仲間「いちごえ会」からも数名の方
が初参加されました。        （田辺） 

多くの団体の方々と一緒に、準備体操 

２年連続参加のハルキ君。大きくなったね。 

銀杏並木の下を お弁当はまだかな？ 

列を離れてわが道を行く！ 
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「えこーたいむ」と「会報発送準備タイム」 
（東京都武蔵野市の武蔵野プレイスにて） 

数人で近くの散歩に出ることも 
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・TKK ⾼次脳機能障害相談・⽀援室 狛江市：慈恵第三 8/4、10/27 …⽥辺 

・マリン横須賀 久⾥浜：ゆんるり 9/17、10/15 …愛 

 

 

サークルエコー行事＆会合報告 （敬称略） 

07/29 会報 66 号 印刷、発送作業・・・武蔵野プレイス 
（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川真、⼩島、仲栄真、佐野、福島） 

07/30 TKK 医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三病院（⽥辺） 
08/02 ⽥川宅お⾒舞い・・・横須賀市 

（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川３、⼭⼝、廖、⾼橋ま、⼤島、福島） 
08/05 MOMI 研（相模原事件）・・・豊島区：⽴教⼤学 
08/20 コア会議・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺２、⾼橋 2、⻄⽥２） 
8/27 TKK15 周年記念講演会・・・中央区：浜離宮朝⽇ホール（⽥辺、⻄⽥２、⾼橋、愛、⽟⽊、福島） 
08/29 TKK 東京都要望書ヒアリング・・・新宿区：都庁（⾼橋） 
09/13 ゆんるり開設 10 周年記念・・・横須賀市：久⾥浜（⽥川） 
10/01 パイロットウォーク・・・千代⽥区：国会議事堂周辺 

（⽥辺２、⻄⽥２、⾼橋２、⽥川真、廖、⾼橋ま、⼤島、栗原４、⽥辺明） 
10/01「退院後、状況に合わせて考えておくべきこと」朝⽇新聞厚⽣⽂化事業団講演会 

・・・中央区：浜離宮朝⽇ホール（⽥辺） 
10/04 会報 67 号編集会議・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２、⾼橋２、⽟⽊） 
10/09 TKK 理事会・・・調布市:あくろす会議室（⽥辺、⾼橋２） 
10/15 TKK 医療及び家族相談会・・・狛江市：慈恵第三病院（⽥辺） 
10/16 エコー 事務/会計・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２） 
10/19 ⽀援者来訪・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、札幌などから２） 
10/20 JTBIA 運営委員会・・・岐⾩市：岐⾩グランドホテル（⽥辺） 
10/21 JTBIA 全国⼤会・・・・岐⾩市：岐⾩グランドホテル（⽥辺、宇納、豊⽥） 
10/22 エコー打ち合わせ（編集会議他）：愛知県瀬⼾市：豊⽥宅（⽥辺、豊⽥３） 
10/22 TKK 港区講演会・・・港区：リーブラホール（⾼橋２） 
10/28 ⽥川家葬儀・・・横須賀市：（⽥辺、⾼橋２、⻄⽥ 3、愛、村⽥、福島、⾼橋ま、⼤島） 
11/09 広報誌取材:東京ボランティアセンター・・・稲城市：⽥辺宅（東京ボラセン２、⽥辺） 
11/11 ⾼次脳機能障害/稲城のつどい・・・稲城市：社会福祉協議会（⽥辺２） 
11/11 会報編集打ち合わせ・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、栗原２） 
11/15 兵庫県の会員と情報交換・・・稲城市：⽥辺宅（⽥辺、⻄⽥２、広⽥） 

 
⾹のペイント画と料理の写真です。ペイント画は「アケビ」。料理は
「かた焼きソバ」と「ケーク・サレ」。「ケーク・サレ」は、燻製サー
モンとキノコ、ベーコンと⽟ねぎの２種類です。ヘルパーさんと⾹で
作りました。もちろん別々の⽇に作ったものです。 
これまではメニューなどを私が決めていましたが、最近は、ヘルパー
さんと決めるようにしています。外出もヘルパーさんにスマホなどで
⾏事を探してもらい、⾃分の気に⼊った所へ⾏くようにしています。 

（豊⽥） 

 

アケビ（ペイント画） 

ケーク・サレ（２種類） かた焼そば 
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ご支援ありがとうございました 
2017年8月～11月までにご寄付、賛助会員費をお寄せくださった方々です。（順不同、敬称略） 
佐野 章子 
野間 清子 
谷 みどり 

繁野 玖美 
加賀谷 一 
平野 よう子 

志田 静 
柴崎 美穂 
吉野 庸子 

中村 頼子 
薮下 誠子 

森 節子 
戸舘 亜輝男 

川野 美也子 
庄司 博 

ぷらむ熊本（代表：一ノ瀬純二様）より、5万円のご寄付を頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	2017年12月～ 3月 活動予定 

えこーたいむ・・・・・・・・・・・・12/16（クリスマス会）、2/17、3/17 
多摩エコー・・・・・・・・・・・・・随時
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「編集後記」 

・JTBIA 運営会議＆全国大会のために、はじめて岐阜に行きました。会場から２キロほど離れた長良川沿

いのホテルに宿泊。対岸の金華山の頂上には、入城 450 年の織田信長の岐阜城が見えました。翌朝は、会

場まで川沿いを歩くことにしました。途中には「高橋尚子ロード」。市民がジョギングしていました。開館

前の長良川うかいミュージアムをのぞいたりしているうちに、あっという間に会場に到着しました。 

（Tanabe） 

・パイロットウォークに参加しました。暑いくらいの陽気で気持ちよく歩けました。帰りにはお気に入り

のお寿司屋さん「八竹」で茶巾寿司を買いました。築地にもあるそうです。オススメですよ。 （Ayako） 

編集人・・・東京都稲城市若葉台 3-1-1C-405	 電話:042-350-3292	 E-mail: kako.m.d.t.1201@nifty.com 
 脳損傷・高次脳機能障害 サークルエコー 
発行人・・・東京都世田谷区祖師谷 3-1-17 ヴェルドゥーラ祖師谷 102 号室 「定価は会費に含まれる」 
 特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会 定価 百円 

 高次脳機能障害を負った父親の身辺情報を、娘の真
理子さんは、ブログや会報にユーモラスに「おさむ
しニュース」として書いてきた。「治（おさむ）氏」
のことだから「おさむしニュース」だとずっと思っ
ていた。しかし、なんと「オサムシ」という虫が、
実際にいるのだそうな。びっくりした。（原稿：9月） 

18 年にわたり、活動してきた＜高次脳機能障碍「ぷらむ熊本」＞が、先般、活動を終了したとのご連絡

をいただきました。当事者/家族支援と、多岐にわたる啓発活動を勢力的に続けてこられたことに敬意を

表すると共に、活動終了は、いかにも残念ですが、今後は、県内 2 ヶ所（県北と県南）で茶話会のような

形で情報交換などをするようになるであろうということでした。	

訃報：会員の田川治さまが、平成 29 年 10 月 23 日、ご逝去になりました。 

サークルエコー一同、心より哀悼の意を表します。 

びっくりした 
こと 

（その２） 

父が亡くなる 1 日前に祖母（父の母）が面会に来た時、祖母は手を握
りしめ耳元で話しかけ父はうなされながらも、「うん、うん」と言いな
がら分かっているようでした。その翌朝、台風と共に天国へ旅立ちま
した。これが、今回、ビックリしたことでした。何か感じるものがあ
ったと思っています。                  （娘） 

 ★ウィキペディアより抜粋 

オサムシ（歩行虫、筬虫）は、甲虫

類のうち、オサムシ亜科に属する昆

虫の総称。肉食の甲虫で、美しい色

のものも多い。世界中にほぼ 750

属 25,000 種が分布する。 


