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一  JRPS神 奈川の活動 ―

●活動予定

9月  4日 (土)バイキング食べ放題

9月 18日 (土)クルージングと飲み放題
10月  2日 (土)ミニ集会
11月  6日 (土)ミ ニ集会
11月 27日 (土)会報 13号発行
12月  4日 (土)ミニ集会
12月 26日 (日 )チャリティーコンサート

※詳細は逐次会報でお知らせします。変更のある場合がありますの
で、直前に事務局、編集局に問い合せ下さい。

【ウッチャンの夏バテ回復企画】

(その 1)中華バイキング食べ放題

日時 :9月 4日 (土)午後 12時 30分～ 3時
場所 :フ ォーラム 246(4ヽ田急線 愛甲石田駅徒歩 5分 )

集合場所 :小田急線 愛甲石田駅

集合時間 :12時
参カロ費 :3000円 (ド リンク別 )

申込み締切り :9月 3日

ボランティア、家族と気軽に楽しくゆったり食事 !!

(その 2)憂さ晴らし飲み放題クルージング

日時 :9月 18日 (土)午後 6時～ 7時 30分
場所 :久里浜フェリー乗り場から出航

参加費 :3500円 (男)3000円 (女 )

食事自己負担、持ち込み可

集合場所 :京急久里浜駅、JR久里浜駅

集合時間 :午後 4時 30分
申込み締切り :9月 10日



雨天中止、現地集合後天候不良により欠航の場合

ウッチャンのお勧め居酒屋で宴会

申込み先は

内田 知 (ウチダ サ トル)

電話 0468-41-1116

一 情報コーナー ー

●ライ トホーム 1日体験入所のご案内

七沢ライ トホームは入所・通所により視覚障害者生活訓練サービ

スを提供しています。利用された方の多くは新しい仲間や相談相手

に出会い、自由な行動力を回復するなど多くの成果を得られていま

す。日頃、生活訓練や施設での生活に関心をお持ちの方、この機会

にお誘いあわせの上、ご参加下さい。なお、平日の見学は随時受け

付けています。平日の来所が難しい場合は土曜相談日もありますの

で、気軽に問い合せ下さい。
・日時 :平成 11年 9月 4日 (土)10時 15分～ 16時
・場所 :七沢ライ トホームt     (所

在地)厚本市七沢 516
- ・内容 :ライ トホームの日課にそって生活訓練を体験します。

・対象 :15歳以上の視覚障害者とその家族または同伴者

(12組 24名 )

・参加費 :無料 (昼食はご用意致します)

・申込み :8月 23日 (月 )9:30～ 電話受付開始

定員になり次第締切ります。

七沢ライ トホーム (小川)

電話 :0462-49-2403
(ラ イ トホームから原稿を頂きました)

yuji
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●保健所 (保健福祉事務所)の講演会・医療相談会

各地の保健所 (保健福祉事務所)で網膜色素変性症の患者、家族
を対象に医療講演会・相談会が開催されています。専門眼科医・
リハビリ専門職の講演や個別相談、加えてJRPSも 参加しての
交流会等、保健所の担当者が患者のQOLの 向上の為のプログラム
を用意してくれます。あなたの地区の保健所でも企画されているか
も知れません。問い合せしてみて下さい。開催の情報があれば事務
局までご連絡下さい。JRPSと しても出来る限り協力いたします。
今年度は既に港北保健所、相模原保健福祉事務所、大和保健福祉事
務所、青葉保健所、鎌倉保健福祉事務所、秦野保健福祉事務所で開
催されました。

今後、戸塚保健所、厚木保健所などで開催される予定です。

●「障害者の自立生活をめざす神奈川セミナー」のお知らせ

近年、障害者の自立生活に対する関心が高まる中に於いて新しい
制度や、解決しなければならない課題が増えております。そのよう
な諸課題を、当事者と関係する皆さんと共にセミナーで話し合いた
いと思います。皆様方の多くのご意見をお聞かせ下さい。
20世紀が終える今、 21世紀には全ての障害者が「自立生活を

当たり前の暮らし」として出来る社会にしていきましょう。
・日時 :1999年 11月 23日 (火 )

午前 10時～午後 4時 (予定)

・会場 :神奈川県社会福社会館
・参加費 :1, ooO円 (予定)

・問合せ先 :事務局 046-247-7503
(神奈′ll県障害者自立生活支援センター内)

※参加ご希望の方は事務局迄ご連絡下さい。
お弁当の予約も考えております。



●連載 よもやま情報 (8)

◇電話で電車の目的地までの経路と運賃がわかる

キャノンで上記タイ トルのようなサービスをはじめました。利用
料金はタダですが、東京までの電話料金だけはかかります。 トーン

信号 (ぴぱぱの音)が出る電話機からだったら、家庭でも公衆でも

携帯でも利用可能です。自分が乗る駅と降りたい駅を声で言うと、
どこでどう乗り換えて何分かかって何円かかるかを音声で伝えてく
れます。利用するには、あらかじめ登録しておくことが必要です。

残念ながら全ての視覚障害者が利用できるわけではありません。
1～ 2級の人に限られています。

問い合わせ先は03-3757-9417で す。

●アンケートにご協力下さい

横浜市立大学医学部眼科教室の高野雅彦先生が網膜色素変性症

患者を対象にしたアンケート調査を実施しています。もう既に保健

所等で回答していただいた方もいると思います。まだアンケートに

回答していない方のご協力をお願いします。

このアンケート結果は既に中間報告の形で、横浜市眼科医師会、

神奈川県眼科学会・眼科医師会の講演会で発表され、RP患者の生

活実態や眼科医に対する患者の思いを眼科の先生方に知ってもらう

事で、私達が診療や検査に病院に行った時、いやな思いをすること

も少な<なるでしょうし、RPに対する理解を得る事にもなると思

います。

現在 200名弱の方に回答頂いておりますが、サンプル数が多け

れば多いほど集計データに説得力があります。名前は書<必要あり

ません。但し、既に回答された方は提出しないで下さい。

アンケート用紙の返送は表紙に記載の横浜市立大学、又は、JR
PS神奈川支部・中村宛お願いします。

※このアンケートは神奈川県在住の患者を対象としたものです。

県外の方は回答の必要は有りません



●『生命保険加入について』

万―に備えての生命保険ですが、その加入は私を含め、網膜色素

変性症患者にとって一つの悩みの種といえました。ご存じのことと

は思いますが、私たち網膜色素変性症患者が、生保加入時に「色変」
であることを秘密にしておきますと、告知義務違反で適正に保険金
が支払われない可能性があり、といって「色変」であることを告げ
れば、ほとんどすべての生保には加入できませんでした。

独身とはいえ、 30歳を越え、もう若くはないわけで、今後生活

習慣病や不慮の事故などによって入院・死亡するような事態に備え

る必要を特に感ずるようになりました。そんな時の朗報がもたらせ

られました。すなわち、網膜色素変性症であることを告知した上で

健常者と同じ加入手続きで、普通の保険商品、通常の保険料で加入

することができるようになったというのです。ただし、色変が原因
で、失明してしまった時には高度障害保険金がおりませんが。

その生保会社 !ま ソニー生命保険。「ソニー生保」と聞くと、数年
前にもこのような話があり、加入の相談をしたものの、結局加入で
きなかったという苦い経験を持つ方もいるかもしれません。かくい

う、私もその 1人でした。しかしながら、今回は少なくとも「色変」
であることが加入の際の「壁」にはならず、私自身この 6月 にソニ

ー生命の販売している総合医療保険に加入しました。この朗報をも
たらし、私の加入手続きをサポー トしてくれたのが、数年前のソニ

ー生保への加入の相談相手であり、その時以来、私の保険全般の良
きアドバイザーとしても相談にのってもらっていたソニー生保の前
田勝範さんです。その前田さんの話では、残念ながらすべての保険

会社がというわけではなく、現在、ソニー生命保険だけが「色変J

を正面から受け止めてくれているとのこと。また、ソニー生保とい

っても、すべての外務員が「色変」でも加入できるということを知
っているわけではないとのことです。こういうかなり専門的なこと
は、外務員自身も気をつけていないと知らないものらしいです。

もし、関心のある方がおられたら、とりあえず私に連絡をいただ
くか、直接前田さんに連絡をしてください。これで、私の悩みの種
が一つ減りました。次は、結婚かな。朗報待ってます。



私こと嶋津良範
〒243-0413 神奈川県海老名市国分寺台 4-2-2
電話 (自 宅) 046(232)3232

(携帯) 090(1269)2637
※土・日は自宅、月～金は携帯にお願いします。

前田勝範さん  ソニー生命保険株式会社 川口支社第六営業所
電話  048(223)9911

※合い言葉は、「嶋津に聞いたぞ」でお願いします。

●バリアフリー住宅展示場 (かながわ夢モデルタウン)

福祉のまちづくりをキーヮードにした全国初のバリアフリー住宅
展示場が公民連携により実現、横浜市旭区にオープンしました。

「自然環境を活かしたバリアフリーのまちづくり」
「21世紀の超高齢社会に向けた住まいのあり方の提案」
「地域の福祉拠点 (バ リアフリー情報館)事業の展開」

をめざして、事業が推進されています。
タウン内には、「モデルハウス」「21世紀のまち」「バリアフ

リー情報館」があります。バリアフリー情報館には
・インフォーメーションコーナー

タウンや情報館をわかりやすく案内します。

_ ・情報検索コーナー

各種福祉サービスやバ リアフリーに関する情報をパソコンや書籍
によって気軽に検索することができます。

・展示ブース

高齢者、障害者の自立を支援する福祉用具を実際に体験すること
ができます。

・相談カウンター

住宅改造の方法や福祉用具の選定など様々な相談をすることがで

きます。
・セミナールーム (2階 )

様々なイベントが開催されます。



が常設されています。
・場所、問合せ先

バリアフリー情報館

〒241-0025横浜市旭区四季美台 26
TEL:045-390-3295  FAX:045-390-3295

0交通アクセス

相鉄線鶴ヶ峰駅より徒歩 7分 (旭区総合庁舎斜め向かい)

保土ケ谷バイパス本村インターより5分

●第 26回国際福祉機器展 H.C.R.'99

会 期 :平成 11年 10月 13日 (水)～ 15日 (金 )

会 場 :東京ビッグサイ ト 東展示ホール 3, 4, 5, 6
入場料 :無料

出展社数 :16ケ国 486社
視覚障害者に関わる製品も多数出展されます。但し、色々な福祉

機器が混在して展示 (昨年)されていますので、家族、友人と一緒

にお出かけになる事を勧めます。視覚障害者が一人で行くと、探す

だけでくたびれてしまいますよ。

●ドラエモンのポケット

♪♪こんな物いいな・できたらいいな♪♪

ドラエモンは夏休みで一す。とか言って、ほんとはネタを探しに

海外旅行? ポケットが破れて修理中?

ご想像にまかせます。 13号を待っててね !



●パソコンがもっと身近な物に !|

視覚障害者にとって、パソコンを使えばいろんな情報入手、友達

と手紙 (E…mail)のやりとりが出来る ! そう言われても、値段が高
い、操作出来ない、難しそう ! こんな悩みを解消出来そうな期待

のもてる品物や支援組織が各地でできてきました。

パソコン1ま神奈川支部総会で紹介した「誰でも使えるパソコン」

そして 4万円弱で買える (但 し本体のみの価格)、 10万円以下の

ノートパソコンも発売される? アップサイクル (中古パソコンを

再生する)活動も、各地で始動しはじめました。

視覚障害者に対する組織的なサポート活動も、まず京都で始まり

ました。京都といえば園さん、当然この組織 (NPOOSCCJa
pan)の 副代表として活躍しています。東京でも始まりました。

従来のパソコンポランティアとの違いは、教える人がまず教育 (視

覚障害者とは・視覚障害者に対しての教え方)を受けて充分対応で

きるようになった人が教える所です。 (パソコンオタクではできな
い)有償、無償、教室で、訪間でと自分の状況に合わせて選択。
SCCOJ apanは すでに視覚障害者に有償教習をはじめました。

東京地区の組織では現在アシス ト (教える人)の養成講座が開かれ

ています。近い内に皆さんに正式広報出来ると思います。東京の組

織に神奈川支部会員及び神奈川の健常者が参加している事は言うま

でもありません。

尚、総会で展示した「誰でも使えるパソコン」は当日、パソコン

がみんなの熱い視線に、すっかりあがってしまって・・・

みんなの視線に耐えられる訓練をして、必ず近日中に再度お披露目
いたします。



●視覚障害者用腕時計

シチズンは新型の視覚障害者用腕時計の販売を開始しました。

従来の腕時計は音声で時亥Jを知らせるタイプでした。この商品

は上蓋を開き文字盤と針を直接指で触れて時刻を読み取る構造に

なっています。耳の不自由な方や、会議・集会・コンサート等静

かな雰囲気では音声より使いやすい品物かも知れません。

価格はメタルバンドタイプが 3, 500円、革バンドタイプが

3, 200円です。

●やつたぞ !栄光の金メダル

7月 25日 、七沢の神奈川県総合 リハビリテーションセンター

で神奈川県障害者スポーツ大会 (水泳・アーチェリー)が開催さ

れました。水泳競技・ 50m背泳にさっそうと登場したのが、我

らが「肝つ玉母さん」、座間の坂上達子さん。

雨にも負けず、風の日も何のその、毎週ライ トセンターのプー

ルで 250～ 300mを 泳ぎ鍛えたこの体。本人は歩行と同じく
「′い臓で泳いでいるだけよ !」 と謙遜するが、長年続ける事は大変

な事である。

号砲―発、華麗なフォームで泳ぎだした坂上さんは、並み居る

強豪選手をもろともせず、見事に一番でゴールイン !

日頃の練習の成果か? 心臓で泳いだ成果か?(今度本人に聞
いてみよう !)坂 上さん「金メダル」おめでとう !!
坂上さんが水泳をはじめ、ソフトエアロビ、ヨガ、ダンス、コ

ーラス、落語、俳旬、川柳等など15余りのクラブに所属して、

日常生活をエンジョイしているのは皆さんご存知ですか ?

40、 50で悩んでいないで自分の母の年齢にも近い坂上さん

に学んで人生を謳歌したいものである。
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一 投 稿 一

●ズーラシア見学

大塚健― (横浜市)

こんにちは、先日のズーラシア見学に参加した大塚孝子の夫です。
ご指名で一言書いて欲しいとの事で一筆取らせて頂きます。今回、

妻よリズーラシア見学の参加についてF・7われた時、当初はあまり乗
り気ではありませんでした。と言いますのは今までこの様な会への

参加というものに経験がなく、どの様に皆さんと接してよいのか分

からず躊躇していた為です。しかし、実際に参加し、その様な心配
は吹き飛んでしまいました。皆さん本当に楽しく明るい方達で一瞬
この方達は本当に障害があるのかしら?と思うぐらいで、その元気
パワーに圧倒されてしまったというのが正直なところです。勿論、

そこまでこられるのは並大抵の努力ではなかったと思いますが、そ

の様なところを微塵も見せない皆さんを見ていて「俺ももっと頑張

らなければ」と思い知らされました。当日は生憎の雨模様で日玉で

ある「オカピ」が見れなかったのは残念でしたが、逆に見物客に、

もみくちゃにされる事もなく、ゆったりと見学出来たのはかえつて

よかつたのかもしれません。また、この様な機会があれば妻と共に

参加し、皆さんと交流を深めたいと思いますので、その節には宣じ

くお願い致します。

最後に、この企画を実行した中村さん及びボランティアの方々、

本当にご苦労様でした。

●理療科 (盲学校)奮戦記 No6
佐々木裕二 (小田原市)

残暑お見舞申上げます。

記録的な暑さが続きましたが、皆さん体調など崩していませんか?

支部便りが届く頃にはもう秋の風が吹き始めているといいんですが

ね。
～点字のお勉強～

さて点字の勉強を少し?始めました。学校の臨床では患者さんの

カルテを墨字と点字の両方で記載します。それは墨字の人でも点字



一―
―
―
‐

の人でも自分で読めるようにするためです。私のクラスは墨字 6名
点字 1名です。治療が終ってカルテを書くとき点字が使える一人が
他の 6名の点字も書くことになってちょっと大変です。もちろん先
生や他のクラスの人も手伝ってくれるのですが、それよりもこれを
機会に点字を覚えようということになったのです。週に2回ほど、
放課後にやります。点字板は福祉からもらったのですが練習は点字
タイプライターで行います。本当は読みから始めるのが点字の基本
みたいですが目的がカルテを書くことなので読みは後まわしです。
皆さん点字の仕組って知ってますか?6つの点の組合わせで 1つの
音を表します。 3つの点が 2列並んで 6点、左上方 3つが母音を右
下 3つが子音を基本的に表しています。数字やアルファベットはそ
れを表す記号を前に書いて 2マスで表します。読むときは左から右
ですが、書くときは裏側から書くので反対になり右から左です、当
然点も左右反対で・・・、ですから点字板を使う人は右脳と左脳が
別々に働く。・というのは嘘です。が私にはできないというのは本
当です。ともあれ日本語を点字に割当てた人はすごいと思います。
(実は名前を忘れました。)点字タイプライターは6点のキーを押

すと点字用紙の下からニードルが出て上に出っ張りができます。で
すから書きながらそのまま読んで確認できるのです。またパソコン
でも6点入力できるソフトもありますが点字プリンターが80万円
もします。担任の先生は自分でも言っているのですが機関銃のよう
にタイプを打ちます。ダダダダダッ !話す言葉を聞いて殆ど同時に
打ちます。点字板でも速い速い。もちろんいつもそんなにしていた
ら指が壊れてしまいますが、やろうとすればできるということです。
パソコンよりも漢字変換がないので速いですよ。それで私はどの程
度かというとまだ50音も覚えていません。殆ど同時に始めた人が
結構書けるようになっているのですが、どうもまだ私は引っかかり
が取れないようです。カルテの記入をどうしているかというと、患
者さんと話しているときはプートにサインペンで書いておき、まず
カルテの下書を書いて、先生にOKを もらったら墨字も点字も誰か
に書いてもらっている現状です。読むのはルーペを使って読めるの
ですが書くのは本当に苦手です。やっばりどちらか片方くらい自分
で書かないといけませんよね。頑張ります。
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～病院研修～

夏休みに入ってから病院研修が五日間ありました。リハビリテー
ションの授業の一環で実際の病院でのリバビリを見学しました。見
学した病院はリハビリテーションが 3つ に分れていました、主に足
の機能訓練を行う理学療法室。手と脳の高次機能の訓練を行う作業
療法室。言語障害の訓練を行う言語訓練室です。見ると聞くとでは
大違いといいますが正にその通り。脳卒中の患者さんが 80%と い
ることでしたが、その麻痺した手や足を触らせてもらい教科書では
分らない固さや、緊張の度合い、それに運動の力の入れ加減などわ
ずかな時間でしたが貴重な体験をさせていただきました。また、患
者さん一人一人に本当に優しく接している先生方や病気直後で落込
んでいる患者さん。病気を受入れねばり強く明るく訓練をしている
患者さんの話を聞いて、姿を見て改めて理療と!ま いえ患者さんを相
手にする者としての心構えというか気持をもう一度正さなければな
らないと感じた次第です。
～勉強Iま ?～

夏休みももう半分、 2年の夏休みの過し方で後が楽にも大変にも
なると言われていますが、このぶんだと大変な方になりそうです。
基礎となる、解剖学と生理学、それにやたら数の多い経穴、理解に
苦しむ東洋医学、それに病理学に臨床医学。鍼も必ず練習するよう
にと言われています。

う一ん頭が痛い、どうしましょう。皆さんお互いオーバーヒート
しない程度に頑張りましょう。

●私の健康法

奥山宏子
拝啓 みなさんお元気ですか ?

去年の 8月 中旬から漢方薬と鍼との縁をきりました。そして 10
年間持っている首痛との縁も薄くなりました。漢方薬による水太り
もなくなりつつあります。それに去年よりも視力と視野が良<な り
つつあります。

現在、私が毎日実行していることは、とても楽で、すぐに出来る
ものばかりです。費用もあまりかかりませんので、ご紹介します。

13



①朝食後にワイル ドブルーベリー (野生種)の油分の少ないドライ

フルーツタイプを30粒位食べる。

私は、アメリカンコーヒーと一緒に食べています。

② l日 に7時間以上の睡眠と鼻呼吸をする。

(日 本人は70%以上の人が口呼吸だそうです。)

③三食共、米中心の食事にする。

以上です。とても簡単でしょう。

①のワイル ドブルーベリーは一袋400～ 800円です。③は肌が

きれいになりました。②の鼻呼吸は私には良いみたいです。花粉症

がとても軽くなりました。鼻呼吸は、横浜在住の重石みち子さんも
されており、視力、視野が好転したという例もあるようです。

鼻呼吸の方法は、ノンシュガーガムを噛む (一 日3回、一回当たり
40～ 50分 )、 夜寝るときに口に紙製の粘着テープを貼る (唇の

両端を少し残して貼ること)などの方法があります。あと、寝ると
きには高い枕はよくない (高い枕は喉を圧迫して、気道を狭める為
に口呼吸になってしまう)よ うです。皆さんも是非実行してみて

下さい。

●ウッチャンの体験記を読んで

石川祐子 (横須賀市)

母親に当たってしまうなんて案外ウッチャンって子供ね、なんて

思いながら先へと読み進めていった。独立、独り暮らし、ふと自分

自身と比べ、手を止めた。「私といえばどうなんだろうJ

楽しみにしていた修善寺の旅行は前日の夜にドタキャン。断りの電

話をかけた直後、私 Iま娘が買つてきてくれた洋服、記名した封筒に

入れたお金等などの荷物を、まるで最初からそんなものなかったか

のように片づけてしまっていた。私の電話番号を暗記し、ご丁寧に

も電話を下さった坂上お姉様。大感激はしたものの、私の方からは

なんのリアクションも起こさなかった。支部長の中村さんの、西の

地方のイントネーションのある、力強くかつ、暖かみのある言葉に

巡り合えた喜びもあったのに、得々講座のお誘いにも乗らなかった。
「人には得手、不得手がある」

そんな言葉で自分のふがいなさをごまかし、歩行訓練の予約もしな
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いで、ただ「本が好き」と自分自身を納得させ、ライトセンターの
図書館だけには電話した。図書館の応対は、親切かつ、迅速だった。
「今ごろみんな何しているのかな」なんて思いながら2月 7日 に初
めて図書館に電話してから4か月がたった。借りたテープのタイト
ルは40本を越えた。
今、私は耳を済ませてポストの開く音を待っている。そう、まる

で穴の中に入り、外の様子をうかがっているマダキのように・・・

P.S.ウ ッチャン、横須賀に帰ってきたみたいね。
おかえりなさい。

●街で私に声を掛ける人

岩佐浩司 (川崎市)

私は住む場所柄、よくJR川崎駅周辺を通るが、声を掛けられる
事が多い。顔に「RPでござい」と書いてある訳でもないのに視野
障害と見当をつけて声を掛けてくるので驚く事がままある。考えて
みれば私は自状をついているものの、歩き方はセカセカしていて、
自分からは避けようともせず、ぶつかろうものなら「前を見て歩け
!」 と罵声を浴びせるのが常である。 (自 分でも嫌な性格をしてい
ると思う)

昨年の夏も終わりに近づいた頃、ある娘さんに声を掛けられた。
聞けば看護婦さんで、埼玉から通っていて、父親が RPなのだと
言う。私はJRPSの 事を教え、電話番号を教えようとしたのだが
拒否されてしまった。娘さんの父親は会の存在を知ってはいるもの
の入会するに|ま抵抗があるらしい。 (でも、ひとりで悩んでいても)

しょうがないと思うのだが・・・)娘さんは私と話しをしたあと、
御礼を言って帰っていったが、私は娘さんの意図を計り兼ねていた。
でも父親と同じ病気の人がどういう日常生活を送ってしヽるのか単に
知りたかっただけなのかもしれない。

しかし、次に声を掛けてきた男には考えさせられた。今年の 2月
どういう風に声を掛けられたか忘れてしまったが、「視野障害の方
ですか ?」 「視野が狭いと歩きにくいでしょう?」 こんな感じだっ
たと思う。
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絶たない。こんな事を書くと「何だ、随分詳しそうだな。そういう
世界にいたのか ?」 とか「そういう人生を送ってきたのか ?」 と思
われそうだが、そんな事はない。ないが、どうして人は同じ様な行
動パターン・習性を持つのだろうと思うことがある。具体的にどう
いう事かというと、こういうケースで「何故先にお金を払っちゃう
の ?」 「治療の結果も判らないのにどうしてそんな大金払うの ?」

「領収書も受取らず何故お金だけ払うの ?」 (も っとも受取った時
は手遅れだが)と いう人が実に多い。そして不思議な事に編された
人が多いにも拘わらず何故か黙っている人が意外に多いのだ。いく
ら編す人間が悪いといっても似たような話は昔から沢山あるし、あ
まりにも多いので法律で全部裁くのは物理的にも不可能に近い。人
は賢くなければならないと思う。哀れなのは声を掛けてきた男で、
RPだった事である。」RPSに も詳しく、私と同じ様にRPの 目
をしていたが、視野 10数度だったのが 30度近くまで広がったと
いうのは嘘であろう。もし本当ならもう少し健常者に近い目をして
いた筈である。そこの町の駅前の派出所へ行って トラブルがないか
聞いた所、やはり評判は甚だ宜しくない。治療費の名目で取るお金
が半端な額ではないそうだ。あるお婆さんが○○駅で声を掛けられ
て行った所、治療費として 20万円取られたとの事 (先払いしてし
まったそうだ)RPの 人だけでなく、他の障害者やいろんな人に声
を掛けている事は容易に想像がつく。何でもそうだが、とにかく簡
単にお金を払わない事である。それにしても、いつの世も編される
人が絶えないのは人間の習性なのだろうか?
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●紫陽花通り

雨が降っている。昨日も今日も

そして明日の予報でも。

晴れたら出よう、部屋から出よう。

人の沢山居る街に行こうかな。

誰かと話しが出来るかも。

デパー トもいいな、

あれこれ触ってみるのも楽しいかも。

でも・・・やっぱり雨上がりの小路にしよう。

お気に入りのスニーカー履いて。

ほんのり濡れてる紫陽花を、

両手で優しく包んだら
エメラル ドブルーのオルゴール。

ほら、聞こえるでしょう
「雨に歌えば」のメロディーが。

晴れたら出よう、外に飛び出そう。

其処に隠れているカタツムリ君 !

殻から出よう、何かを探しに・・・

横山国夫 (座間市)
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一お願い一

使用済みのテレホンカー ドがありましたら、」RPS神奈川
支部事務局のほうまで持ってきて下さいますようお願いします。

」RPS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。

神奈川支部事務局 :中村善暁
〒253 神奈りl!県茅ヶ崎市萩園 1445-6

丁EL. 0467-86-6249
FAX. 0467-58-2580
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一◇編集後記◇―

今年の夏は寝苦しい夜が多かったですね。おかげで

オーバーヒー ト状態。やっと最近涼しくなってきま

したが、回復するには時間がかかりそうです。これ

からはスポーツ、読書、音楽鑑賞、温泉・ 00の秋

を迎え、身体を鍛えると共に癒していきたいです。

編集部では皆さんの投稿をお待ちしています。

どしどし送って下さい !

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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阿部直之
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