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神奈 川 支 部 会 報第 5号

私た ち自身 で
治療法 の確立 と
生 活 の質 の膚土 を目指 す

」RPS神 奈川支部

神奈川支部支援会 員 (順 不同)
・ (株 )東 栄 エ ンジエ ア リング
0(株 )ウ イル マ ン
・ (有 )結 伸 工業
・ 英弘精機 (株 )
・ 高木 緑様
・ 木村邦雄様
0 フォ トプ レシジ ョン (株 )
・ (株 )ナ カダ技研
☆ ご支援 に心よ り感謝 いた します☆
1:県 民サポニ トセン1夕 ￨￨■ ‐
神1奈 サ
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横浜1駅 西 日よ り徒歩約 5分
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JRPS神

奈 川 の行 事一

第 二 回得 々講座開催 される

秋晴れの 10月 11日 、 JRPS神 奈川支部主催の得 々講座
が下記内容 にて神奈川県民活動サポ ー トセンタ ー会議室 に於 いて
開催 され ま した。
・ 講演テ ーマ
「視覚障害者 の教育 と就労」
・ 講師
神崎好嘉 さん (横 浜市立盲学校教師)
テ ーマが我 々患者 にとって早晩直面する切実な関心事 であ り
神奈川支部会員だけでな く、就学児の保護者や他支部 の会員な ど
幅広 い層の参加者 45名 が集 いま した。
この分野の専 門家であ られる神崎先生は、用意 された レジメ
をもとに具体的ケ ースを交えて熱心 に説明 され、参加者 も真剣 に
聞き入 って いま した。
その後 、質疑応答の時間に入 り「視覚障害児 の進 学 は盲学校 に
す べ きか普通学校 にすべ きか」 「あはき師の訓 練 を受 :す た い と思
っていますが、どういう人 (性 格 )が 適 して いるので しようかJ
「ヘルスキ ーパー になるにはどんな学校でどんな教科を学 べ ば
いいので しょうか」等 々の質問 に対 して親切丁寧な回答 があ り、
終了予定時刻を 1時 間もオ ーバー して成功裡 に終 了 しま した。
最後 に、京都 よ り参加 された園近畿支部副部長 よ り強カ ベ ンラ
イ トの紹介 とデモ ンス トレー シ ョンがあ り、その後懇親会 に足を
運ぶ頃 には外は秋 の夕 闇が追 って いま した。
森 田祐吉 (横 浜市 )

情報 コーナー
● 連載

よもやま情報 (1)

今回か ら福祉制度的な情報 はもちろん、日常生活に役立つちょっ
とした工夫か ら趣味、娯楽 に到るまでの情報 を少 しづつ掲載 いた し
ます。まずは行政サイ ドの制度はある程度御存知の方 もい らっしゃ
ると思 いますので、少 し柔 らかな分野か ら入ることにします。
◇ 百貨店・ スーパーでの買 い物
たいていの百貨店やスーパーでは「見えな いので売場を案内 して
ほしい」と申 し出れば、誰か しら案内 して くれます。 申 し出る所
は案内所かサー ビスカウンターです。自杖 を持 っていた方が いもヽ
で
す。まれ に小さなスーパーで繁忙時には断 られる場合 もあるようで
すが、たいていは oKの はずです。案内所の場所さえ覚えて しまえ
ば、いつで も一人で買 い物 に行 くことができます。店内をよ く知 っ
ている人が案内 して くれるわけですから、家族やボランテ ィアの人
と行 くよ りもかえって 目的のものが早 く見つかった り、掘出 し物
を教えてくれた りと良 いことがあ りますよ。
◇ クレジ ッ トカ… ド
高島屋 においての高島屋カー ド,そ ごうにおいてのそごうカー ド
での買 い物は、視覚障害者 はサインを しな くてもよしヽ
制度ができて
います。 しか し他のク レジ ッ トカー ドではサインを求められますが
見えて いた経験があり文字を書 いたことのある人だった ら、サイン
くらいちょっとした工夫でできます。サインをする場所 さえわかれ
ば書けるのですか ら、カー ドで書 く場所の下の線 に合わせてもらい
ます。つまリカー ドの上のへ りに沿 ってその上に書 くことにな りま
す。そうすれば書 くガイ ドができていますか ら、あとは長年書き慣
れた 自分の名前ですからスラス ラ書けるとい うわけです。
文字を書 いた経験のな い方や長 い間書 いていな い方 も少 し練習
すればすぐに書けるよ うにな ります。サインは漢字でなくても通用
します。簡単な平仮名や片仮名でもよいのです。

「サインを書 くための枠」が視覚障害者用具 として売 られて もいま
すが ,こ こに紹介 した方法で も充分 書 けます。
◇ リーデ ィングサ ー ビス
※電話をすれば折 り返 し電話 で新聞の代読を して くれます。
※辞書を引 いて くれ ます。
※ FAXで 書類、手紙、カタ ログ等送れば代読 して くれ ます。
プライバ シー保護 の為代読後直ち に処 分 します。
※サ ー ビス提供 日・ 時間
月曜 日〜金曜 日 (祝 ・休 日、新聞休刊 日、年末年始 は除 く)
午前 10時 〜午後 3時
※一 回のfll用 時間は 20分 程度 にして下 さい。
※受付 電話 :045‑663‑5656

FAX:045‑663‑8080

N tt Tリ ーデ ィングサ ー ビス横浜会

◇

新郵便番号 フ リーダイヤルで案 内
98年 2月 か らスタ ー トする 7ケ タの新郵便番号 の問 い合 わせ
を 99年 1月 まで無料 で電話 にて受け付 けます。
受付は 日曜を除 く毎 躍午前 9時 か ら午後 5時 までで ,年 末年始
(12月 1月 2月 )は 日曜 も受付 ます。繁忙機 は 1回 に 5件 まで と
させていただきたい との こと。
受付番号 …… 0120‑85‑7552

◇ 障害者 の人権 110番
横浜弁護士会では障害者の 日 (12月 9日 )に ちなみ、電話・
FAXに よる障害者 の人権 に関す る無料法律相談 を行 います。障害
者・ 家族 の方 々が抱えて いる様 々な問題の御相談 に応 じて くれます。
日時 :12月 9日 (火 )午 前 10時 〜午後 4時
電話 :045‑211‑0781

FAX:045‑211‐ 0786
FAXで 御相談の方は連絡先明記 の上、時間内にお流 し下 さい。

この件 に関する問合わせは
弁護士会事務局 (045‑211‑7707)迄

ロー ビジ ョンク リニ ック開設 !!
私 た ちが待 ち望んだ ロー ビジ ョンク リニ ックが北里大学 に開設
され ま した。 眼科医師、視能訓練 士、ケ ース ワーカ ーが 一体 と
な って私 た ちの残存視能 を活用 して、よ り良 い 日常生活 を送 る為
の訓練 ・ 指導 を して くれ ます。今後 の施設 ・ 設備 の充実 は、 多 く
の患 者 がTll用 す る こ とにかか つて いる と思 い ます。
場所 :北 里大学東病 院
〒 228
相模原市麻溝台 2‑2‑1
丁 EL
0427‑48‑9111(代
表)
◇

―
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12月 6日
12月 20日

1998年

奈 川 の活動

)
(土 )
(土

1月 10日 (土 )
1月 1墓 園 (火 )

―

ミユ集会
ボーリング大会
ミニ集会
医療講演会・ 相談会
(厚 木保健福祉事務所 の主催 で す)

場所 :厚 本保健福祉事務所
時間 :午 前 10時 〜 12時 講演会
午後 1時 〜 3時 相談会
1月 31日 (土 )〜 2月 1日 (日 )
合宿交流会
2月 7日 (土 )
ミニ集会
3月 7日 (土 )
ミニ集会
※ミニ集会 は横浜駅西口・ 三越裏の神奈川県民活動サポ ー ト
センタ ーで午後 1時 か ら開 いています。
◇

今年最後の ミニ集会は忘年会 !!
目時 :12月 6日 (土 )午 後 1時 〜 4時
場所 :神 奈川県民活動サポー トセンター 7階

会費

:2000円

710号 室

◇

第 1回

JRPS神

lI杯 !￨(ボ ー リング大会 )
奈」

ク リスマス も日の前の この時期 に、みな さんのハー トを暖か く
す る ビッグな企画 !! 乞 うご期待
日時 :12月 20日 (土 )
場所 :横 浜ラポ …ル
横浜市港北区鳥山町 1752
丁 EL:045‑475‑2050
集合場所 :新 横浜駅構 内み ど りの窓 回前 午後 1時 15分 集合
会費 :1000円
申込 :阿 部直之
丁 EL・ FAX:044‑850‑5693
＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
E― mal::ave@ff"iij4u"or.Jp
i

￨1支 部 )
日本網膜色素変性症協会 (JRPS神 奈り
合宿交流会 のお知 らせ
神奈川・ 山梨 の会員 の皆 さん こん にちは :今 年 も慌 ただ しく一年
が過ぎよ うとして いますが、 日頃の疲れを吹き飛 ばす企画を紹介
します。神奈川・ 山梨 の色変霧:者 が石和温泉 に集 い、 日頃のあかを
落 とそ うとい うわけで す。色裟:の 知識を深め、又、患者相互の親睦
を深め、神奈川 と山梨の交流 が さらに深まればと考 えて い ます。

◇

日時 :平 成 10年 1月 31日 (上 )〜 2月 1日 (日 )
場所 :山 梨県石和温泉 かえで荘 (山 梨県立総合福祉 センタ ー)
1
山梨県八代郡石和町窪中島 587番 36

TEL:0552(62)3791

内容 :講 演会

山梨医科大学 飯島裕幸助教授
「組1膜 色素変性症 つてなあに !」
交流会 ・懇親会 ・ モ ンデ酒造見学
定 員 :講 演会 :80名
宿泊 :48名 (山 梨・ 神奈 J:lを 合 わせて )
講演会 のみ (講 演資料・会場費 ) 500円
費用 :山 梨
宿泊希望者 (宿 泊・ 2月 1日 の昼 食費 )
講師

8,000円

1 0, 000円

神奈 川

(福 祉バ ス借 用で交通費無料 )

※残金 につ いては、返金を致 します。
穂阪和 宏
勤務先 山梨大学会計課
〒 400
甲府市武田 4‑4‑37

申込 :山 梨

TEL10552‑20‑8031
FAX:0552‑20‑8798
自宅

韮崎市藤井町駒井 2648

TEL:0551‑22‑2754

大窪 融
〒 盆40

神奈 川

横浜市保 上 ヶ谷区
初音 ヶ丘 48‑31

＊＊＊＊＊＊＊＊
FAX:045‑341‑7721
:上 記 に TEL′ 又 FAXで 申込下 さ い
TEL・

● 申込方法
● 申込締 切 :平 成 9年
―行 程 ―

1月

31日

(土 )
1

1
1

1

2月 1日

(日

)

8
9
0
3
3
7

8
9

0
2
3
6
7

8

:よ

12月 21日

00
00
00
00
30
00
00
30
00

横浜地 区 横浜駅天理 ビル 前集合
湘南小 圏原地区 平塚駅南 回集合
県:央 地区 本厚本駅 前集合
石 和温泉 かえで荘到着
講演会 山梨医科大学 飯島助教授
夕食 ・懇親会
朝食
出発
モ ンデ酒造 交流会・ 見学会
(ワ イ ンの試 飲有 り、お土産 も買えます)
00 昼食 甲州路定食 (ほ うとう鍋 )
00 出発
00 本厚木駅 前 到着
00 平塚駅前 到着
0◎ 榛:浜 駅前 解散

◇ 合宿交流会を行な うにあた り、山梨 の穂阪 さんよ りご挨拶 を
いただきま した。
あ いさつ

RPの 患者 のみな さん、こん にちは山梨県在住 の穂阪 と申 します。
紙面の関係 もあるで しょうか ら、手短 に致 します。私の身体障害者
手帳は 「 2級 、1種 」 とな って いま して 日常 の生 活 も年 々厳 しく
な り、顔 では笑 っているものの 「これか らどうなるのか ?Jと の
不安が頭の片隅か ら離れた ことはあ りません。半年 に一度 、山梨医
科大学の眼科で進行状況を診 て もらう以外は RPの 話 をする機会
は全 く無 く、同 じ患者 と話す機会 もあ りません。一体みな さんは
どうしているんだろ うか ?
そんな寂 しい気持ちでいたとき、神奈川支部か ら呼びかけがあ り
会報 が送 られて来 たでは有 りませんか。会報 のなかには、皆 さんの
経験談、活躍ぶ り、情報交換等 々・・・読 むにつれ とて も嬉 しくな
つてきま した。神 奈川 のみなさん、その申へ私 も入れて頂きた く
お願 い Lノ ます。
今後 の行事 にどれだけ参加できるか判 りませんが、来年 1月 末 に
山梨県石和温泉で開かれる 「交流会 Jに は地元の人 FEEと して皆 さん
のお越 しをお待 ち してお ります。
なお、山梨県在住の患者及び ご家族の皆 さん にお願 いが あ ります。
お互 いに連絡 を取 り合 い情報交換 を しよ うではあ りませんか。連絡
を待 ってます。
では、来年 1月 を楽 しみ にして います。
(穂 阪和 宏

韮 崎市藤 井 町駒 井 2648番 地
電 話 : 夜 0551‑22‑2754)

中村支部長、韓国を訪れる

!

去 る 10月 24日 か ら 17日 迄、 3泊 4日 の 日程で韓国を訪問
してきました。あえて旅行 と言わず訪間としたのは、韓国の視覚
障害者 との交流 を目的に企画された韓国行きで観光 目的でないこ
とを言 いたかったのです。 (実 際 は観光 8割 、交流 2割 は私だけ
かな ?)
この企画を JRPSの 友人から知 らされ、参加 してみようと思 っ
たのは、① 日本、韓国の有力企業が多数参画 している②韓国の視覚
障害者 と (特 に RPの 人 と)話 してみたい③格安 (6万 円)で 韓国
観光旅行ができる か らです。
参画企業は日本が三菱グル ープ 7社 、 日産、松下、伊藤忠、日立、
韓国が三星グル ープ、韓国産業銀行等 7社 に JALの 後援 とい う
超豪華版
私 を 4日 FB5サ ポー トして頂 いたのは、間組 の管理部長の新 目さん
です。金浦空港に着 くと、 2日 間お世話 になる王 (オ ク)さ ん、金
(キ ム)さ ん夫妻 (韓 国は夫婦Ell姓 )に 歓迎を受けま [′ た。昼食は
ヽ: カル ビで通
早速本場 の焼き肉を : ところが焼き肉が通 じな も
じた。本場 の骨付 きカル ビ 本当においししヽ
。後早速観光 !仁 寺洞
の骨董街を散策 し李朝の家具、焼き物を鑑賞 (こ れは新 目さんの
希望 )夜 はキムさんの手作 リサンゲタン (鳥 丸 ごと料理 0‑人 1羽 )
をほおば りなが ら焼酎が進み、筆談をまじえた韓国語、日本語、
英語 もなんとか辞書の助けを借 りて大成功 !深 夜 2時 お休みなさ
い。 2日 日早朝 (6時 )近 くの大学構内の散歩、寒 い !長 袖 シャ
ツにセーター、厚手のジャンパー、東京の真冬並みです。朝食は
わかめチ ャゲ (ス ープ)に 朝から焼き肉、にんにく、キムチ e t see
私 は韓国の視覚障害者・金さん (34才 ・ 男性 )と ペアーにな り
新 目さん、王さん、金 さんで 昌慶宮 (王 宮)見 学。花嫁・花婿 の記
念撮影がいっぱい。韓国では挙式の 1週 間前 に記念撮影するのだそ
うです。金 さんは延世大学工学部卒業後、大手企業の開発部門で設
計 を担当 していましたが、 RPが すすみ 3年 前 に転職、現在はソウ
ル視覚障害人 福祉館 の職員 として、視覚障害者 にパ ソコンを教 え
ています。視力 0.05で すが視野はかな り広 いよ うです。カル ビ
!

ク ッパ (こ れ も通 じた )を 食 べなが ら、病気の事、仕事の事 2時 間
も話 ま した。 (も ちろん、全 員が参加 して筆談・通訳 )金 さん と住
所や Eメ ール Noを 交換 し、今後 の情報交換 を約束 しま した。韓国
には JRPSの 様な組織 もな く、キュ下バ の手術 はどうで しょう ?
等 JRPsの 会員な らニ ュース レタ ーで とっくに知 っている事 も
情報 が入 らないそ うです。早速 「網膜色素変性症 ってなあに」を
韓国語 に翻訳 しても らい送 ろうと思 います。
その後、漢江の遊覧、南山タワーか らのソウルの夜景、魚市場
で夕食のひ らめ (な ん と 1.5Kg生 きている)を 買 う。
夕食はもちろん ひ らめの刺 し身 焼酎 い っぱい ! 但 し、
サ ンチ ュ ウに刺 し身、にん にくにと うが らしみそをのせ 、まる
めて食 べ る。美味 しいか ??!!??
深酒 して 2時 お休み。
3日 日は朝 か らバ スで登 山に出かける。総勢 135人 、かな り
きつい山登 り、新 目さん にサ ポ ー トされなが らもへ とへ と。だが
頑張 った。アイメイ トだ って元気 に登 った。但 し私は交流 どころ
ではなか った。盲導犬 (韓 国では案 内犬 )訓 練所の見学懇親会を
終 えてホテル ヘ。疲れた体 にムチ打 って新 目さん と南大 F電 市場を
無:
探検、ホテルで皆 と合流、深夜迄乾
警てし■
翌 日、王 さん金 さん に送 られ金 浦発成 田着。解散
今度 の旅 でいるんな知人が 出来 た。神奈メ
￨!支 部 に協力を約 束 じ
て くれた筑波 大学付属盲学校の岩屋 さん、 アイメイ ト協会の佐藤
さん、韓国の新 しい友人、協賛企 業 の人達、そ して我侭な私を 4
日間サポ ー トして頂 いた新 目さん有 り難 うございま した。
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投 稿 一

あんなこと
内田 知 (厚 本市 )
私がまだライ トホームで生活 していた頃の出来事である。小学校
の下校時間と重なった時間に歩行訓練を受けていた時、私の前方
から小学生の集団が近づいてきた。私とその集団がすれちがお うと
するその瞬間、一人の男の子が私 に「小父さん何 しているの」と尋
ねた。私は思わず 「えっ !な んだ」と声をあげ立ち止まった。小学

生達は気 にす ることもな く私の前か ら去 って行 ったが、私 は暫 く動
くことが 出来 なか った。 どう見ても小学 5、 6年 生の子供達 だろう。
白い杖を持 った人 間が どんな人間かわか らな い。 (そ んな馬鹿な )
信 じられな い気持ちで一杯 にな って しまった私 の気持ちを察 した
歩行訓練の指導員が私の肩を 「ポ ン」と叩き 「内田さん、あの子
が悪いん じゃな いよ、あの子はきつと白い杖 を持った人 間を初めて
見たんだろう、だか ら内田さんが視覚障害者だということがわか ら
なかったんだよ」と私 に言 いま した。私は小学生を責めるつ もりは
な いが、唯、今 の教育 って何を教 えているんだろう ?と い う疑間に
ぶつかって しまいました。
世の中には、色 々な障害を持 って生まれている人達が いるとい う
ことを今 の子供達 はどうやって知るのだろう ?。 街で障害者を見掛
けたとき、大入達がめず らしそ うな者を見るような冷た い視線 に、
嫌な ことではあるが、1つ の答 えが見つかる様な気がする。
では物心 ついた頃か ら自分の周 りに視覚障害者が生活 している
子供 は、いつ頃その相手が 日の見えな しヽ
人間だということがわかる
のだろ うか ?
私 には妹がいて、妹 には 4才 の勇気 と 盆才の元気 とい う二人の要
の子がいる。私 にとっては甥 っ子 になるのだが、問題 は 4才 になる
勇気である。まだまだ私が 目が見えないとい うことをわかって いな
い為 に、勇気は私 に悲 しいのか、面白いのか、妙な気分 にさせるこ
とを良くする。一番多 いのは、買ってもらったおもちゃを私 に見せ
るのである。おもちゃを持 ってきて、私の前でカチャカチャい じり
ながら、一生懸命説明 してくれるのだが、如何せん見えな い私 には
どう答 えていいのかわか らず、 「す ごいね」 「かっこいいね」この
2つ しか言 い様 がないのである。
その状況を見て いた妹が、 「勇気、 日で しゃべるだけでは、お兄ち
ゃんはわか らな いか ら、触 らせて上 げなければダメだよ」、言われ
た勇気は「わかった」と言 つて私 にそのおもちゃを渡 してくれるの
だが、子供 の事、一回や二回母親 に言われた位ではすぐ忘れて しま
うのであろう。何 回となく母親 である妹 に怒 られていました。
しか し、子供 の成長とい うものは意外 と早 いもので持 ってきたお
もちゃを自分でいじりまわす前 に、そのおもちゃがどんなおもちゃ
であるか説明 して、すぐそのおもち ゃを私 に手渡す様 にな りました。
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そ して、 日常で私 の母や妹 が私 に細 々 と世話を焼 く姿を見て、それ
を真似 る様 にな りま した。テ ー ブルの上 にある コー ヒーカ ップが
何処 にあるか、灰 皿が何処 にあるか、タバ コが何処 にあるか、日で
説明するのではな く、私の手を取 つてその品物 のある場所 を触 らせ
一次号 に続 く 一
る様 にな ったので す。

JRPS神 奈川支部会報 の点字版、テ ープ版を希望
される方は神 奈川支部事務局まで ご連絡下 さい。
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一◇編集後記◇ ―
街角 にはク リスマスツ リー、銀色のきらめき・・ 。
あわただ しい年の瀬が近づいてき ま した。社会人
にな ってか ら一年 一年 が早 く過ぎ去 ってい くのを
実感 します。だか らこそ何気な い 日々の生活 も
大切 にしていきたい と感 じる今 日この頃で す。
編集部 ではみなさんか らの投稿 をお待ち していま
す。何か気付 いた こと、感 じたこと、役立つ情報
等あ りま した らお便 り下 さい。

発行人 :身 体障害者団体定期 刊行物協会
東京都世 田谷 区砧 6… 26‑21
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