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明けましておめでとうございます。昨年はあかりやで、いろいろな新しい出会いがあり、新し

い活動が芽生えた一年でした。 

 

「義足のダンサー大前光市さんの講演会をぜひ！」春に描いた塩井さんの夢は、その後「キラ

スマ実行委員会」という形になり、秋の終わり、11月 25日見事に実現しました！ 

講演の中で、大前さんは、子どもに義足をさわらせたり、はずして足を見せたりして「靴と一

緒だよ。」「多くの人は、障がい者を知らない。知る事で、障がい者の素敵な所をきっと見つけ

てもらえると思う。そのために僕は自分をみんなに見せていきたい。」 

 

11月 9日だいち小学校の福祉学習の一環として、ほっとぽっとの仲間が先生になった授業で、 

児童「障がいの身体に生まれて、幸せだと思ったことはありますか？」 森「幸せだと思った

事？数えきれないくらいありますよ。」 児童「!!」 障がいって不幸だと思ってたかな？ 

 

SUN21…神戸西部でダウン症の子どもとその家族の会…ダウン症当事者だけではなく、身近にい

るいろいろな地域の大人や子どもたちと触れ合って、将来この子たちが地域の中で普通に近所

の人として働いたり生活していけたらいいな、と思って…そんな活動をしていきたいと思って

います。                 🌻今年もどうぞよろしくお願いいたします🌻 

 

 

ほっとぽっと このごろ 

★あちこち身体が痛かったり、風邪で寝込

んだり、文字通り倒れこむように大みそか

にゴールインしました。「やりたいこと」と

「やれること」の落差が段々広がっていく

事にため息が出てしまいます。まあ現実は

受け止めて、新年、スタートです。 

 

★たまぴーも年末少し風邪で休みました。

でも大したことは無かったようで、新年は

元気に出てきています。身体に障がいのあ

る人は、呼吸機能が悪いことが多く、その

ため風邪は「ちょっとした不調」ではなく

命取りになることもある要注意の病気で

す。何とか今年の冬もみんなが無事に乗り

切れますように。毎年の祈りです。 

 

★尊敬する先輩の K 先生をまねて、退職後 

年賀状・暑中見舞いなどの定期のご挨拶を

卒業してしまったほっと。でもそんな私に

も、「元気ですよ」と年賀状を下さる方がお

られます。それはそれで、嬉しいもので・・・ 

勝手な言い分ですね（笑）年賀状を頂いた

みなさん、ありがとうございます。１～２

ヶ月に 1 度のこの「ほっと NEWS」を「元

気でいます」の私のお便りとさせていただ

きたく、失礼をお許しください。 

 

★新しい一年が、平和でありますように。

今年も新年の広島詣でで、平和への想いを

新たにしてきました。 
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あかりや日誌  

 

11 月 5 日  新しいプリンター設置 

     （今まで使っていたブラザーのプリンター

は「神戸ろうあハウス」さんがもらって

下さいました。）  

7 日 りすさん・お兄ちゃんの地域移行

について、愛生園職員さんと話し

合い。  

25 日 大前光市さん講演会 

12 月 5 日 須磨ネットクリスマス会 

  16 日 SUN21 クリスマス会 

20 日 朗読の会 

21 日 ほっとぽっと望年会  

22 日 地域移行支援の会打ち合せ 

29 日 愛生園訪問 

1 月の予定 

4 日 あかりや初開店  

9 日 須磨ネット 

12 日・26 日 あかりや土曜オープン 

19 日 地域移行支援の会  

17 日・31 日 朗読の会 

28 日 手芸の会    

  

「第 10 回ほっとぽっと朗読発表会」概要が決まりました。 

 去年までの会場、区役所 4 階が、今年は選挙準備のために貸してもらえない！との事で大慌て。

幸い、年末に会場を確保出来ました。 

１，会場   「神戸市水道局たちばな研修センター」 

JR 神戸駅・高速神戸・地下鉄大倉山駅から近く。 

湊川神社の西、「あすてっぷ KOBE」の西隣です。 

２ 日時    3 月 30 日（土） 13:30～15:30 

３ 朗読の会及び練習日予定 

 1 月 17 日（木）13:30～ 

 1 月 31 日（木）13:30～ 

 2 月 7 日（木）13:30～ 

 2 月 21 日（木）13:30～ 

3 月 7 日（木）13:30～ 

3 月 21 日（木・祝）13:30～ 

 出演いただくみなさん、ご都合に合わせて、できるだけご参加ください。 

★今回の発表会は、第 10 回を迎えました。皆様のおかげで、こんなに続けてくる事ができました。

感謝感謝です。 

3 月 7 日（木）13:30～ 

3 月 21 日（木・祝）13:30～ 

出演して下さる皆さん、ご都合もあると思いますが出来る

だけ参加して下さい。 

 

 

3 月 29 日夜：会場準備 

30 日午前：リハーサル

で会場借りています。 

事前の練習はすべてあ

かりやです。 
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車椅子で困ってます。。 

えりな 

それから今も変わらず、古い電動車椅子に乗っ

ています。 

乗っている分には快適なのですが、いつモータ

ーが壊れて動けなくなるのかと思ったら、毎日

不安は消えません。 

新しく作ろうと思ったら、6 年後までは作れませ

ん。 

それまで、今の車椅子がもってくれるか･･･ 

なんとか 6年もってほしいと願うばかりです。 

それから、作ってもらえるような業者が見つかっ

たらいいなと思っています。 

 

 

絵里奈さんの車椅子問題は未解決ながら、

今のところ一段落のようです。使用 10 年

を超える今の電動車椅子が、もうしばらく

頑張ってくれたらいいのですが･･･。 

NEWSを読んで沢山の方から、ご心配いただ

きました。利用者本人にしか解らない使い

心地を、丁寧に聞いて一緒に考えてくださ

るような、良い業者さんがあったら、ぜひ

情報を頂ければと思います。 

今後の事は、絵里奈さんの風邪が治まった

らまた何か書くかも知れません。 

とりあえず、車椅子コラムはここまで。 

皆さんありがとうございました。 

こんにちは～。サキモトで～す。お待たせしま

した、今日は「ファンタスティック・ビースト

２」を見てきました。イエ～イ！ 

ビーストの中の動物たちが、かわいかったです

よ。特にかわいかったのは、ニフラー。変わっ

た生態のカモノハシです。キラキラしたものが

大好きで、盗むんですよね。その盗み方が、カ

ワイイ。盗んではいけないですけど、まあそこ

が本当にかわいい！ニュートにいつも怒られ

るんですがやめようとしません。ほかに、出て

きたのは中国のドラゴンのようなズーウーも

出てくるんですけど、どこかで見たことがあり

ませんか？そうあのネバーエンディングスト

ーリーに出てきた、ファルコンにそっくりなん

ですよね。日本の河童もちょっと出てくるんで

すよね。ちょっと許せない問題が二つあるんで

すよね。一つは、ダンブルドアがかっこよすぎ

ませんか？あの優しそうなイメージからは程

遠いんですよね。ちょっとセクシーなんですよ

ね。もう一つは、主人公のニュートは少し天狗

に似ていませんか。新聞ではかっこよく見えた

んですが、あれ？天狗やん！と思いました。ピ

ノキオにも似ていませんか。私の目から見た

ら、ちょっと失礼なのですが、そう見えたので

書かせていただきました。 

まあいい映画でした。ドキドキもしたしハラハ

ラもしたし冒険らしい映画でした。主人公の人

達が日本に今来ているそうですね、その人達に

こんなことを言っていた子がいたよという事

が伝わったら怒られるかも…と思います。で

も、笑ってくれたらいいなと思います。 

あ、そうそう、今夜、金曜ロードショーで「フ

ァンタスティック・ビースト１」をするそうで

すよ。以上サキモトユリの映画談義でした。 
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サキモト氏近況 

映画談議にあるように、久しぶりに映画館

に映画を見に行きました。今年はサキモト

女史、12月も元気です。冬眠は新年になっ

てから？ 

童話大賞から卒業して、もう少し長い物語

に取り組んでみようと、年の暮の決意です。 

さて来年はどんな創作を目指すのか？ 

 

 

11 月に愛生園を訪問した時、りすさんに溢

れる思いがありました。それは… 

 

お正月「家に帰りたいなあ…」とお父さん

に言ったら、「今、赤ちゃんがいるから無理

やで。」「赤ちゃんって？」 

姪っ子…お姉ちゃんの子ども…が去年結婚

して、赤ちゃんができたんだって。結婚し

たことも知らんかった。家族の事何も知ら

されへん。結婚式だって、私には関係ない

んや…。そう言って、りすさんは大粒の涙

を流しました。 

ご家族にはご家族の思いや、都合があるの

でしょう。事情はりすさんにはわかりませ

んが、何も知らされない事が寂しかったん

でしょうね。 

「私が結婚すると言っても、誰もおめでと

うを言ってくれないかもしれない。」 

今のりすさんの心配です。 

 

でも、周りではりすさんとお兄ちゃんの思

いを実現する応援団が育ちつつあります。 

お兄ちゃんが施設を出て、暮らすためには、

どのくらいの人の支援がいるか？それを集

めてみよう。いずれは、りすさんと夫婦で

地域生活を…。 

地域生活をすると言っても、そのために、

家族に負担がかかっていくというのでは困

ります。今の制度の中で、お兄ちゃんが、

そして、いずれ、二人がちゃんと生活して

いけるように考えないと、家族は、絶対に

反対し続ける事でしょう。ご両親はすでに

高齢ですから当然です。 

 

さて、二人の自立生活に向けて今の社会で

は、どんな地図が描けるでしょうか？ 

 

お正月に、筋ジス患者の鹿野靖明氏の地域生

活とそれを支えるボランティアの実話を映画

化した「こんな夜更けにバナナかよ」 

を見ました。80年代～2001年の頃。今よりず

っと制度が無い時代のお話です。 

プリーズ・オープン・ザ・ドアー 

傾聴のすすめ（８） 

吉本 悦 

二人の心の状態が、限度が、どこまである

のか、人それぞれであると思うけれど。 

怒る人は、責任を持って怒る。 

その人の心、気持ち、感情を一つ一つ考えな

がら、思いながら。 

そして、怒鳴られた人、叱られた人は、同

じく、責任を持って怒られること。なぜそん

なに怒るのか、叱るのか、何が気に入らない

のか、どこが悪いのか、怒る意味は何なのか、

違う見方があるのか、無いのか。 

一生懸命意味を考えると、ひょっとすると

思いつくかも知れない。嫌いだから怒ってい

るのではない、好きだから怒っているのかも

知れない。良かれと思っているのか、聞く。

一生懸命聴く。そう考えながら。 

聴く方の責任が、ここにはある。同じ行為

が、受け手によって、全く違う意味を持つの

だ。こだわりを持ち続けて聴けば、自分を創

る人もいれば、流すこともできる。生かすこ

とも出来る。 

７～８秒の感覚かも知れない。緊張する時、

悲しみの時、息を整えます。深く深く吸った

息を、ゆっくり口から吐き出すのを繰り返し

ます。そう、ゆっくりと。 

さくらねこ しまちゃん（５） 

夜は気温が 1～2度になるこの頃、外暮ら

しの猫たちには厳しい季節です。 

せめてしっかり食べて皮下脂肪をつけな

くては･･･とあかりやのみんなが餌を奮

発するので、シマちゃんは最近まるまる

太っています。 

 

 

 


