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閉じないで（２） 

来春就学を迎える子のお母さんから最近の話を聞きました。どこの学校がこの子に一番良いんだ

ろう･･･これは障がいがあるお子さんの親の多くが就学の時に悩む事ですね。 

「うちの子は重度だから、支援学校にと言われるだろうな。でも、最初から支援学校では、この

住んでいる地域の中でこの子の存在が無くなってしまうのではないだろうか。1年でも 2 年でも、

地域の学校に行って、道で出会っても、ああ○ちゃんだ、と言ってくれるお友達が出来たらいい

な。そのために親として協力出来ることは何でもしよう。学年が進んで、本人がしんどそうにな

ってきたら、その時支援学校にお願いするのではダメなんだろうか？」こんな両親の思いは、就

学相談に行ったいくつかの学校でことごとく拒絶されました。「歩けないのでは教室移動に困る。

身辺自立が出来ていない。特別な療育のようなことは学校では出来ない。何も期待せず、健常児

との交流だけを目指すなら･･･」これは、40 年以前、義務教育完全実施前の就学免除を出す理由

とほとんど変わりません。そして言われるのが、「支援学校には立派な施設設備があり、専門性

のある先生方がいるのだから、そちらへ行くのが、間違いなくお子さんの幸せですよ。」 

 私たちは夏にプールの会で、いくつかの支援学校のプールをお借りしてきました。確かに昔の

養護学校とは比べものにならない施設です。そして大きくて、まるで要塞のようで。「誰もが当

たり前に共に生きる事が出来る社会」はどうして作るのでしょう？小規模な養護学校を、なるべ

く交流しやすい、地域に密着した場所に作るという神戸市の方向は変わってしまったようです。 

この就学に当たっての経験を、パンダママさんが書いてくれました。今回から連載します。 

 

ほっとぽっと このごろ 

☆この年末はほっとぽっとのメンバーがこ

とごとく病魔と闘う年になってしまいまし

た。風邪をこじらせたたまぴー、腰椎の手

術をしたトド女史、薬の副作用で肝炎にな

りかけたほっとの 3 人は、もう抜け出して

復活しています。残るはマキ母とサキモト

女史、二人が新年早々１月に手術の予定で

す。どちらも大きな手術ですが、悪性のも

のではなく、良くなる希望が持てるもので

す。みんなが抜け出したとき、祝杯をあげ

ようと思います。あかりやが回らない！と

いうときあちこちから応援の声をかけてい

ただけたのは本当にありがたかったです。 

 

☆誰も来ず、シンとしている時間があるか

と思うと、次々と千客万来の日も。先日も

午後、木村先生が朗読の打ち合わせに来ら

れたとたんに、年賀状の依頼のお客様が･･･

その話も終わらないうちに、ふらっと来て

下さるグループの方がお茶を飲みに、お茶

の用意が出来るか出来ないかのうちに、近

所のおじさんが話し相手を求めて･･･ちょ

うど良いところに、最近、午後手伝いに来

て下さる T さんが現れ、話し相手を引き受

けてくれて･･･。そこに、表に並べたハンガ

ーの古着を買って下さる女性が･･･木村先

生との打ち合わせは中断ばかり。午前中は

暇でひまで、猫と遊んでいたのになあ(笑)。 
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朗 読 の 会 

12 月 19 日（第 3木曜）１３：３０～15：30 

 朗読発表会の朗読劇の脚本が出来ました。 

今年は水上勉作・ほっとぽっと朗読の会脚色の

「ブンナよ木から下りてこい」です。12月から練習し

ます。興味がある方はおいで下さい。 

参加費３００円（資料・お茶代） 

  

編集後記 

今年も、終わりが近づいてきましたね。 

私はというと、風邪を引いて 1ヶ月ぶりに 

復活しました。1回風邪を引くと、なかなか 

元には戻れないです(>_<) 

そんな体調が悪い中でも、嵐のコンサートには 

行ったんですけどねー(笑) 

そのために、今年 1年頑張ってきたような 

ものですから(o^^o) 

いつもの仲良しの友達と一緒に行って、 

ほんとに楽しい時間を過ごせました！ 

 

来年も一緒に行こうねと約束もしました♡ 

あかりやでは、さきもと百合さんのジオラ

マ展を開催したり、私が休んでいた間も、 

ちょこちょこイベントをしていました。 

次の大きなイベントは、来年の朗読発表会

ですかねー(*^_^*) 

 

みなさん、今年もお世話になりました。 

来年もよろしくお願いいたします。 

よいお年をお迎えください。 

              たまぴー 

あかりや日誌  

 

11 月２日 保護(=^..^=)ともる大阪へ 

   9 日 土曜オープン 

  10 日 バディーウォーク関西 in 兵庫 

  11 日 キルトの会 

  12 日 だいち小学校福祉授業 

  21 日 朗読の会 

  22 日～30 日 ジオラマ展「王子とうさぎ」 

  25 日 キルトの会 

12 月 14 日 土曜オープン 整体「あさん手」 

   15 日 キラスマ 

「大前光市さんとダンスの会」 

   19 日 もちつきの会 

   27 日 大掃除 

※ 今年は体調を崩している人が多いの

で、忘年会は取り止め、1 月に新年会

をします。 

※ 新年は 1 月 6 日(月)から開店します。 

 

mailto:Email/hot-pot@hi-net.zaq.ne.jp


開催しました！念願のジオラマ展 

今年の春先から、サキモト女史が急に思いつ

いたジオラマ展。「人形はいくついると思う？

声はどうするの？誰に来てほしいの？準備は

自分で出来る事はなに？誰に何をお願いする

の？」と企画のイロハからの押し問答。 

「8 月に出来たら･･･」と言っていたその矢

先、本人の体調がどうも良くない。実現した

い本人抜きで準備を進めることは出来ないの

で、遅れに遅れて、11 月に「とにかくやって

みたい」という本人の思いを受けて開催にこ

ぎつけました。小さな事でも現実のものにす

るには、夢を語っているだけではダメ。一つ

ひとつ行動を積み重ねていかなければ･･･こ

う書いてみると、自分に言い聞かせているみ

たいですが（笑）サキモト女史にはそれを体

感してほしかった。そしてこれから待ち受け

る手術とリハビリを負けずに乗り切る力にな

ればと思った事でした。 

「来年は 8 月にやるで！」by サキモトユリ 
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私と息子の小学校就活記（１） 
             

              パンダママ 
 
うちの子は重度の知的障がい児です。この

3月で 6歳。結婚して 14年目、もうあきらめ

かけていた頃に授かった子供でした。 

 ダウン症ですが、心臓など健康面では問題

が無いので初めは中度と言われました。しか

し難聴があるせいか言葉の発達が遅く、みん

なに交じって行動することも難しく、昨年、

知的重度と判定されました。 

赤ちゃんの時、ベビーマッサージを習いた

いと思ったのですが、夫婦とも親戚縁者が近

くにおらず、講習の間うちの子を見てくれる

人を求めて行きついたのが「て・あーて」と

いう児童発達支援施設でした。シュタイナー

教育を実践する、ゆったりとした保育園で、

親子とも快適に過ごさせてもらいました。 

３歳になった時、周りのダウン症のお友達

の話を聞いて、もう少し行事などもあって、

多様な生活経験が出来た方が良いのかなと思

い他の通園できるところを探し始めました。 

最初に行った「のばら学園」では、知的ク

ラスでは受入れ不可能だと。理由は誕生日順

の受入れなので、３月末生まれは受入れ順が

後になること。歩行ができない状態での受入

れは、他の子どもたちの動きについていけず、

危険だということでした。 

地域の保育園、幼稚園はほぼ問合せの段階

でお断り。そんな中、ダウン症児の受け入れ

実績のある園が「プレに通っていただければ

検討します」と言われました。通って半年、

副園長先生から言われたのは「毎日では、人

的余裕がないので、週１日ならいかがです

か？全日幼稚園に通っていることにして差し

上げますし。」と。結局、週１日通って、月謝

等は一銭もまからない。毎日通っていること

にして、加配の助成金は全日分受け取ろうっ

ていうことだったのでしょう。 

ダメもとで近くの市立幼稚園に相談に行き

ましたら「どれだけのことができるかわかり

ませんが、いいですよ。」と言ってくれました。

入園したら、加配の先生が付き、元支援学校

の校長先生が相談員として配置されていて、

お友達はみんな優しく、楽しく過ごせていま

す。やっとうちの子の居場所に行きつけて本

当に幸運だったと思っています。 

そして、うちの子もいよいよ、小学校入学

の事を考える年になりました。 

 

あっ！みーつけた♪ 

ちーちゃんのひとこまエッセー 

 

 

真弓のわくわくコラム・е・ 

「最近あった わくわくしたこと」 

少し、寒くなりましたね。 

私の最近あった わくわくしたことを紹介

します。 

10 月 20 日の金曜日に、お母さんがケース

ワーカーさんから、 

「ほんまは、ショートステイ、12 月 16 日

から 19 日までの申し込みだったけど、その

日は泊まれないので、23 日から 26 日まで

ならいいですよ。」 

と言われました。私次第と言われました。 

私は、「泊まりたい。」と答えました。 

よいクリスマスになりそうです。 

Ｔさん、Ｉさん、Ｗさん、Ｎさんが、来てく

れるといいな～                 

 

「今年の思い出」 

寒くなりました。私の 1 年間の思い出のベス

ト３を紹介します。 

３位、夏にＭさん、Ｔさん、Ｈさん、と一緒

にプールに入った事です。気持ちよかった

し、水も冷たかったし、懐かしい先生に会え

て嬉しかったからです。 

２位は、しあわせの村のにこにこでショート

ステイで初めて４泊した事です。ＴさんＩさ

んＮさんが沢山来てくれた事です。私は嬉し

かったです     

１位は家族旅行に行ったことです。愛知県の

なばなの里、山梨県で富士山を見て、岐阜県

の高山、長野の善光寺、群馬県の草津温泉を

周りました。私はとても楽しかった。 

みなさんは１年間の思い出は何ですか？ 

 

良い年をお迎えください。 

真弓 

 

にわかラグビーファン、自分がプレーして

いるぐらい力が入りました。 

 

 

 

 

 


