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車が通ったあとに残る輪の
跡という意味から、
「 先人た
ちが築いてきたものを大 切
にしながら、未来へとつない
でいく」
という思いを込めて
つけました。
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はちきん母さんから学ぶ
私 できない人がいます。

にとって忘れることの

その人は明治44（1911）年に土
佐郡大川村で呉服・雑貨商の
六女として生まれた岩崎令子
さんです。
彼女は昭和９（1934）年に海

軍軍人であった岩崎信道氏と
結婚、翌年に長男が誕生。彼
は３歳の時、脳性まひにかか
り医者から知恵遅れになると
診断されます。保育園には受
け入れを拒否され、学校でも
厄介者扱い、次第に学校にも
行かなくなります。
そ ん な 折、 昭 和19（1944）
年に夫の戦死、次男の病死と
大切な人を相次いで亡くしま
す。しかし彼女はそんな苦悩
を乗り越え、持ち前の明るさ
とバイタリティーで、障害の
ある息子に何とか専門的な教
育を受けさせたいと、昭和23
（1948）年高知市に移り住みま
すが、当時の高知市には療育
を受ける場はありませんでし
た。
彼女の願いがかなったのは、
息子が14歳の時で、受け入れ
てくれたのは、滋賀県の近江
学園でした。後日この時のこ
とを「この子のためにと、歯
を食いしばり生きてきたが、

県外に出す寂しさはとても悲

私は、この「かがみの育成

は「また、遊びにおいでくだ

しいものでした。しかし、こ

園」に昭和46（1971）年より勤

さい」と答えるのが精いっぱ

の子が幼い時より願っていた、

務させていただくことになり

いでした。

この子にあった教育をやっと

ましたが、彼女に出会った中

この短い会話の中で、彼女

受けることができると思うう

で、多くのことを学ぶ機会を

が入所し、ともに過ごした日々

れしさが、はるかに勝ってい

得ました。いろいろとお話を

が走馬灯のように過ぎ去り、

ました」と、話されていまし

聞かせていただき、知的障害

「この人の人生はどうであっ

た。

について、親の思いについて

たか？夢や希望を持ち、充実

この幸せを他の親にも分か

深く学ぶ中で、私自身育てて

した人生を過ごせたのか？私

ち合いたいと、彼女は障害児

いただいたと感謝しておりま

は、この人にとってどのよう

のいる家に足繁く通いますが、

す。

な存在であっただろうか？」

ながり」「人が大切にされる」
「人権が大切に守られる」源だ

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
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藤澤

功賀

「家にはそんな子どもはいな

その中でも最も心に残って

と。やり残したことがたくさ

い」と門前払いが続いたと言

いることは、障害のある人た

んあったような、申し訳なさ

います。しかし諦めずに活動

ちが「人として大切にされ普

や、後悔に似た思いでいっぱ

かがみの育成園誕生後、彼

を続け一人また一人と理解者

通に暮らせる社会」の実現を、

いでした。障害があろうとな

女が切望されていた施設が多

を増やし、「高知県手をつなぐ

彼女が強く願っていたことで

かろうと、それぞれに大切な

くでき、そして平成３（1991）

親の会」（現「高知県知的障害

す。私たちは、彼女の遺志を

人生があり、その人生が一人

年５月９日、くしくも、その

者育成会」）を結成することに

心に刻み、少しずつではあり

一人にとって輝いたものでな

施設が集まっての体育交流会

なります。

ますが施設での生活の質の向

くてはならないと、あらため

の日に訃報を聞くことになり

さらにこの子らに高知で専

上に努め、障害のある人たち

て痛感させられました。

ました。

門教育を受けさせることので

も可能な限り地域で生活でき

きる場をつくりたいと、街角

るようにと取り組んでいます。

と確信します。

最後に、思い出をもう一つ

岩崎令子さんは、知的障害

お話ししたいと思います。岩

者の母であるばかりでなく、

に立っての募金をはじめさま

遅々とした私どもの歩みの

崎さんは、入職したての二十

私たち福祉に携わる後輩たち

ざまな活動を行い、多くの賛

上にも、沢山の月日が流れて

歳そこそこの私にも、しっか

を、今も静かに導き続けてく

同者を得て、昭和37（1962）年

います。先日、私の入職と同

り向かい合って話してくださ

れる偉大な母でもあります。

「かがみの学園」（児童）、かが

時期に入園されたSさんが介護

いました。そして、常に相手

みの育成園」（成人）が土佐山

や医療が必要となり、40年近

の思いになって言動されるお

田町に開設されました。さら

く過ごした「かがみの育成園」

姿が、瞼に焼き付いています。

に、まだまだ多くの困ってい

から療護施設に転出する日の

こんにち、人間関係が希薄

る知的障害者のために、新た

朝礼で、両手を合わせ「皆さ

になっているとか、格差社会

社会福祉の増進に貢献する。

な施設づくりをはじめ育成会

ん、長い間お世話になりまし

のひずみとか問題視されます

高知グランドホテル鈴の創業

活動にも深くかかわり、全生

た」と挨拶されました…。両

が、彼女から学んだ「相手を

涯をかけて尽力されました。

手を合わせた彼女の一言に私

思う気持ち」こそが「人がつ

パワーズ山田
避 難スペース
落成

平 ペース整備事業によ

成25年 度 の 避 難 ス

り、生活介護事業所パワー
ズ山田に鉄骨造平屋建て
（ 延 面 積208.8 ㎡） を 建 築 い
たしました。
災害時、通常の避難所に
避難できない障害者やその
家族が、避難スペースを利
用することを想定し、概ね
40名が利用できるようにし

ています。
発災時には、かがみの育
成園、ウィッュかがみのの
「香美市香南市南国市広域
避難所」と併用して、利用
できるように整備を進めて
います。

岩崎令子さん（1911～ 1991）
高知県遺族会会長・高知県精
神薄弱者育成会理事長として、

者でもある。藍綬褒章・勲五等
瑞宝章受章

201４年（平成2６年）
７月３１日│Vol.４

ゆ め に 近 づけ る
ように
「ゆ ん ば ら な あ い か ん 」
と力強い言葉を発してくれたの

ているし、スタッフとの信頼関

はライフサポート「中村」中村

係もできていると業務に対して

第６―２ホームの畑山京子さ

太鼓判を押されています。また

ん（35歳）です。彼女は平成24

同僚からも頼りにされる存在に

年12月から中村病院で入浴介助

なっている畑山さんですが、こ

員として働いています。今回の

こに至るまでには長い道のりが

Workのコーナーでは畑山さん

ありました。

が語った「ゆめ」を紹介したい

とのコミュニケーションもとれ

幼いころ家庭の事情により家
族と離れ施設で暮らすことにな

と思います。

まで「入浴介助」をお願いした

まいました。

いという事でした。畑山さんか

○○さん熱くないかえ！○○

りました。その後、中村養護学

さん気持ちえいかえ！と患者さ

校（現在の中村特別支援学校）

んへの声掛けが自然に出ていま

を 卒 業 し 四 万 十 市 内 で 就 職、

す。脱衣、洗体・拭き、着衣と

その頃は仕事もホームでの生活

主任さんとのペアも板について

も順風満帆な時を送っていまし

います。患者さんの「気持ちが

た。その彼女の生活に、突然嵐

ええネ」という声が聞こえてく

が吹き荒れ出したのです。長く

るようです。

勤務した事業所が、経営規模の

過日、取材のため職場を訪問

縮小をはかりリストラとなって

させていただくとそこには快活

しまったのです。その後、黒潮

な笑顔の畑山さんの姿がありま

町の歯科医院へも就職しました

インタビューより

Ｑ：今の仕事はどうですか？

めぐり合わせなのか母親との

ら「ぜひやってみたい」という

Ａ：すごくやりがいがある。自

永遠の別れ、失恋、仲の良い友

声がありましたが、私たち支援

分のためになるけん。この

人の大病などが重なり、何ごと

者はその「入浴介助」業務の難

仕事をずっと続けて行きた

にもやる気を無くしてしまいま

易度の高さに、やや躊躇したこ

いがよ。自分が年がいった

した。

とを今でも覚えています。その

時やってもらえるけん恩返

この頃の畑山さんには仕事に

後、各関係機関を含めケース会

しと思いよう。

前向きに取り組む姿勢が少し足

を重ね、平成24年12月からトラ

りなくなっていたようにも思い

イアル雇用３ヶ月、ジョブコー

ます。就職難も重なりしばらく

チ支援事業等を利用し中村病院

Ａ：
「今のグループホーム（２

多機能事業所「アオ」を利用す

で勤務することになりました。

人住居）の生活はまあまあ

ることになりました。「アオ」

特にジョブコーチ支援について

やけんど将来はひとり暮ら

では清掃やリサイクルの作業に

は病院側も初めての障害者雇用

しがしたいがよ」

取り組みました。

でもあり彼女の大きな助けにな

Ｑ：一人暮らしがしたいが？

る事となりました。

Ａ：
「ひとりぐらしもええけん

「アオ」での作業は楽しかっ

した。主任さんからは患者さん

めに近づけるようにが

が、同じような結果となってし

たものの就労移行支援事業を通

就職後業務内容にも慣れてき

じ、周りの仲間が一人ひとりと

た畑山さんですが、途中人間関

就職していく姿を見てすこしさ

係で悩んだ事もありました。

Ｑ：将来の生活はどうしたいで
すか？

ど、結婚もしたいと思いよ
う。相手もおるしね。」
Ｑ：結婚したいが？

びしい気持ちになっていまし

その時は事務長さんはじめス

Ａ：
「できたら、ひとりじゃな

た。「やっぱり自分は一般就労

タッフの皆様の協力により早め

くて家族をつくりたいが

がしたい」「今のままじゃ満足

の対応ができ乗り切ることがで

よ！家族を作ってくらした

できない」という気持ちがふつ

きました。

いがよ」

ふつと湧いてきたようでした。

心配されていた「入浴介助」

そんな畑山さんに転機が訪れ

については、技術的に意外とす

「記事にしてかまんかえ？」と

たのは平成24年度に始まった高

んなり携わることができまし

尋ねたらすてきな笑顔が返って

知県主催の障害者ヘルパー２級

た。障害者職業センターによる

きました。

養成講習です。彼女は２つ返事

と、全国的にも少ないケースで

「家族をつくりたい」幼い時

でこの講習を受けると言いまし

あるから成功事例として紹介し

からの彼女の「ゆめ」は当たり

た。講習を通じ高齢者の皆様の

ていきたいと言われる程でし

前と思われることでした。しか

お世話をしてみたいと思ったそ

た。仕事に対しての自信はすご

し、彼女の過去の人生の中には

うです。

くついてきているようで、今後

当たり前のことが当たり前で

思い起こせば一般就労から離

は本人大会等で仕事について発

無い事が多すぎたかもしれませ

れ自分を見つめなおすことので

表してみたいと強く希望してい

ん。頑張り屋の畑山さんはこれ

きた「アオ」での充電期間が、

ます。

からも自分の素敵な「ゆめ」に

仕事も充実、ホームの生活に

向かってチャレンジする事と思

と言っても過言ではありません。 も十分に満足しているようです

います。そんなあなたをわたし

ヘルパー２級取得後、中村病院

が、決して現状に留まるつもり

たちみんなで応援しています。

で求人があるとの情報が入りま

はないとのことです。

このあとの畑山さんをつくった

した。連絡すると事業所からの
要望として、清掃や給食に関し

冒頭の彼女の「ゆめ」とはな

障害者就業・生活支援センター
「ラポール」

んでしょうか。

上岡

ては業務委託しているからあく

敬

ファッションショーの実現
障 ファッションに興味を

害のある人がもっと

持ってもらいたいとの思いか

頂いたのがきっかけでした。そ

Q：美容関係の方などどういう

して、職員に提案し、話を進め

ふうにプランしていきました

ていきました。

か？

Q：モデルさんの服は、どのよ

た。会場では、歓声が上がるな

A：ヘアメイク関係の専門学校

うにしてコーディネートしてい

ど観客の皆様に大いに盛り上げ

Q：まず、どういったところか

２校にボランティアを依頼しま

きましたか？

て頂きました。出演している人

ら取り組みましたか？

したが、学生では難しいと断ら

A：自分で考えた方や職員と一

も観る人もみんなに楽しんで頂

A：はたして、モデルをしたい

れました。知り合いの美容師に

緒に考えた方など様々です。一

けたのではないかと思っていま

方がいるのか？

誰かいないか相談したところ、

緒にお店に購入しに行った方も

す。楽屋では、衣装チェンジで

観てくれる方がいるのか？

その方が引き受けてくれること

いましたし、職員が持ち寄った

ごった返し、さながらパリコレ

手伝ってくれる美容関係の方

になり、美容師さん２名の確保

服や小物を選ぶ方もいました。

の楽屋の様子でした。パリコレ

ら、平成26年２月ファッション
ショーを開催しました。
今回のショーの企画運営され
たライフサポート「大津」 サー
ビス管理責任者

葛目博子さん

にお話を聞きました。
Q：いつごろからファッション
ショーをしようと思っていたの
ですか？
A：２年程前に、障害のある方
たちのファッションショーの写
真集を作ったというカメラマン
の方と知り合い、その写真集を

がいるのか？

ができました。

した。

A：緊張しながらも自信に満ち
たモデルさんの姿が印象的でし

何着も着替えての服選びは、

は想像ですが…ね。

会場の準備ができるのか？

ショーを終えてみて、ヘアメ

とても楽しいものでもありまし

色んな不安がありました。

イクは事前にモデルの写真や希

たし、時間がかかるのでモデル

Q：観客は、どのくらい来てい

まずは、モデルさんの募集を

望を聞き、イメージを描いてい

さんの体力勝負といったところ

ましたか？

したところ10名ほどの方が手を

ただき、当日は短時間に11名も

もありました。（笑）

A：このことは、当日にならな

あげてくれたので、不安はあり

のヘアメイクを仕上げてくれま

ましたが動き始めました。

した。これはプロの美容師さん

Q：ショーの間、舞台裏も含め

でないとできなかったと感じま

てどんな様子でしたか？

いとわからなかったので一番不
安でした。
いざ、始まってみると障害者

201４年（平成26年）
７月31日│Vol.４

あの人は今～退園された人たちのその後～
現 の育成園では65歳を超え

が目立ちはじめました。本人も

を使って施設内を歩くことが日

されました。平成24年暮れに開

だけ長く」という思いと「新し

歩いたら転倒してしまうのでは

課となっており、運動も確保さ

設された新しい施設で空気のき

い環境に順応できるうちに移行

ないかという恐怖感からか気力

れ以前よりも肌艶も良いような

れいな自然の中にあり、環境と

を」との思いが交錯し判断に迷

います。また、50歳を超えた方

も減退し、居室から移動するこ

印象を受けたとのことでした。

しては抜群、私も山田さんはこ

います。

とを拒否することが多くなって

井上さんは移行後しばらくの

こへ移れたなら安心して生活で

「本人が安心して暮らせるに

いきました。好きだった入浴や

間「育成園に帰りたい」と泣き

きるのではないかと確信しまし

は」を念頭に置きながら、障害

食事までも嫌がるようになり、

続ける日々を送ったそうです

た。ご本人にも見学してもらっ

者施設の役割を考えるならば、

本人にとって日々の生活が満足

が、現在は環境にも慣れ、毎日

たところすぐに気に入った様子

少しでも本人が機能を維持して

を得るものではなくなっていき

穏やかに過ごされているとのこ

で、園に戻ってからも「いつか

いるうちに、本人の状態に応じ

ました。スタッフ間でも何度も

とでした。部屋やレイアウトを

ら行ける？」と気持ちは既に新

た環境への移行が望ましいので

話し合いを重ね、やはりここで

変更するなど工夫しながら、ス

しい生活へと動いたようでし

はないかと考えるようになって

の生活は限界が近づいているの

タッフの方々も試行錯誤され、

た。その後、韮生郷様よりお返

きました。もちろんご本人、ご

ではないかと判断、移行先を模

現在の安心につなげて下さった

事があり、入所に至りました。

家族のご意向もいただきながら

索することとなりました。でき

のではないかと感じました。

そして移行から１ヶ月程過ぎ

どういった支援がベストである

在障害者支援施設かがみ

た方が81名中12名ご利用されて

となると実に35名を数えます。
この数字のように利用者の高齢
化が徐々に進んでおり、老年期
をどう捉えどう支援していく
か、これから私達の取り組むべ
き課題のひとつでもあると考え
ています。今回はそんな中、本
園を退所され介護保険施設に移
行されたお二人の退所に至る経
緯と現在の暮らしぶりについて

るだけ自宅から近い場所を候補

山田晴雄さん（67歳）はかが

た頃、山田さんにお会いしまし

のか共に考えていきます。井上

に探しましたが、なかなか入所

みの育成園に昭和42年に入所、

た。ちょうど入浴後のおやつの

さんのお母様は長年生活したか

の順番はきませんでした。じっ

46年間本園で過ごし、この４月

時間帯で、ゆったりテレビを観

がみの育成園に愛着を持って下

井上昌秀さんは昭和49年にか

としていてもご本人の生活は改

に特別養護老人ホーム韮生郷へ

て過ごされていました。かがみ

さり、離れることに大変苦悩さ

がみの育成園に入所され、本園

善されないと、葉山荘様や他施

移 行 さ れ ま し た。 ２ 年 前 外 出

の育成園と今の生活とではどち

れました。そういったご家族の

での39年間の生活を経て昨年８

設に出向き、本人の現状を伝え

中、道でうずくまり歩けない状

らが気に入っているかとの質問

思いも心に刻みながら今後の高

月に特別養護老人ホーム葉山荘

て回りました。熱意が伝わった

態となりました。次第に歩幅が

には「こっち（韮生郷）」と即

齢者への支援のあり方を模索し

に移行されました。ここ数年加

のか葉山荘様より入所をお受け

極端に狭くなり、歩行がおぼつ

答。移行に関わった人間として

ていきたいと思います。

齢とともに股関節の軟骨がすり

下さるとのご返事をいただき、

かなくなりました。そして急激

ほっとした瞬間でした。入浴の

最後に葉山荘様、韮生郷様に

減り痛みをともない、歩行が困

移行の運びとなりました。

に歩行が困難となり、その年の

場面では最初の２週間程は嫌が

は、当園を退所された後、両高

報告させていただきたいと思い
ます。

難となっていました。また平成

移行からしばらくして井上さ

秋には車椅子での生活になりま

ることもあったようですが、現

齢者施設で手厚く介護して下

４年より緑内障を発症し視野狭

んを訪問させていただきまし

した。医師からパーキンソン症

在は気持ちよく入浴されている

さっている様子を見て、井上さ

窄が次第に進み、歩くと壁に真

た。寝起きのせいもあってかほ

候群と診断を受けました。移行

ようでした。また、ジャンパー

ん、山田さんを大切にしてくだ

正面からぶつかったり、食事の

とんど口を開いてくれませんで

先を模索し香美市役所に出向い

が好きということから男性ス

さっているのを感じ、感謝の気

際目の前のお茶碗に気がつかな

し た が、 大 好 物 の コ ー ラ を 手

たところ、同市物部町にある特

タッフさんから白い爽やかなウ

持ちで一杯です。厚く御礼申し

いような状態となり視力の衰え

渡 し「 飲 む？」 と 訊 く と「 飲

別養護老人ホーム韮生郷を紹介

インドブレーカーをちゃっかり

上げます。私もお二人の今後を

む！」 と 答 え て く れ、

いただいたりして、新

できる限り追いかけていきたい

二人でコーラを楽しみ

しい環境に少しずつ馴

ま し た。 ま た、 つ い 先

染むことができている

と思います。

日女性スタッフ３人で

なと実感して帰路につ

井上さんを訪ねた際に

きました。

はだんだんと思い出し

私自身、老年期の方

てくれたのか話がはず

の支援を考える際、
「住

ん だ よ う で す。 歩 行 器

み慣れた場所でできる

就業・生活支援センター「ゆう

そうにしている姿を見て、その

もちろんのこと、観客の方も含

あい」の登録者、家族の方、関

ままの格好で出掛けたいよね！

めみんなが日頃のオシャレ度も

係機関の方、法人の職員など34

と 思 い ま し た。 当 日 シ ョ ー の

増すのではないかと期待してい

名の方が観に来てくださいまし

後、モデルさん全員がこじゃれ

ます。

た。事前の宣伝（職員研修会、

た（おしゃれな）レストランで

手をつなぐ高知県大会にて）効

ランチを取り、会話も弾んで楽

Q：ズバリ今後、ファッション

果もあったのかなと思っていま

しいひとときを過ごしました。

ショーの予定はありますか？
A：そうですね。モデルをやっ

す。モデルさんも宣伝していた
ようで、高知県障害者職業セン

Q：葛目さん、一言で感想を？

てみたいと声が上がれば第２弾

ターの方が観に来て下さり非常

A：少ない予算で華やかな催し

もあるかもしれませんね。

にうれしかったです。また、モ

をしようという無茶な企画は、

デルが花束を頂くというサプラ

苦労も多かったです。しかし充

イズもありました。

実した表情をしているモデルさ
んの姿を見ると、日々の暮らし

Q：ショーの後、どこかに行か

の中でなかなかできない体験を

れたそうですが・・？

して頂くこともできて大成功、

A：当日までにモデルさんたち

裏方として大満足のファッショ

が衣服のコーディネートを楽し

ンショーでした。モデルさんは

その時は、皆さんぜひ見に来
てください。
障害者就業・生活支援センター
「ゆうあい」
横田

優子

障害者支援施設かがみの育成園
和田

敦史

２０１４年（平成26年）
７月31日│Vol.４

「ロータリークラブからの贈り物」
四 から利用者さんの要望

だけることになりました。そ

真剣に、より楽しんで充実し

こでバットとボールを寄付し

た練習ができました。また、

でスタートしたライフサポー

ていただけることになり、５

今後も練習指導や寄付をと

ト「中村」のソフトボール練

月11日（日）の練習前に運動

言っていただき、みんなとて

習。安並の運動場で練習して

場で贈呈式が行われました。

も喜んでいます。

万 十 市 で 平 成25年11月

います。

その後の練習では、中村ロー

この度この活動が中村ロー

タリークラブの方の指導でい

タリークラブの目にとまり、

つもよりもレベルが高い練習

練習の指導や試合をしていた

ができたので、みんなはより

ライフサポート「中村」

至 平成26年3月31日）

弘田

（単位：円）

1頁

敏史

資金収支計算書（自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日）

（単位：円）

1頁

平成

社会福祉法人 高知県知的障害者育成会 決算書

事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日

共同生活援助事業

年度

25

貸借対照表（平成24年3月31日現在）

ご意見・ご感想
機関紙「わだち 轍」に関するご意見・
ご感想などございましたら、下記連絡先
までお寄せください。
いただいた貴重なご意見を今後の機関紙
づくりの参考とさせていただきたいと思
います。
総合支援センターかがみの
社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
TEL 088-855-3717
FAX 088-855-6181

