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0(有 )結 伸工業
・ 英弘精機 (株 )
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・ 高木 緑様
・ 木村邦雄様
・ 細川和明様
・ 豊嶋識明様
☆ ご支援 に心よ り感謝 いた します☆
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奈 川 の活動

一

●活動予定
3月 6日 (土 )ミ ニ集会
県民活動サポ ー トセンタ ー
3月 13日 (土 )視 覚障害者総合福祉機器展 (詳 細別掲)
4月 3日 (土 )中 途視覚障害者 の為 の得 々講座 (詳 細別掲 )
「メ ークア ップ講習」
5月 1日 (土 )ミ ニ集会
県民活動サポ ー トセンタ ー
6月 5日 (土 )ミ ニ集会
県民活動サポ ー トセンタ ー
6月 20日 (日 )神 奈川支部総会 (詳 細 は次号、総会後のイベ ン ト
について希望があれば連絡下さい)

【
視覚障害者総合福祉機器展】
日頃の生活 に、仕事 に不 自由を感 じている視覚障害者 の為の 日本で
初 めての総合展示会 で す。 自分の障害の程度 に合 った機器やグ ッズ
を選んで、 QOLの 向上 に役立 てて下 さい。
・ 日時 :平 成 11年 3月 13日 (土 )
午前 10時 〜午後 4時
・場所 :横 浜 ラポ ール 1階 ラポ ール シアタ ー
横浜市港北区烏山町 1752
電話 :045‑475‑2001
0交 通 :JR・ 市地下鉄 新横浜駅下車徒歩 15分
駅前よ り無料送迎 バ ス (0分 、 30分 )
JR改 札 回 (在 来線 )か ら会場 まで誘導員を配置
・入場無料
・ 出展企業 ・団体
NEC、 富士通、 富士通東北海道 SE、 富士通 中部 S、
アメデ ィア、タウ技研、高知 システ ム開発、 SSCと ちぎ
以上パ ソ コ ン及 びソフ ト
KGS(ピ ンデ ィスプ レイ)Fサ ー ビス、
日 IC(パ ソ コ ンサ ポ ー ト)
東京 ソフ トウエ ア ー、東京電子 工業、ナイツ、
ヒル カ !N(拡 大読書器 )ア ル プス電気、ウツミ、 リコ ー、

三菱 P(誘 導 システ ム)、 山梨大学 (盲 導犬 ロボ ッ ト)、
メル コム (音 声電子手帳 )、 朝倉メガネ、
東海光学 (遮 光眼鏡、ル ーペ)、 北海道 JR商 事 (表 示 シ ール )、
資生堂 (メ ークア ップ)、 大活字 (本 )、 アメ リカ ンフ ァミ リー、
大東京火災海上 (保 険)、 ジオム社、
日本点字図書館 (点 字器、便利グ ッズ)、
ライ トセンタ ー、七沢 ライ トホ ーム、光友会 (施 設 )、
弱問研、タ ー トル、雇用 を進める会 (視 覚障害者団体 )
・相談 コーナ ー
相談員を用意 してお りますので、使用、購入な どの相 談を
受けられます。
・主催 :」 RPS神 奈川支部

【
中途視覚障害者の為 の得 々講座】
「メ ークア ップ講習 J
鏡 が見づ らくな った、化粧 が しづ らくな った、 もっと美 しくな り
たい ￨そ んな悩みを一挙 に解決。 明 日か らは明 るく、美 しい貴女が
出現 します。 (株 )資 生堂化粧品販売横浜支社 の協 力で RP女 性 の為
のメ ークア ップ講習会 が 開催 され ます。当 日は資生堂 の専 門技術員
が個別 に指導 して くれます。 (化 粧品は資生堂提供 で す)
0日 時 :平 成 11年 4月 3日 (土 )
午後 1時 〜 4時
・場所 :県 民活動サポ ー トセ ンタ ー・ 7階 ・ 708
・ 費用 :無 料

―

情報 コー ナ ー

ー

● 2002年 世界大会 に向けて 一 Part3‑
Rl(レ テ ィナ・ インタ ーナシ ョナル )。 皆 さん ご存知ですか ?

IRPA(国

際網膜色素変性症協会 )が 昨年か ら名称 を変更 し
ま した。それ に伴 い、網膜症の患者 (RPに 限 らず)は 会員に
なれる ?よ うにな った ???
それは改めて本部か ら広報がある
と思 います。
今回は、今 まで世界大会 が どこで 開かれたか紹介 します。
ロン ドン (イ ギ リス)
第 一 回 1978年
第二 回 1982年
ボルチモア (ア メ リカ)
ヘル シンキ (フ ィンラン ド)
第二 回 1984年
ミュンヘ ン (ド イツ)
第四回 1986年
メル ボル ン (オ ース トラ リア)
第五 回 1988年
第六回 1990年
ダブ リン (ア イルラン ド)
ヨハ ネスブルグ (南 アフ リカ)
第七回 1992年
パ リ (フ ランス)
第八 回 1994年
第九回 1996年
ワシン トン (ア メ リカ)
ルガノ (ス イス)
第十回 1998年
これか らは予定
第十一 回 2000年
??(誰 か知 りませんか)
第十 二 回 2002年
木更津 (日 本 )
こ うして見ると、アジアで初 めてなんで す。
次 国か らは各国の組織、活動を紹介 したい と思 います。

●横浜市電話 による情報 サ ー ビス開始
インタ ーネ ッ トなどで、横浜市の市政及 び生活情報を流 していたの
を、1月 21日 か らパ ソコンを持 っていない人たちのために電話に
よる情報サ ー ビスを始 めました。
電話番号 045‑680‑5100

●連載

よもやま情報 (6)

◇

音声体温計
耳 の 中で 1秒 で計 れる体温計 の音声付 きが発売 され ま した。
「はかるくん」 とい う名称です。 日常生活用具 にも指定 されてい
ますので、福祉事務所を通 して 日本点字図書館 で購入すれば補助
が受けられ ます。 また、市販 されて いますので、安売 り店で購入
するとい う手 もあ ります。ちなみ にヨ ドバ シカメ ラ横浜駅前店で
は 13200円 で した。
◇ 音 で遊 べ るゲ ーム
音声ゲ ーム 「おとげい」はヘ ッ ドホ ンか ら聞 こえる音を頼 り
に的の音 と自分の音を左右 の音の転位 で捕捉 して的を撃 ち落 とす
ゲ ームです。 3000円 で一般のお もちゃ屋 さんで市販 されてい
ます。メーカ ーはバ ンダイで す。

● ドラエモ ンの ポケ ッ ト
♪あんな こ といいな、できた らいいな ♪
視覚障害者 が外 出す る時、行き先 を電話番号 か住所又 は画 面 の地図
上で設定すれば、音声で道案 内を して くれるナ ビゲ ーシ ョンシステ
ム。夢のような話です。 自動車 の 「カ ーナ ビ」は正確 に目的地 まで
案 内 して くれるシステ ムが 実用化 されて います。 ところが私達視覚
障害者 用ナ ビの 開発 が進んで いる ? 情報 がイ ンタ ーネ ッ ト上 に
出ていたそ うです。以下概略を紹介 します。
視覚障害者 を 目的地 まで正確 に誘導す る為 には、本人 の正確な
位置が分か らなければな りません。そ こで位置情報 を取 得す る手段
としてカ ーナ ビ等 に利用 されて いる CPSの 利用を検討 しま した。
しか し、現在使用 されて いる CPSは アメ リカ軍の所有する人工
衛星 か らの情報 を使用 して いる為 、軍事的要因か ら乗 せ られて いる
ランダ ム誤差 によって、最大 40m程 の誤差が生 じて しまいます。
これで は、時速 40Km以 上で走行 して いるような 自動車 のナ ビ
ゲ ー トは出来 で も、時速 4Km程 で歩 いている 「人」のナ ビゲ ー ト
には使用出来 ません。 しか し、 DCPSを 使用すれば誤差を 3m
以内に抑え られる。人工衛星か らの電波 の届かな い トンネル等は

ジ ャイ ロ、加速度 セ ンサ ーか らの情報 を元 にして、マ ップマ ッチ
ング処理を行 うとい う研究がすすんでいます。
GPS(Global Positioning System)
詳 しくは
http://clotho.ep.u― tokalo ac.jp/inoue/study/navigat.html
(株 )メ ル コムの上 田様 か ら情報 を頂 きま した。
皆 さんか らの夢の様な ♪あんな こといいな ♪ の投稿を待 って
います。

●ガ ン保健
生命保険の一種である 「ガ ン保健」 が RP患 者 にも加入 出来 るとの
情報 が有 りま したので紹介 します。
"ガ ン"は ご承知の とお り死亡原因の首位をを 占める (30%)
病気です。又、ガ ンは多額の医療 費がかかる病気 です。
アメ リカンフ ァミ リーのガ ン保険 は RP患 者 で も加入 出来 ます。
Fガ ン保険 0・ ス ーパ ーがん保険」の概要は以下の通 りです。
☆保障 の内容 ・保険料 (一 口につき)☆
個人契約 家族契約 (契 約者 +
給付対象
ご家族 )<配 偶者 と
(契 約者
23歳 未満の子供 >
のみ )
診断給付金 初 めてガ ンと 100万 円
ご家族
契約 者
診 断 された 時
100万 円
60万 円
保障
内容

入院給付金
在宅療養
給付金
通院給付金
死亡保険金

保険料

契約時
年齢

1日 につき
(日 数無制限)
1退 院 につき
(回 数無制限)
1日 につ き

20歳
30歳
40歳
50歳
6

15千 円

15千 円

10千 円

20万 円

20万 円

15万 円

5千 円

5千 円

3千 円

150万 円

150万 円

100万 円

1690円

2420F弓

2320F可

3290H

3250F町

4480F号

4580F弓

6100F号

問合 せ 牛 :ア メ :Jカ ンフ ァミ リー牛 命

磐 Fll什 理 店
担 当 :佐 々 木 裕 子

富 士 ライ フ (株 )メ ￨1崎 営業 所
電 話 044‑329‑2368

FAX044‑329‑2367

※保 険 に関 す る 情 報 が 有 りま した ら、支 部 事 務 局 まで お知 らせ
下 さい。

●神奈川県 ロー ビジ ョン連絡 会、初会合
2月 24日 (水 )ラ イ トセ ンタ ーで神奈川県 ロ ー ビジ ョン連絡会
の初会合 が 開催 され ま した。神奈川県 リハ ビ リテ ーシ ョン病 院の
仲泊先生、北里大 学の青木先生、上 岡眼科の上岡先生、七沢 ライ
トホ ームの渡辺先生な どが呼びかけられ、眼科医師、 リハ ビ リ訓
練指導員、ソ ーシ ャルケ ース ワーカ ー、視能 訓練師、盲学校教師、
特殊教育研究員、施設職員等 20数 人が参加。
医療、教育、福祉 がそれぞれ連携 ・研修 を通 じて、 日 ― ビジ ョン
の リハ ビリテ ーシ ョンに寄与す ることを 目的に活動をする ことが
採択 されま した。視覚 に障害 を感 じた時、入 回は眼科 もしくは、
眼鏡店。それだけで解決出来な い障害 をもった人 (ま さに RP)
の医療 0教 育 ・ リハ ビ リ・福祉 ・就労 について 、総 合的 に リハ ビ
リを行 う。 ロ ー ビジ ョンク リニ ックの現状 とこれか らについても
県 リハ ビリ病院、北里大学東病院か ら報告があ りま した。
連絡会の詳細 については次 号 に掲載 します。
!

投

稿

佐 々木裕 二 (小 田原市 )
●理療科 (盲 学校)奮 戦記 No4
〜 1年 が経 つた〜
去る 2月 2日 、学校 は入学試験 のため休みだ った (ラ ッキ ー !)
考 えてみれば 1年 前、私 も不安を抱えた受験生だ った。落ちる こと
は考 えて いなかったが、按摩鍼灸師 とい うものが どんな ものなのか
果 た して私 にできることなのだろうか 。・・ ? 学校生活 は ?
家計 は ? そんな思 いを胸 にしなが ら初めて顔を合わす同級生 と
なるであろう人たちと控え室の畳の上 にいたのを思 い出 します。
今年は何人 の人が入 って くるのだろう、 いや 自分が 2年 に進学す
る為 には最後 の難関、学年末試験 が待 ている。 (ま ず い !こ んな
ことを している場合 ではない一原稿を書きなが らも現実が頭をよぎ
ります。 ) 1年 が経 つて、授業や他 の学校生活 もみんな楽 しいの
で すが、一番大切な ものが つかめな くて困 っています。それは、
「鍼は治る」 とい う確信です。 この ままだ った らた とえ国家試験
に合格 した として も治療ができな いので はな いか と心配です。
ま してやいい治療師 には絶 対なれな い・・。
按摩や マ ッサ ー ジの気持ちよさは実感 できるので すが 「鍼は決 し
て気持 ち いい ものではな い」 とい う気持ちが壁 にな ってお り、 これ
を払 拭 させて くれ る出会 いは まだあ りません。鍼で 良 くな った とい
う話 しは身近 で も聞 いた ことがある し、学校 の臨床報告 も山ほどあ
るので すが、 自分 自身が鍼 で良 くな った、気持ちよか った とい う
経験 がないか らそ うい う気持ちになるんだ と思 うのです。誰か解決
して くれませんか ?そ れ とも入 り口では分か らな い奥の深 い ものな
ので しょうか ? 今 日も授業は続 きます。
〜 もう一つの心配 ?〜
視力が落ちてきた。 これは避けて通れな い道なのか。私のノー ト
はパ ソ コンで す。 とて も自分で書 いた文字は読 めな い !。 だか ら授
業中 もカチ ャカチ ャ、 もらったプ リン トもみ 〜ん なカチ ャカチ ャ。
10年 会社 でできなか ったタ ッチタイプも lヶ 月で マスター した。
しか し、そのパ ソ コ ンの画面 が文字が、 14Pが 16Pに そ して
18、 20。 どん どん文字を大きくしな い と読めな くな って しまい

ま した。 と ころが 16Pを 越えたあた りか ら文字を大きくすると字
が欠けて しまいとて も読みづ ら<な ってきま した。視力は入学時
0.4〜 0.5だ った ものが今 は 0.3〜 0.2。 試験 の度 に悪 く
な っているよ うな気 もします 。・・ 。
クラスにはいろんな原因で 障害 を持 った人が いると以前書 きま し
たが、点字を練習 し始 めた人 もいます。点字では他 の人 との コミュ
ニケ ー シ ョンができない じゃな いか と拒 んできた私ですが、両方で
きればもっといい じゃな いか と現実を受け入れ始 めています。
見える ことはとても重要 です、 しか しもっと大切な こ とがた くさ
んあると思 います。だか ら見えな くな って も大切な こ とが 自分 で
できるよ うにと選 んだ道なので必ず最後 まで成 し遂げて、鍼の良さ
も好 きになれるよ う努力 したいと思います。
インフルエ ンザが流行 って います。鼻 うが いがいいそ うですよ。
皆さん気を付けて下さい。

● ウ ッチャ ンのおもいっき り体験記 一最終回 一
内田 知 (厚 本市 )
ウッチ ャ ンが 日の異常を感 じたのは 2405才 の 頃であ った。 たい
した不 自由もな く気 ままな生活を して いたのだが、 30を ちょっと
過ぎた頃、視力障害の中の弱視 と言われる状態 にまで病気 は進行 し
ていた。だが病院 に行 く気 にはなれなか った。結果を知 る怖 さもあ
り、まだ 自分 で 自分を ごまか す こ とのできる状態 だか らで もあった。
しか し、どん な に自分をごまか して も視力が落 ちてきて いる状態 で
の行動は他人か ら見れば異常 であ り、家族 に 「目が悪 くな ったん じ
・
ゃな いの ?」 「そんな ことな い !」 と言 う、言 い逃 れ も徐 々 にでき
な くな った。結局心配する母親 と妹 と共 に病院 に行 くのだが、ウッ
チャンは診断の結果 は最悪 だろうと考 えてお り、 自分だ けに結果教
えて欲 しいと頼み診察室 へむか った。案 の定、一 回聞 いただけでは
覚え られな いよ うな難 しい名前の病名 が告げられ、愕然 とした ウッ
チャンであった。そ して、その結果 を家族 に話すべ きか どうかで更
に悩 んだ。
その頃の ウッチ ャ ンの家では、他人 こそ巻き込む ことはなか った
が、ホ ーム ドラマで起 こるよ うな出来事 が一遍 にや ってきて嵐 のよ

うに激 しい風が吹き荒れていた。 こんな状況の中でまた一つ、大き
な問題を家族 に抱え込 ませる ことはできな い。まだまだ仕事は出来
て いる状態な のだか ら自分の ことは後 に して、一つ一つの 問題 を解
決 していくことが先決だ。その後 で将来を考えても間に合 うだろう
と考 えたのだ つた。 (進 行 していく 目の状況下 においては、非常 に
甘 い考 えだ ったのだが )自 己主張を繰 り返 し感情 的にな り、時 に相
手を罵 り、何 も解決 しな いまま時間だけが過ぎて行 く話 し合 いが、
繰 り返 し行われて いた。 ウッチ ャ ンは 「お前 らの ことを考 える余裕
などな い。好きに しろ」 と、 いいた い気持 ちを必死 に耐えて いた。
だが精神的な重圧 はウ ッチ ャンを徐 々 に変えていき、それはジギル
とハ イ ドのよ うな もので、一人 になるとどうした ら楽 に死ねるかを
考 えて いた。ただ妹 には 「俺 の犠牲 にな ってお前の人生を変えて し
まった と、負 い 目を感 じなが ら生きるのは辛 い。お前の思 うように
すれば いい。決 してお前を責めるよ うな ことは言わな い」と告げた。
数 ヶ月後、妹は家 を 出た。それか ら父親 と母親 との 3人 暮 らしが始
まった。母親の鬱陶 しいほどの世話 が始 ま り、優 しさか らして いる
ことだ と分か ってはいても、世話 をや いて もらえばもらうほど惨 め
にな り、それ以上 に見えな くな った ことの怖 さが重圧 とな って襲 い
かか り、些細 な こ とで喧嘩 にな った。そんな生活の中で ウ ッチ ャ ン
の心 と身体の リズムは崩れて いった。身体の変調はウ ッチ ャ ンに強
度な便秘をもた らせた。耐えきれず に薬 を買 つてきても らい飲 んで
はみたが全 く効かな い。 もうどうで もいいか ら大量 に飲 んで しまえ
と残 つた錠剤 を半分以 上一気 に飲 んだ。 しばらくすると胃の痛みが
襲 うと同時 に トイ レに行きた くな った。慌 てるウ ッチ ャ ンだ ったが
室内とは いえ歩行訓練 も受けて いな い状態 であるか ら間 に合 うはず
もな く トイ レの入 口で座 り込み、垂れ流 して しまったのである。
その時の有様 をど う説明 した らいいのか・・・頭 の 中は真 っ白だ っ
た。ただ夢中で風呂場 に行き シ ャワ ーを浴び汚 れた体を洗 つたが、
尚 も襲 って くる胃の痛み と同時に、風 呂場 で垂れ流 していたので あ
る。 胃の痛 み も治 ま り落ち着 きを取 り戻 したウ ッチャ ンは必死 にな
つて風呂場 と廊下を掃除 した。普通な ら大声を出 して泣 くのがパ タ
ーンだろうが、それ ど ころではなか った。ただ父親 も母親 もいな い
時で良かったと、妙な安堵感 に包 まれた。 多分その夜 は意味もな く
母親 に当た り散 らし眠れぬ夜 を過 ごした のだろ うが、何故かそれ以
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後の記憶 が今でもはっき りしな い。ただあの時包丁を握 っていた こ
とだけは覚えて いる。見えな くな った 日で天 丼を見 つ める毎 日が辛
く、死を選択 しそ うな怖 さにおびえなが ら過 ごしていた。そ して時
間の経過 と共 に、何のきっかけだかわか らな いが、 自分が どうな っ
てい くのだろ うと言 う考えか ら、 どうした らいいんだ ろ うと言 う考
えに変わ っていった。
母親 と病院 に行 った ウ ッチ ャ ンは、初 めて一緒 に診察室 に入 り、
「自分の病気 が どう言 う病気なのかを母親 に説明 してほ しいJと 医
師 に頼 んだ。驚 いた 母親は医師 にた くさんの質問を したが、返 って
くる答えはす べて 「今の医学では無理です」 と言 う言葉で しかなか
つた。 「なんで もっと早 く言わなか ったの」 と責 め られたが、心の
中の言 い様 のな い怒 りを抑えて 「′
心配かけた くなか っただ けだ」 と
答えた。
それか ら数 ヶ月後の こと、 ウッチ ャンはライ トホ ームでの入所生
活を始めていた。その生活の中で少 しず つ 自分を取 り戻 しつつ あっ
た。ライ トホ ームの職員 の指導 もあ ったが、大変失 礼な言 い方であ
るが、 ライ トホ ームの存在 よ りもそ こで 出会 った 多種多彩な障害 を
もった仲間 との 出会 い と体験が、 自分の欠点 と、 自分 への反省を促
す ことにな った。 一番 の 出来事 は、障害 が進 行 していて 自分の命が
無 くなるとわか っていなが ら、懸 命 に リハ ビ リに励む子供たちに出
会 った事だろ う。テ レビな どで間接的 にそんな 子供達の存在 を知 っ
てはいたが 、実際 に 日のあた りに し、 尚も 「僕 の障害 よ りも日の見
えな いことのほうが辛 いこ とだよ」 と言 って くれ る優 しさに、何度
とな く泣きそ うにな った。 "障 害 は不 自由な こ とではあるが不幸 で
はな い"等 と言 う、きれ いご とでは済 まされな い若 い障害者や子供
たちの心の叫びを聞いた ことで、 自分の欠点ばか りを知る ことにな
つたが 、ウ ッチ ャンは完全 にウ ッチ ャンに戻 ったので ある。今後の
生き方を考 えた時、 自分の力を試すため、 自分を 自分な りに鍛える
ために、数 年間は一 人暮 らしを してみるの もいいだろ うと思 った。
一人暮 らしをする理 由は沢 山あるのだが、 ここで書 いて しまうと後
のネタ不足 になるので ここで は書 かな い もん。
世の中妙な もので、どん な に頑張 って もうまくいかな いことが、
時間が解決 して くれる ことが結構 ある。 ウッチ ャンの一 人暮 らしが
始 まった と同時 に全てが丸 く収 まるわけではな いが、家族 の 中 にあ
'

ったわだかま りも少 しず つ解 け、孫が生 まれた ことによって 100
%ま ではいかないまで も、両親 と妹の関係 も修復 され、今では楽 し
そ うに孫 と遊ぶ母親 の姿がある。
さて、厚 木 に住 んで約 3年 。 この 間に家族 に対 する不信感は、
自分 のわがままな逆恨みか ら始 ま り、家族 の 中で起 こる様 々な問題
か ら自分が逃げて いた ことにようや く気が付 いたのだ。 3年 間は俺
の 自由 にさせて くれ と約 束 して始 めた一人暮 らしもそろそろ終 わ り、
4月 には両親 と共 に暮 らすため横須賀 に戻る。また新たな生活が始
まるが、ライ トホ ームでの入所生活 と 3年 間の一人暮 らしの中で得
たす べての ものを生か し、 とことん本音 で生きていこ うと決めた
ウ ッチャ ンである。今回の内容を母親 が読 んだ とした ら家 の恥 を世
間にさらして何が楽 しいのか と怒 り出す様 は眼に見えて いる。まだ
家族 には話 せな い。話す ことのできな いことばか りである。だか ら
こそ厚木 にいる間 に書 いて しまお うと思 ったのだ。そ して、も う一
つの理 由は、神奈川支部の会報 につ いてである。 」 RPS― 支部が
出す会報 にしては 中身 が濃 い ものだ と、 自他共 に認めるところでは
あるが、投稿 に関 しては少 し不満 があつた。それは いつ も同 じ会員
のものが 多く、あとは支部の活動 に参加 した会員 に依頼 して書 いて
もらう。真 の意味で 自主的に投稿 され発表 された ものはな い と言 つ
ていいだ ろう。支部の会報は会員 の ものであ り、会員 が作 っていか
なければな らな い と考 えると、自主性 のない投稿 には疑間を感 じる。
ウ ッチ ャンの載 せる投稿は自分の体験を面 白おか しく書 いて、それ
が応援 のメ ッセ ージだ と思 っていたが、 自分の闇の部分をさらけ出
して ウッチ ャンよ り辛 い体験を した り、今なお過 酷な 日々を送 って
いる会員 の人達 へ、例えどんな内容 であつても 自分の思 いをぶ つ け
ることができる場所が、 この会報 の コーナ ーであることを知 ってほ
しいと考 えたのである。読んだ人 の感 じ方はそれぞれであ り、異論
を唱 える人 もいるかもしれ な い。 しか し、読み終 わ った後 でバ カに
する人 は いな いで あろ う。何故な らば投稿 した人 も、読んだ人 も
同 じ苦 しみを抱え、懸 命 に生きている仲間同志 であるか らだ。活動
に参加す ることを躊躇す る気持ち、参加 したか らとい って何が変わ
るかと考 えるのは 当然だ と思 う。 しか し、今の 自分がイヤにな り変
わろうとする気持ちが少 しで も沸 いたな ら、その勇気 を文章 に して
投稿 してほ しい。今回のウ ッチ ャ ンと同 じよ うに、家族 に読まれた
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ら困 る 内 容 もあ るだ ろ う。 そん な 時 ￨ま 麗哩 で も い い と思 う。 ウ ッチ
ャ ンが詐 ￨′ ます
^

おもいっき り体験言
己〉は ここに終了 しま
尚、惜 しまれつつ も、 〈
すが、 あま りにも続 けてほ しい と言 うフ ァンの声 に応えて、ウ ッチ
ャ ンの (わ がまま体験記〉と題 して、次号真り連載開始。
最後 にお願 い。 ウ ッチ ャンの家族 に会 つた時は今回の内容 に関 し
て話 を しないように。過ぎ去 った嵐 が舞 もヽ
震 つてきて しまうので す。
宜 しくお願 い します。会 員 の皆様 の優 しさそ信 じてお ります。

一 お願 い一

使用済みのテ レホンカー ドがあ りま影丸ら、 JRPS神 奈川
ますようお願 いします。
支部事務局のほ うまで持ってきて下さもヽ

JRPS神

奈 川支部 会報 の点 字願 、テ ー プ版 を希望
され る方 は神 奈 川支部 事務 薦 まで ご連絡 下 さ い。
神奈 川支 部 事務 局 i申 射 善 眺
〒 253
神奈 川県茅 ヶ崎 簿藪 M1445‑6
各… 6249
丁 EL. 0467‑馨
＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
馨‑2580
FAX. 0467‑季
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一◇編集後記◇ 一
いつの まにか神奈川支部の会報 も 10号 を迎えること
にな りま した。いつも締 め切 り間際 に編集 してお り
なかなか余裕 を持 って作 れません。今号の投稿 で、
ウッチ ャ ンこと内田さんが言 われて いま したが、 こ
の会報 は皆 さんで作 るものなのです。恥 ずか しが ら
ず、面倒 くさが らず、 自分 の気持 ちを会報 にぶ つ け
てみては いかがで しょうか ?!皆 さんの投稿を首 を
長 くしてお待ち して います。
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