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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

t
‑

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
(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)

一
︲

●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
ll県 障害者 自立生活支援セ ンタ ー内)
(神 奈′
※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

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。

電話

(自

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。

前 田勝 範 さん

●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
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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。
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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 ?

17

●紫 陽花通 り
横 山国夫 (座 間市 )

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・・・
!
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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
l!県 茅 ヶ崎市萩 園 1445‑6
神奈り

〒 253
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
!
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