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学齢後期発達相談室「くらす」が開所しました！  

                    学齢後期発達相談室くらす 桜井 美佳 

 

 

 昨年 12 月 3 日に中学生・高校生を対象とした相談室「学齢後期発達相談室くらす

（以下くらす）」が港南区に開所しました。社会福祉法人横浜やまびこの里では初めて

の学齢期を対象とした事業所です。 

 開所から５か月たち、中高生の子どもたちとのやり取りを楽しみつつ、彼らの将来

に向けて取り組むことの大切さを日々感じているところです。 

 

◆「学齢後期発達相談室くらす」とは 

 横浜市では発達障害のある子どもの相談支援機関として、幼児期から小学校６年生

までを対象とした地域療育センターが８ヶ所整備されていますが、中学生以降の相談

支援（学齢後期障害児支援事業）を行う機関はこれまで２か所しかなく、その充実が

望まれていました。そこで３か所目として当法人が横浜市から事業受託して開所した

のが「くらす」です。 

 既存の２か所は医療機能を併設した機関ですが、「くらす」は医師等の医療スタッフ

を置かず、相談機能に特化した事業所です。 

 社会福祉士や臨床心理士の資格を持った職員５名で相談にあたっています。 

 

 

＜学齢後期発達相談室くらす＞        ＜相談室＞ 
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◆中学生・高校生の相談 

 当法人はこれまで成人期の自閉症や発達障害の人の支援を行ってきました。平成１

４年に開所した横浜市発達障害者支援センターでは、主に高機能といわれる大人（１

８歳以上）の発達障害の人たちの相談支援を行っています。 

 大人の相談では、本人たちも様々な経験のなかで失敗や苦労を重ねているため、自

分自身の苦手さに対する気づきを持っている人が多く、これまでの経験を一緒に振り

返り、これからのことを考えるきっかけにもなっていきます。 

 中高生の相談では、親御さんをはじめ周囲の大人からみると心配な点が多くあって

も、そのほとんどはこれから起こるであろうことに対するものなので、まだまだ少な

い経験をもとにこれからのことを考えていくのは、本人たちにとっても簡単ではあり

ません。 

 また、思春期という親との葛藤を抱える時期であるとともに、親の支えがまだまだ

必要な年齢でもあり、親御さんとの相談の比重が大きいのも、成人期の相談との大き

な違いです。 

 

◆「くらす」の相談の流れ 

 「くらす」では、まず親御さんから電話をいただくことにしています。その後に予

約の上での来所相談となります。初回の相談は親御さんだけで来所することが多く、

２回目以降から必要に応じて本人との面談を並行しておこなっています。 

 親御さんからの相談で多いのは「本人への対応の仕方」と「進路について」です。

そうした相談の背景には「対人関係の取り方がうまくない」「成績が振るわない」など

といった障害特性に関係する課題があります。 

 初回相談では、現在困っていることだけでなく、本人の特徴を把握するために 1 時

間～1 時間半くらいかけて、親御さんから聞き取りを行います。その際にすでに医療

機関などで診断や心理検査を受けている場合にはその検査結果や、母子手帳や小学校

の成績表などの持参をお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話受付 

•親御さんから、
居住区、相談内

容などをうかが

います 

日程調整 

•相談の受け方を
検討後、日程調
整の連絡をしま

す 

初回相談 

•予約した日時に
来所してくださ

い（約１時間） 

継続相談 

•相談内容に応じ
て、継続面談な
どをおこないま

す 
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 「くらす」では相談の利便性を考えて、開所日を火曜日～土曜日に設定しました。

当初は本人たちの通学に配慮して土曜日に開所することにしたのですが、開所してみ

ると親御さんの仕事の都合で土曜日を希望される方が多いことがわかりました。また

土曜日に面談を行うことにより、ご両親で来る方たちが多いのも想定していなかった

ことです。もちろん、お父さんだけ、お母さんだけの相談でも構わないのですが、ご

両親から一緒に話をうかがうことで、それぞれの考え方の微妙な相違や役割を確認し

て整理することができます。 

 

◆「くらす」の本人面談で目指すもの 

 本人が面談に来るときは、親御さんと本人に分かれて、それぞれ別の相談員が話を

聞くようにしています。 

 開所からまだ５か月ですが、これまでに相談に来た５０名ほどの子どもたちのほと

んどは、特別支援学校ではなく普通学級や普通高校、サポート校などに在籍していま

す。 

 「高校生になったらピアスをあけたいな」「アルバイトをしたいけど上手く見つけら

れない」「デートの時にはどんな格好をすればいいんだろう」「ラインって楽しいけど

面倒くさいこともある」「スマホが欲しいけど親に反対される」など、これまで相談に

来た中高生が話してくれることは、特に発達障害ならではの悩みとは言えないような

ものもあります。でも、その裏には、“友達に聞けない”“聞けるような友達がいない”

“家族とうまくやりとりできない”“明記されていないルールを理解するのが苦手”な

ど、発達障害の特徴であるコミュニケーションや社会性の障害が関係しています。 

 こうした本人の話に対して、「それはダメだよ」ではなく、「ピアスをあけるとしば

らくは痛いよ」「〇〇くんの得意なことや苦手なことを考えると、こんなアルバイトが

合うと思うよ」「服装よりもまずは清潔感が大事。行先に合わせて服装を考えよう」「こ

んな風にラインの設定をすると余計な通知が来なくなるよ」「スマホを持つことのメリ

ット・デメリットを考えて、相談員と一緒に親とルールについて話し合おう」などと

対応すると、「えー知らなかった」「なるほど、そうか」と素直に受け止めてくれるこ

とが多くあります。このようなやりとりを通して、『相談したら解決できることがある』

ということをまずは経験して欲しいと考えています。 

 困ったときに人に頼ることができるというのは、大人になってからも役立つ大きな

力です。「くらす」での相談がそうした力を育てることにつながればと思います。 

 

 

 

 



 

１９８０年５月７日 第三種郵便物認可 ２０１４年５月１５日発行 ＫＡS１４５１号 

 

   

 
マンやま 

5 

◆大人へのステップ 

 「くらす」は長い人生のなかの中学生・高校生という短い期間の関わりです。しか

し、だからこそ「くらす」の相談支援では、今現在困っていることの解決だけではな

く、将来につながる具体的なイメージを作る支援も大切になります。 

子どもたちのほとんどは高校卒業後に専門学校や大学への進学をなんとなく希望し

ていますが、その先の就労への道筋も含めて現実的に検討することは苦手です。 

そのため、今年度からは面談だけでなく、グループ活動や職業評価など一人ひとり

の特性にあった方法を工夫しながら、これまで成人期の支援を行ってきた法人の経験

を活かし、大人になることを見据えた支援をおこなっていきたいと考えています。 

数年後に大人になった子どもたちが、それぞれ納得できる生活を送れることを目指

して、職員も一緒に成長していきたいと思います。 
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理事長 塩谷 芳彦  

 

本稿は､平成 26 年 3 月 28 日開催の全体職員会議において挨拶した

草稿をもとに、平成 26 年度の法人運営に絞り加筆、修正して取り纏

めたものです｡ 

 

私は、これまで、法人の今後の事業展開について、その基本的方向

をお話してきました。この法人という経営体としての構想が、職員の

皆さんが個人として持つ障害者･高齢者支援への想いと同じ方向にあ

って、その価値が共有されていると認識していますが、計画に沿って

具体的に事業が形成されていかなければ、全く意味を成しません。一

つ一つの事業に息を吹き込むのは、その組織を構成する一人一人であ

って､他の誰でもないのです。その実現に向けた取り組みが実感でき

るよう、事業の具体化を積極的に推進することを期待します。 

 

平成 26年度の法人運営についてその概要をお話します。 

障害福祉部門においては、生活介護に関わる事業は、法人の中心事

業としての位置づけは変わるものではありません。現在においても､

いわゆる重度の人たちへの支援において法人への期待は大きいものがあります。また、

現実として､その支援が必要な障害者がまだ多く存在しています｡ 

この分野では、法人が設立以来取り組んできた地域移行のための療育の場としての

機能を再認識し、レジデンス機能の再整備を進めるとともに、短期入所枠の拡大、グ

ループホームの新設、新たな通所施設などを予定しています。 

特に、いわゆる重度障害、行動障害を伴う人の地域での生活を推進していくために

は、質、量ともに手厚い支援体制が必要であり、経営にとっての負担は少なからずあ

りますが、引き続き支援への取り組みをとことん掘り下げ、法人の存在にかけて全体

のなかで支援する体制を確かなものにしたい。この観点からも、｢ヘルパーセンターや

まびこ｣の事業は、社会生活のための支援を必要としている人たちにとってきわめて重

要です。各事業所と連携し、利用者利益に向けてより一層充実したものにしなければ

ならない事業です。 
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また、事業第 3 部の事業(相談、就労支援、就労移行等)、これらの事業は、今後、

法人の事業の中でも大きなウェイトを占める部門と位置づけています。機能的サービ

スの比重を高め、支援の幅を広げ、存在感のあるひとつの事業部門として機能してい

くことを目指します。この分野ではニーズの多さに加え、多様な相談が顕著になって

います。この法人が専門分野として受けている評価に照らし、本来の機能を一層強化

し、自閉症の理解を社会に普及するその中心的役割を担うとともに、その実態を詳ら

かに社会に発信することも私たちの使命のひとつです。 

 

高齢福祉部門では、いわゆる｢待ち｣から｢外へ｣、｢社会が支える｣に向けた取り組み

を目指します。家族、親族、近隣、地域ボランティアとのネットワークを構築するこ

とによって、地域･グループホーム･在宅での｢生活｣を受け止める、地域包括支援の分

野が重要になっています。 

この部門は、営利企業の参入により、競争への対応を強いられている状況にありま

す。しかし、ケアプラザは、(障害福祉部門でもいえることですが)、｢社会が支える｣

その中心的な担い手です。地域づくりの拠点でもあります。行政と連携して、地域に

密着した課題解決の共同に場として、機能することを目指します。 

 

管理部門についてですが、法人の組織も規模も大きくなり管理部業務は肥大化して

いることに鑑み、事務機能の再編を検討します。各部門の事業にかかわる管理事務は

各部門で行うよう、事務内容の整理と、システム環境の整備を進め、それと併行して、

法人組織における本部体制のあり方についても検討を加えます。 

人、物、金といいますが、｢物｣、｢金｣の経営資源は十分とはいえませんが、｢人｣に

は期待しています。事業は財が行うものでなく、人の集団が行うものです。 

このたび新入職員が加わり新たな仲間が増えました。新入職員にとって社会の中で

の教育機関があるとしたら、それは常に現場にあって支援を手がけられてこられた先

輩職員です。その｢仕事ぶり｣です。管理部門には、労務環境を整えるとともに、専門

職の涵養、キャリアを形成し、仕事ぶりを発揮できるよう、関係部署と連携し、計画

を具体化していくよう期待します。 

 

それぞれの部門が、将来に向けて常に新しい課題への挑戦を心がけ、一人でも多く

の障害者の社会が広がり、喜びに満ち溢れる輪を広げていくことができるよう、役職

員一同の叡智に期待します。 
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振り返る道向かう道⑧ やまびこの里へ                                

  小林 邦子 

 

最重度の自閉症である息子、俊文は 48 歳。世間の理解は得られなかった幼児期、少年期。東やま

たレジデンス入所という大きな幸運をいただいて 17 年。ようやく適切な支援指導をいただくようになり、

現在は穏やかな日々を過ごしている。母親の私は高齢者の域に入り改めて振り返る過ぎゆきである。 

 

 

 ひばりが丘学園では、学園祭、大運動会、クリスマス会など、全園生が参加し、職

員やボランティアの方々の苦心の工夫をこらしたイベントが実施される。家族ぐるみ

での参加も多く、卒園生も顔を見せ、園生たちはこの日を楽しみに待っていて明るい

表情を見せている。しかし俊文にとって園の行事は大の苦手である。人が大勢集まっ

ての歓声や、マイクの大声に機嫌が悪い。運動会は各寮の趣向をこらした仮装行列が

あり、俊文の寮は「童話の世界」という出し物の年があった。親も自分の子が童話の

国の衣装を着ているすがたに大満足という光景もあるが、ピーターパンの衣装を着て、

きらいな緑色の服にタイツ。衣装は寮で心をこめて揃えて下さったのだが、俊文にと

って何故こんな姿をするのか理解できない。自分のてのひらを震えるほど嚙んで苛立

ちをこらえて行列に加わりながら、機嫌の悪さはつのってゆく。そこに人を叩く乱暴

が加わり、すかさず投薬の量が増やされてゆく。自閉症であってもそれなりに楽しむ

園生もいるが、専門の施設はやはり必要だ。施設づくりの運動をし続けている田村さ

んたちの見識を今更ながらに思い、自分には縁の途切れた寂しさを感じていた。 

 

 学園の毎月の保護者会開催日のうち年 2 回は作業室の参観である。俊文は多量の向

精神薬のせいで作業もせずにほとんど居眠りをしていた。参観後の指導員との懇談会

では自閉症者通所施設の東やまた工房を見学した説明があり、これからは自閉症の園

生を別にした指導のための作業グループを作るという。そのグループに俊文の名前が

ないので「俊文も自閉症ですが」というと「あのねえ、小林君は自閉症などではあり

ませんよ」と、何も分かっていない母親だという顔をされた。指導員は転勤が多く、

県立の他の施設から転勤してきた方なので、多量の投薬によって虚ろな眼で常に居眠

りをし、投薬の増える度によだれを垂らしてしまう俊文からは、目の輝いていた投薬

前の俊文を想像できないだろう。この頃「自閉症」という症名すら投げ捨てたいとい

う思いがあり、そのまま黙っていた。 
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多量の投薬で虚ろな視線を向ける行動障害の園生は俊文の他にも幾人か居る。この

量は殺人だと他の医師に言われながら、投薬に口出しして園より厳しく叱られたこと

から、何年も声をあげずにきた。親しい職員に投薬についての不安を言ってみるのだ

が、投薬がなければ俊文は施設には居られないと説得されてしまう。「殺人」となる程

の多量の薬を園生たちに飲ませているＹ医師を誰も疑っていない。投薬による俊文の

様子から他の障害があるとみなされ、自閉症としてのこだわりなどが見逃され、対応

も違ってしまうのではないか。４か月後の作業の参観日に、大量の投薬が原因でぼん

やりして居眠りをすることを訴えた。「そうかもしれませんねえ」とうなずきながら聞

いてくださった。職員の方々に声をあげても、薬は仕方ないという親への説得になっ

ていたが、うなずいて聞いてくださったのは初めてのことであった。 

 

俊文は 10 歳 11 か月の時にひばりが丘学園に入所をお願いしてから 19 年を経て

いた。家庭で過ごすことができたら、違った俊文であったろうが、もしひばりが丘学

園の存在がなかったらわが家は崩壊していたろう。せめてもの親の責を果たそうと週

末帰宅や長期帰宅もほとんど欠かさずにきた。しかし、夫亡き後にアルバイトをして

いた私は、週末帰宅を 1 日延期したことがある。その日俊文は窓辺から離れず、寮へ

の渡り廊下を近づいてくる母親をじっと待っていて、最後に涙をぬぐっていたという

話を聞いた。切ない話で、週末帰宅は何としても守らなければと決心した。 

 学園は児童施設のため 20 歳までとされてきたが、俊文が 20 歳を過ぎたころに、

30 歳まで在園できる施設となった。時代の流れにそって、成人の入所施設は増えてい

るが、問題行動の多い園生は行き場がないまま年齢を重ねていた。特に俊文のような

乱暴のある園生を引き受ける施設はないという。俊文はこの学園を出れば、精神病院

の檻のなかで暮らすしかないでしょうと職員から言われた。平成 8 年 3 月で俊文は先

の見えないまま30歳を迎えることになるがその直前の 2月1日に思いもかけない知

らせが入った。やまびこの里の新しい入所施設、東やまたレジデンスに俊文の入所が

正式に決まったという。ひばりでいろいろ手配をしてくださったのだろう。明るいひ

とすじの光りが差し込んだこの時の感動と感謝は忘れることができない。 

 

 東やまた入所施設の開所は 5 月で、職員の方の家庭訪問やレジデンスでの説明会が

あり、4 月 22 日に俊文の蒲団や衣類、好きな玩具などを俊文の部屋に揃えた。建物

の構造は 2 階の広い廊下の両側に各ユニットのドアがあり、入ると広いリビングと食

堂、キッチン、風呂場、そして利用者の個室がある。俊文は最重度とされているのだ

ろう、室は目の届く食堂の脇である。ひばりでは一室に 4・5 人一緒だったので、個

室というのは何より嬉しかった。部屋には畳敷きのベッドが置かれていた。新しい施

設の地理的位置が分かれば俊文も落ち着くだろう。ひばりの週末帰宅の毎に車でやま

びこの里の前まで俊文を乗せてきて、これからはここに過ごすことを教えた。 
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 東やまたに入所の日、ひばりまで車で迎えに行った。学園では俊文のお別れ会とし

て園生たちに玄関から門まで並んでの見送りをしてもらい、レジデンスまでひばりの

担任の職員の方が付き添ってくださった。この日は 40 名の利用者が一度に入居する

という。今まで家庭に過ごしていた人の保護者にとって、入所させるというつらさも

あるだろうが、10 歳の時より施設に暮らさせるしかなかった親としては喜びの一語に

尽きた。週末帰宅で迎えにゆくと表情が優しくなっていることに驚いた。入所後しば

らくすると、俊文はベッドを嫌って床に蒲団を敷いてしまうそうで、ベッドを取りは

らい、代わりにリラックスして過ごすためのソファーを置くことを提案された。ソフ

ァーを気にいっていると聞き、こんな自由があることに幸せ感が湧いた。 

 

 やまびこの里の入所によって主治医が内山登紀夫先生に替わった。先生はこの時、

梅ヶ丘の病院に勤務されていたため、小田急線の梅ヶ丘まで薬を受け取りに行く。先

生はすぐに減薬してくださって、フルメジン 1 日 12 錠を、1 日 3 錠としてくださっ

た。減薬は続いてゆき、半年後には 1 日 72 錠から 45 錠に減った。それでもまだ多

い量とお話しいただいた。ひばりでは主治医との直接の面談は禁じられていたが、信

頼できる内山先生と直接の面談はありがたく、親としての心も安らぐ思いだった。や

がて先生は仲町台のよこはま発達クリニックの院長となられ、御世話になった。 

 

ひばりが丘学園では、自宅が電車やバスで 3 時間以上もかかる地域からの園生もい

た。途中がたいへんということで、毎回私の車で送迎を手伝っていたが、俊文が東や

またにうつった後も続けていた。ある時、帰宅の期間が同じだったので俊文も乗せて

いったが、駐車場で自分はもうここの園生ではないと主張するように、頑として俊文

は車を降りなかった。その時、以前に御世話になった指導課長さんが転勤で再び勤務

されていて、俊文に声をかけてくださった。ここで初めて投薬のことを言い、ひばり

の主治医の Y 医師の投薬量は「殺人の投薬の量だ」といわれた経緯を語ることができ

た。安全地帯に逃げてから遠吠えする犬を自分に感じたが、ようやく自己主張ができ

た心情だった。それから間もなくひばりの主治医が変わったという話を当時の保護者

から聞いた。しかしＹ医師が主治医をしている他の施設では、多量の投薬が続いてい

る現実を当時の保護者から聞き、怒りを感じた。 
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 臨床心理士の篁一誠先生に毎月一回、面談をいただけることになった。先生のお話

から俊文の困る行動の原因や、意外な心理を知ることができて、うなずくことばかり

である。帰宅するとドライブをせがむばかりなので、「もう少し待ってね」と言うと怒

るので困っていたが「この洗濯物干したら行こうね」と言うと、私が干し物をしてい

る間は好きな本を広げて見ている。「もう少し待つ」は俊文にとって先が見えないが、

洗濯物を干す間は待つのは分かる。こんなことが今までまったく気づかなかったのだ。

今更ながらの感動で、もっと早く知っていれば俊文の 10 代 20 代をもう少し楽にた

のしく過ごせたかと思う。親としての言葉かけも工夫するようになり、篁先生のご助

言の一語一語は貴重なものと受け止めた。 

 

認知症になりにくい人の趣味は囲碁に次いで短歌という記事に出会った。何か社会

の役に立ちたいと考えていたので、短歌を教えるボランティアをはじめようと思った。

地区センターで茶道教室を開いている知人に、どうすれば会場を借りられるのか尋ね

ると、何か資格を持っているかと問われた。日本歌人クラブ県委員や日本ペンクラブ

会員であることを言うと、それは肩書きであって必要なのは資格という。茶道の世界

は資格制度が厳しいが、短歌教室を開くのに資格は必要ないと後に知ったが、頭脳が

働くうちに国語の教員免許を取得しようと決心した。教員免許の基準は厳しかったが、

孫のような中学生を相手に教壇に立つ実習もなんとか果たし、58 歳で 2 級の中学校

国語教員免許を取得することができた。俊文をお願いしながら引け目を感じながら、

東やまたへの感謝は常に忘れることはなかった。 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「LIFE!」（２０１４年）  

4 月になり、ポカポカ陽気の毎日ですね。

私の大好きな春です。春になると、寒いとき

には着れない服が着れるようになります。日

が長くなり、なんだか気持ちも明るくなりま

す。新年度がスタートして色々と不安もあり

ますが、新たなことへの期待感も膨らみます。

そして花見に飲み会。桜のきれいな時期はあ

っという間に過ぎ去りますが、ビールがなく

なることはありません。私の胃袋の中に吸収

されても、また新たなビールが私に微笑みか

ける。なんてしあわせな季節なんでしょう。

さぁ、今夜も飲むぞ～！と毎日浮かれている

ノートンです。 

さて、今年もアカデミーショーが 2月に発

表されましたね。作品賞は「それでも夜は明

ける」がとりました。その他、「ゼロ・グラ

ビティ」「ダラスバイヤーズクラブ」など、

今年に入ってからショーレースで評判にな

っていた映画が続々と日本で公開され、映画

館にいつ行こうかと仕事の隙をうかがう日

が続いていました。先に挙げた「ゼロ・グラ

ビティ」「ダラスバイヤーズクラブ」の 2 本

はとてもおススメの映画です。もちろん「そ

れでも夜は明ける」も良かったですが、ちょ

っと内容がおもたい映画でした。他にも話題

になった映画もあります。その中で、今回は

「LIFE!」という映画をご紹介しましょう。 

では簡単にストーリーを・・・。 

ニューヨークの伝統ある雑誌 LIFE 誌のオ

フィスに勤め、表紙を飾る写真などフィルム

管理という地味な仕事をしているウォルタ

ー・ミティ(ベン・スティラー)。高齢の母親

と定職に就かない妹のこと、財産管理など

色々と気がかりなことを抱えつつ、10 年以

上も LIFE 誌で勤め続けてきたウォルター。

会社の中に好きな人ができてもなかなか自

信を持てず、自分の気持ちを伝えることがで

きない。そんな中、会社の経営体制が変わり、

LIFE誌の廃刊が決定。時代の流れに沿って、

ネット媒体にとって変わることになったの

だ。ある日、最後の雑誌の表紙としてふさわ

しい写真が写真家のオコンネルから送られ

てくる。ネガを確認すると指定された 25 番

のネガだけが抜け落ちていた。これまで徹底

してネガの管理を行ってきたウォルター。そ

んなミスはしないはず。25 番のネガはどこ

へ？彼はオコンネル(ショーン・ペン)に直接

会って、そのことを確認する旅に出ることに

なる。果たして、25 番のネガフィルムを見

つけることができるのか？その25番のフィ

ルムの内容とは・・・。 

原 題 は 「 THE SECRET LIFE OF 

WALTER MITTY」(ウォルター・ミティの

密かな人生)。1 人の平凡な男の人生。誰も

知らないけれど、男の人生には歩んできた色

んな過程があり、今歩んでいる道、これから

歩む道と色んな可能性を秘めている。要する

に自由に進むことができる。色々と制約はあ

っても、基本的に自分が歩む道は自由に決め

ることができる。選ぶのは自分。それがテー

マの映画でした。選択の自由はあっても、そ

れを活かすことができるかどうかは、これま

で歩んできた道(積み重ね)や周りの人のサポ

ートがあるかどうかで左右されるというこ

とも伝えています。いい映画です。ぜひご鑑

賞ください。 
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～コラム～ 

初めまして。本年度 4 月からハウス EEL で勤務しております荒川尚子

と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私の出身は福島県いわき市で、大学時代は宮城県仙台に住んでいました。

東北から出たことのない私ですが、就職を機に横浜に住むことになり、都

会ならではの事象に、驚きや感動ばかりの毎日です。最近のことで１つ例

を挙げますと、犬に驚きました。私が先日初めて山下公園に行ったときの

ことですが、今までテレビでしか見たことのないような珍しい犬を連れた

人とたくさんすれ違いました。顔も体も全部細長くてきれいな白い毛をシ

ャラーンとなびかせている犬や、大の大人ほども体が大きく仏頂面のヤン

キーのような犬、パトラッシュのアニメで見た犬、アルプスの少女ハイジ

が連れていた犬などです。地元では、近所ですれ違う犬と言えば、雑種か

シーズーくらいだったので、山下公園の珍しい犬たちとすれ違うたび、思

わず目で追い、隣を歩いていた先輩に「あれは何犬ですか？」と逐一尋ね

てしまいました。 

まだまだ都会になじめない東北娘の私ですが、少しずつ慣れていき、道

でパトラッシュに会っても驚かずに歩けるような横浜娘になりたいと思い

ます。 

ハウスＥＥＬ 荒川 尚子 
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 自閉症児の親も 

   一日にしてならず。 

                             ペンネームは                      
ｍｏｍｏｅ 

 

 

 

 

 

 

いよいよ次のステップへ その 5 の巻 

 

10 月１日 次男が通う生活介護（ベーカリー）のショップがオープン。楽しみにして

いてくれた近隣の方が次々と来店してくださり、手のあいた利用者家族もレジを手伝

うなどしながらなんとか乗り切る。しばらくは「御祝儀売れ行き」が期待できるので、

何人かの家族が有志でレジ手伝いをしてくれることになる。 

 

10 月 5 日 ケアホーム利用開始。今までここにはケアホーム利用のプロセスを何も

記述してこなかったのだが、経過をざっとお知らせすると・・・ 

 

＊２０１３年１月、賀詞交歓会でケアホームを運営している理事長さんに「１２年度

に大家さんがケアホームの建て替えをしてくれてどんな具合ですか？」と聞いたとこ

ろ「一部屋空いているよ」と教えてくれる。市内 N 町にあるということは知っていて、

同じ町内に次男が通所している生活事業所 T を運営する法人が新たにベーカリーを建

設中だったので、それまではちょっと考慮の範疇外にあったのだがこのときは少し身

近に感じられるようになっていた。 

 

＊２月 次男の通所している T のサービス管理責任者から面談の打診があり話を聞く。

「次男さんの仕事のステップアップをするため、現在作っているワンちゃん用クッキ

ーの作業の延長ともなるベーカリーへの異動を考えてみないか」とのこと。 

 

★ｍｏｍｏｅさん紹介★ 

知的障害のある人の地域生活支援をする特定非営利活動法

人の理事です。首都圏通勤圏にある某市に夫と夫の母親（要

支援 2）、某病院機構事務方勤務の長男と生活介護事業所

（通所：ベーカリー）6 年目・24 歳で知的障害と自閉症がある

(療育手帳で最重度、障害程度区分 6：現在 3 回目の申請中)

の次男と暮らしています。 
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＊３月 ほとんどが特別支援学校高等部新卒者であるベーカリー利用者のために何度

かパン作成実習をしていたので、次男も何回か参加する。T の職員の一人がそこの責

任者になることになっていたので、そのことも心強いと思っていた。ただ、T も立ち

上げと同時に利用し始め、混乱させたこともあったのでまた次男に立ち上げを経験さ

せるのはどうかと思い、異動は８月頃にさせてもらいたいと言って、そのようにして

もらう。 

 

＊４～７月 月に２回程度ベーカリーに行き作業を一緒にする。（このあたりは前々号

に書いてあります）ケアホームには７月に次男が短期利用中に見学に行き、ほかの利

用者さんの様子を見せてもらう。その方たちの支援時間帯（ほかの方も自閉症がある

ので、大体支援時間は一定している）と現在の自宅での次男の生活時間を当てはめて

みるとなんとか重ならずにできそうなので次男のスケジュールを作ってみる。それで

も次男の支援のために朝夕合わせて４時間半非常勤の支援職員が必要だということだ

ったので、私の方でも当たってみたが「そんな人がいるならこっちでほしい」と言わ

れる状態で、あきらめ（くくく）理事長さんが見つけてくれた男性を雇用してくれる

ことになる。 

 

＊９～１０月 個室の家具を買い始める。防炎カーペットやカーテンはホームセンタ

ーでもなかなか置いてあるところがなく、取り寄せ直送、カーテンは通販で調達。夫

が独身の時に使っていた「オットマン」を３階の屋根裏物置から降ろし、日光に当て、

シーツをまいてアラ隠し。テレビも置くが、ケーブルテレビにしてから家のテレビの

リモコンを触らなくなっていた次男はどうするかなあ、とこれは経過観察。エアコン

は家では私が嫌いなので、ただのお飾りになっているが、これは職員が調整するとい

うことなのでお任せする。 

 

＊１０月１日 個室の家具や日用品、寝具、衣類がそろったところで職員と最終的な

打ち合わせ。次男用のスケジュールを A４判で作り、それを職員に渡し、次男の部屋

にも掲示する。 
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＊１０月５日 初日。就寝時間後に職員から電話。「次男さんは初めてのスケジュール

内容は拒否（というか経験してないから何を表しているのかわからなかったのだろう、

職員に会うのも初めてだし、なにせ、お試しというものはないから…ない、というよ

りおためしと本番の区別って付かないし）。なので、職員がスケジュールを読んで、次

にその場所に行って一つ一つ説明しながらやってもらった。」とのこと。家では平行移

動しかないけれど、垂直移動もあるので（個室は２階、台所やふろは１階）、A4 掲示

型では使いづらいとのことでハンディサイズを作成することにする（はじめそれにし

ようかと思ったのだが、字が小さいなあ、と大判にしたのだ）。そのハンディサイズス

ケジュールを玄関の連絡帳入れにおいておくと、連絡帳を入れた後スケジュールを持

って２階に上がり、ちゃっちゃとスケジュール通り動き出したとのこと。私のアセス

メント不足～すまん。 

 

10 月 20 日 大雨のなか親の会のバーベキューをする。同じグループホームを利用し

ている先輩が２人いて、何となく意識しあっているようすがほほえましい。 

 

＊なんだか「棚からぼたもち」状況で、グループホーム利用となった。いくつかの要

因、ひとつは日中活動の場が遠くなり、一人では通所させづらくなったこと（一人に

なれる時間は残してあげたかったのだが、なにせ、「乗り鉄」が頻繁で、この分で行く

と乗り換え乗り換え「いくぜ東北！」になりそうだった）、３年あまりの毎月２泊３日

短期入所利用で夫の子離れが進んだこと、などがあって時が満ちた、いいタイミング

だ、というこちら側の踏ん切りができたことが大きいと思う。次男本人としては「家

を出たい」という意思表示はない（？）ので、こちらから提案をするしかなかったの

だが。夫と次男どちらが早く順応するか見ていたが、それはもちろん次男の勝ち！夫

は平日帰ってから次男の名前を呼びながら寝ていたベッドを見に行き、晩酌の乾杯を

次男とするまねをし、誰かに何かをしてほしい時はまず次男の名前を呼び…やれやれ。

そのほか、次男が週末帰ってくると服やひげや体の洗い具合などについてブチブチ言

っていたりもするが（私は全然気にならない）、「利用をやめろ」とは言わないので自

分で折り合いをつけて大丈夫なようにしているのだろう（？）。また義母は最初のうち

はさみしがって土曜日になると「今日は帰ってくるね、一緒にお茶しよう、お菓子は

あったかしら」などと言っていたが、先日はついに次男の帰る日を忘れていて、「あら、

いたの」などと言っていた。次号からは少しずつ利用後の様子などをお知らせしてい

きたいと思います。 
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本棚から 

 

『利他 人は人のために生きる』    

瀬戸内寂聴 、稲盛和夫 著  小学館 

『フイチン 再 見
ツァイチェン

！』 

                                        村上もとか 著  小学館 

 

年度替わりは、いろいろなことの変り目の

時期でもあり、新たな環境や事柄に浮き立つ

気持ちもさることながら、不安や焦りにさい

なまれる悩ましい季節でもあります。 

 このたびご紹介する本は、そんな時期だか

らこそ、ゆるぎないものとして持ち続けたい

人生の哲学ともいえる‘言葉’や‘行動’が

ふんだんに盛り込まれた２冊です。 

 

－「利他（りた）」とは、「他人に利益となる

よう図ること」「自分よりも他人の幸福を

願うこと」「仏語。人々に功徳・利益（り

やく）を施して救済すること」－ 

 

作家の瀬戸内寂聴氏（89歳）と京セラ名誉

会長の稲盛和夫氏（79 歳）による 2009 年暮

れの対談後に文庫本化が予定され、その後

2011 年夏の対談を加え、構成されています。

当然、２度目の対談では、東日本大震災の記

憶が覚めやらぬ時期だったので、震災関連の

話題が中心になっていますが、そこで語られ

る一つひとつのことは、時代や状況を超え、

人の心に勇気と共感を与えてくれます。 

 2010年に経営破たんしたJALを再建すべく

「78歳、無給、で JAL会長を引き受けた」稲

盛氏の話に、印象深い一節があります。「利

己的な欲深い心と『真我』と言われる利他的

な心の２つが人間の中には共存している･･･

(略)･･･心の手入れをしなかったら、この貪

欲で利己的な心のほうが自分の心をすべて

覆い尽くしてしまう・・・」「心とは、手入

れをしなければいけないもの」。 

ビジネスにおける決断においても、損得勘

定や利己主義でなく、究極のところは‘人と

してどうなのか’（お客様にとってどうなの

か）が基本、とする経営哲学をもつ稲盛氏は、

JAL 再建においても、まずは幹部を始めとす

る社員の意識改革に徹し、見事にその成果を

世の中に知らしめました。 

２冊目は、コミックです。 

数ある村上作品の中で、私は「龍－ＲＯＮ

－」やドラマ化された「ＪＩＮ－仁－」を愛

読していたので、新聞の記事で紹介されてい

た次作品に期待を寄せていました。大正生ま

れの漫画家・上田としこ（2008年没）の生涯

を題材にした伝記漫画です。単行本がすでに

２巻まで発行されていますが、「女.なんかが、

漫画なんかを描くなんて・・」といわれる時

代に、向かい風をうけながらも颯爽とわが道

を進む主人公の姿が、なんとも清々しいもの

です。ご一読あれ！ 

西尾 紀子 
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～その 55～ 情緒的な安定     

 

 毎年夏に、「自閉症カンファレンス NIPPON」（朝日新聞厚生文化事業団主催）という大きな

大会が東京で開催されています。私も実行委員の一人として参加させていただいています。例

年、米国ノースカロライナ大学 TEACCH 部の前ディレクター、ゲーリー・メジボフ先生の講義

が聴けるのも、この大会の魅力の一つです。3､4年前の講演で、大人になった自閉症の人の暮

らしや支援を取り上げた際、メジボフ先生は成人期の生活の質に影響を与える 7つの要素を紹

介されていました。 

 それは、「情緒的な安定」「良好な対人関係」「物質的な豊かさ」「人格的な発達」「身体的な

発達」「自己決定できること」「社会的な参加」です。 

 「良好な対人関係」とは、本人が、家族や友人、職場の同僚や上司、支援者と良好な関係で

あること。本人の障害特性が周囲からきちんと理解され、必要な支援や配慮があるのとないの

とでは、生活の質は大きく変わります。「物質的な豊かさ」は、一般の人たちと同等の生活水

準（住環境や食生活、経済的な保障など）が維持されていること。「人格的な発達」と「身体

的な発達」は、学校を卒業した後も、趣味や職業スキルを身に着ける学習の機会や体を動かす

スポーツや運動の機会があることを意味します。そして「自己決定できること」と「社会的な

参加」は、自分の意見や希望が尊重され、社会的な活動に参加できること、周りから受け入れ

られることです。 

 これらはどれも成人期の自閉症の人の暮らしにとって欠かせないポイントですが、メジボフ

先生が最も重要な要素として取り上げるのが「情緒的な安定」です。つまり、精神的に穏やか

であること。ちょっとした変更や周囲からの介入に応じることができ、すぐにキレたり攻撃的

な言動をとらない。些細なミスやつまづきで、過剰に落ち込んだり動揺したりしない。そうい

う「情緒的な安定」があることが、その人の暮らしの質を高めるのだという指摘です。 

 私の経験からも、「情緒的な安定」の高い自閉症の人は、周囲とより良い関係を築きやすく、

学習や運動の機会も多く、自己決定による社会参加が進みやすいように思います。逆に、情緒

的に不安定だと、周囲は関わりに苦慮し、ある意味、怒らせたり動揺させたりしないように、

そっとしておくような対応になって、可能性を狭めてしまいやすいでしょう。 

 では、その人の「情緒的な安定」を保つには何をすればいいでしょうか。そのためには、周

囲への信頼感と自分に対する肯定感が常に得られるような日常の暮らしが大事になります。嫌

なことやできないことを強要されず、好きなことやできることをたくさん経験できるように。

周囲は、本人に性急にスキルアップを求め、できないことを頑張らせ嫌なことにも慣れさせよ

うと、そればかりにならないように気を付けてください。近くに、よく泣いたりかんしゃくを

起こしたりしている自閉症の子どもがいるなら、何かその子に嫌なことや無理なことをさせて

いるのではないかと、周囲は自省すべきです。 ＜自閉症ｅサービス代表 中山清司＞ 
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よこはま三歩 
 

 はじめまして。今年度から東やまた工房で働くことになりました小

森伸雄と申します。 

入職してからまだ短いですが、「よこはま三歩」の依頼が来たので、

これからの季節にオススメの場所を紹介したいと思います。 

 今回は、本牧にある、「三渓園」をご紹介したいと思います。三渓

園は、JR 根岸線の根岸駅からバスで行くことができます。入園料が

大人 500 円と、少々かかってしまいますが、広大な日本庭園風の敷

地に、三重塔や合掌造りなどの古建築や、四季折々の植物があり、一

日居てもすべてをゆっくり見るのは大変だと思うので、一見の価値は

あると思います。 

これからの時期ですと、ハスや、ハナショウブといった薄紫色の花た

ちで水辺が彩られ、夏の空気を感じることができると思います。また、

梅雨時には、鎌倉の長谷寺のアジサイも有名ですが、三渓園でもアジ

サイを見ることができるので、オススメしたいと思います。そして散

歩のお供には、三渓園から少し本牧和田ケアプラザの方へ歩いて行く

と、「本牧館」というおいしいパン屋があるのでオススメです。 

 雨の日に、散歩なんてなかなかする気にならないと思いますが、三

渓園でなら、「雨の日の風情ある散歩、なんてのもいいんじゃないか

なぁ」、と思ったりもします。 

梅雨時に限らず一年を通じて、楽しめる場所だとも思うので、ぜひ、

三渓園へ行ってみてください。 

東やまた工房 小森 伸雄 
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表紙写真 ペンネーム：国鉄福私鉄道（こくてつふくしてつどう）  
編  集 社会福祉法人横浜やまびこの里 （編集責任者 小林信篤） 
          横浜市都筑区東山田町270番地 

TEL.045-591-2728/FＡX.045-591-2768  

法人ホームページ http://www.yamabikonosato.jp/ 

印  刷 ワークステーション 横浜市神奈川区西神奈川1-14-6-1F TEL.045-316-5710 
          購読料１部 １５円（税込み） 

△▼横浜やまびこの里後援会▼△ 

 横浜市内で自閉症という障害を持つ人たちが地域で生活をするためのサ－ビスを、一つずつ

作り出していく活動をしている『社会福祉法人横浜やまびこの里』の活動のバックアップを目

的としています。 
 

入会された方には｢マンスリーやまた｣｢後援会報｣をお届けします(郵送) 
 

会員種別 個人会員 法人会員 

会費 １口 ３，０００円／年 １口 １０，０００円／年 

入会時期 

(定時入会) 

７月または１月 

会費納入方法 (ア)７月入会者 

 ７月～１２月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は

翌年の７月に納入し、以後毎年７月となります。 

(イ)１月入会者 

 １月～６月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は翌

年の１月に納入し、以後毎年１月となります。 

振込口座 

(郵便振替) 

横浜やまびこの里後援会  <口座番号> ００２４０－３－７６１６３ 

 
 

  ★後援会のお申し込み・お問い合わせ★ 

横浜やまびこの里 後援会事務局    ＴＥＬ０４５（５９１）２７２８ 

～編集後記～ 

年度替わりは変化も多く辛い時期でもあります。先日、渋谷のアップリンクで、大学生

11 人が監督したドキュメンタリー映画『いわきノート』を観てきました。大震災と原発

事故から２年半。446 名が犠牲となり、福島第一原発の周辺町村から 2 万人以上の避難

を受け入れています。映画は、職業も年齢層も異なる人たちが集い、自らの経験や思いを

語る「未来会議 in いわき」を主軸に展開されます。そこに参加する人たちの暮らしの場に

学生たちが出向きインタビューをする中で、一人ひとりの過去・現在そして未来への思い

が映し出されます。合言葉は‘福島の人たちの声を世界に届ける’その意気込みが強く伝

わってくる映画です。ぜひご覧あれ！（西尾紀） 

http://www.yamabikonosato.jp/

