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JRPS神 奈川の活動
●活動 報 告
【
得 々講座 年金について】
10月 、11月 のミニ集会では、日ごろから質問が多く、また、
専門の方でないと答えられな いよ うな内容が多い、年金 について取
り上げました。講師として七沢ライ ト本一ムの遠藤先生 にご来場 い
ただき、神奈川県の年金制度のあらましに付 いて説明 していただき
ました。様 々な質問が出ましたが、切実なものは網膜色素変性症の
発症が いつなのか、初診 日が いつかで年金の取 り扱 いがかな り変わ
つて しまう現実があることです。厚生年金 と障害者年金 にはかな り
の格差が あ ります。また、年金の受付窓 回の担当者の対応にも質問
や意見が多くあ りました。請求書類が煩雑なだけではなく、年金担
当者の心無い一言で非常 に不愉快な思 いを して帰 つて くる人が多く
いるようです。
得 々講座では、 「なんでも便利帳」を配布 しました。 これは年金
制度に限らず神奈川県の福祉サー ビスが まとまっている冊子です。
支部の役員である小泉暁美 さんが県の発行 している福祉の案内から
網膜色素変性症 の視覚障害者 に対するサー ビスを抜き出 して、分か
りやすくまとめたものです。簡単に目次を見ますと、障害者手帳、
施設、医療、用具、人的サー ビス、年金・手当て、税金、公共料金、
生活関連、 レク リエーシ ョンとなっています。今は残部があ りませ
んが、増刷 しておきますので必要な方はミニ集会のときにでも役員
に声を掛けて下 さい。

●活動 予定

)

ミニ集会 (サ ポー トセンター 604)
13時 〜 16時
※ミニ集会が終わった後は忘年会 を予定 していますので、時間があ
る方は ご参加下さい。

12月 10日
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ミニ集会 (サ ポー トセンター
ミニ集会 (サ ポー トセンター
ミニ集会 (サ ポー トセンター
時間はいずれも 13時 〜 16時 です。

７

)
(土 )
(日 )
(日

６

2001年
1月 14日
2月 10日
3月 11日

4)
5)
4)

情報 コーナ ー ー
●神奈川ロービジョンネットワーク発足
昨年 2月 、県総合 リハ ビリテ ーション病院、七沢ライ トホーム、
北里大学をはじめ、視能割1練 士、ケ ースヮーカー、教育関係機関な
ど、 30数 名が集まり、 「ロー ビジ ョンを考 える会」の第 1回 研修
会をライ トセンターで開催。その後、「神奈川 ロー ビジ ョン連絡会」
を設立 し、県内の視覚障害者の ロー ビジ ョン相談に必要な情報交換
やネ ッ トワーク作 りを重ねて、 10月 14日 に神奈川県医療会館で、
県眼科医会の後援のもと、名称も「神奈川 ロー ビジ ョンネッ トワー
ク」と改称 して設立総会が開催 されました。当日は眼科医師 30数
名 はじめ、ケースヮーカー、視能ヨ1練 士、教育関係者、施設職員、
誘導ボランテ ィア、視覚障害者など約 100名 が参加 してこれか ら
の 日― ビジ ョン医療の前途 に明るい光が差 してきたのを実感 しまし
た。 「神奈川 ロー ビジ ョンネ ッ トワーク」 (代 表世話人 :横 浜市立
大学・高野雅彦)は 県下 4大 学 (横 浜市立大学、北里大学、東海大
学、聖 マ リアンナ医科大学)を 基点にして、総合病院、開業医、教
育機関、施設が連携 して視覚障害者 に日― ビジ ョンクリニ ックのサ
ー ビスを実施 しようというものです。 「見えな い・見えづ らい」と
感 じた ら、 日― ビジ ョンの間を叩 いて見ましょう ! 残存視覚、視
力を最大限に引き出 し、見えなか ったものが見えるようになるか
も ? 見えなくても不 自由さがもっと改善されるかも ?
日本 で初 めての組織的な視覚障害者のための 「神奈川 ロー ビジ ョ
ンネ ッ トワーク」です。 これ も利用者がいな ければ萎んで しまいま
す。 「ロー ビジ ョンネ ッ トワークJが 発展するか、否かは、私達視
覚障害者がどれだ け利用するかにかかって います。皆さん、おおい
に利用 して、更に視覚障害者 にとって良 い環境を作 りましょう
!

０

５

ロー ビジ ョンク リニ ックについては、現在診療 してもらって いる病
院 に問合 せ して下 さい。分か らな い場合 はネ ッ トワー ク事務局又 は
JRPS神 奈川事務局 に問合 せ下 さい。
・神奈川 ロー ビジ ョンネ ッ トワー ク事務局
県総合 リハ ビリテ ー シ ョンセンター・ 眼科・ 七沢ライ トホ ーム
丁 EL 0462‑49‑2528(眼
科・仲泊 )
0462‑49‑2421(七
沢 ライ トホ ーム・渡辺、
末 田)
2(眼 科 )
FAX 0462‑49‑2
1(七 沢 ライ トホ ーム)
0462‑49‑2
e― mail ＊＊＊＊＊＊＊
satoshinOJikei.ac.
１
４

押
・

・ JRPS神 ＊
奈 川事務局

＊＊＊＊＊＊＊＊
TEL 0467‑86‑6249
FAX 0467‑58‑2580
＊＊＊＊＊＊＊＊

e― mail

rp― nakaOvio:in.ocn.ne.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊

●障害者 の人権 110番
横浜弁護士会では、障害者 の 日にちなみ、電話 OFAXに よる障
害者 の人権 に関する無料法律相談 を、昨年 に引き続き実施致 します。
横浜弁護 士 会所属 の弁 護 士が法 的な側面か ら、障害者又 は 家族の
方 々が抱えてお られる様 々な問題点 について 、 ご相談 に応 じ、解決
の一助 になればと実施 いた します。1日 限 りの電話相談 ではあ りま
すが、 FAXも 用意 してお りますので、お気軽 にご相談 をお寄せ下
さもヽ
6
日時 :平 成 12年 12月 8日 (金 )
午前 10時 〜午後 4時
電話 :045‑664‑3612

FAX:045‑664‑3615
FAXで ご相談の方は連絡先明記 の上、必ず時間内 にお流 し下 さい。
障害者 の人権 110番 の実施 に関するお問合 せは
「弁護士会事務局」 (045‑211‑7707)ま
で。
一横浜弁護士会 のパ ンフレッ トよ リー

●連載

よ もや ま 情 報

(13)

US」 全 ア トラクシ ョンを障害者対応 に来春、大阪市 に開業する
米映画のテ ーマパー ク、ユニバ ーサルスタジオ ジ ャバ ンを運営する
ユ ー・エ ス・ ジェイ (USJ大 阪市 )は 、障害者や高齢者 に配慮 し
て障壁を取 り除 くバ リアフ リー化を徹底する。全 ア トラクシ ョンを
障害者対応 にする他、 日の不 自由な人向けの音声案 内や特殊な トイ
レを設置する。 障害者料金 (一 般の半額 )も 設 ける計画だ。ア トラ
クシ ョンは、重度の障害者を除き、全ての人が利用できるよ うにす
る。 日の不 自由な人 にはヘ ッ ドホ ンを渡 し、そ ばにある施設の案 内
を 自動的に聞くことがで きるよ うにする。 盲導大 に加え 、 日常の生
活の手助 けをする介助犬 も受け入れる。点字地 図や指で形をなぞ っ
て理解する 「触る地図」 も設置す る。
(点 字 JBニ ュースよ り)
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●神奈川支部の支部長 になって
横浜市

大窪

融

今年度 か ら支部長 にな った大窪です。中村前支部長が本部 の事務
局長 とな り 2002年 の世界大会 に向けて尽力される ことにな り、
私が後を受けて支部長 とな りま した。 中村前支部長 ほど精 力的に、
また、幅広 く活動す ることは出来 ませんが 自分な りに精 一杯やろう
と思 っていますのでよろ しくお願 いします。先 日、神奈川 ロー ビジ
ョンネ ッ トワー クの設立総会 に行 ってきま した。また、眼科医師会
か ら JRPS神 奈川支部 に寄付があ り、いただきにいきました。会
を代表するとこのよ うな役害1も あるのだ と実感 しま した。
11月 18、 19日 とパ シフ ィコ横浜 の国際会議場 3階 で 日本視
能矯正学会 があ りま した。全 国か ら視能矯正士、検査技師、視能訓
練士の方 々が集 まって研究発表 をす る学会 で す。 その ロビー にブー
スをもらい JRPSの 宣伝を してきま した。かな りの方が JRPS
を知 って い らっしゃいま した し、大変 に興味をもたれて いる ことが
分 か りま した。 多くの一人で悩 んで いる患者 さんに伝 えて いただけ
ればと思 いま した。今回は川崎の宮本 さん、横須賀 の内田さん、横
浜の竹川さん、森 口さんが来 てくれま した。 2日 間あ りがとうござ
いま した。本部 の釜本会長 か らもお礼のメールが来 ています。今後
も本部 か らの要請があれば応 えて いきた い と思 いますのでよろ しく
ご協力ください。

●理療 科 (盲 学校 )奮 戦 記

No.11
小 田原市 佐 々木裕二

皆さんこんにちは。立冬も過ぎて、もう暦の上では冬。暖かい日と冷た
い風の吹く日が代わりばんこで体調を崩してはいませんか ?

〜専門学校 の見学 〜
先 日鍼灸 の専門学校を見学 してきました。盲学校 とは同じ鍼灸 の資格
を取る学校 でもこんなに違うのかと驚きました、色 々検討されている方も
いらっしゃると思 いますので少しばかりご報告 いたします。
あれもこれも違うのですがまず最初 に生徒 の数 と年齢 が違 いました。
私 のクラスは9人 (そ れでも一番多い)。 ところがその学校は一学年80名
で3ク ラスに分 かれていました。平均年齢も若く27才 位 とのことです。学
科 の授業 はもちろん、実技 の実習室 はもう熱気ムンムンでした。でもここ
でもう一つ違つたのが先生の数 です。いや、生徒 一人当たりの先生の数
です。30人 近 い生徒 の実習を一人か二人の先生で教えているようでし
た。もちろん晴眼者なので、手取り足取りが必要ないのもあると思 います
「ある程度 自分でやる事 が必要。」と案内の先生もおっしゃっていまし
が、
た。自分たちは恵まれてるなあと感 じる一方、盲学校 の先生 方は大変な
んだなとも感じました。
「教科書 の何 ペー
学科 の授業でもそうです。先生が黒板 に色 々書 いて
ジの 図を見てえつ :」 とやつています、盲学校ではこうはいきません。模
型を持つてきて触らせたり、筋肉の走向が分 かるようにテープを貼つた
・・・。本当に良くやつて下さいます。
り
授業の 内容として新鮮だったのは、テーピングの実習を見学できたこ
とです。スポーツトレーナーやスポーツ障害へ の関心 が高 いということで
かなりの時間 が割 かれているとの ことでした。しかし私たちはテープを触
ることもありませんでした。
もう一つ大きな違 いは「臨床」です。臨床とは患者さんの治療をするこ
とです。盲学校では、2年 生は按摩を3年 生は鍼 の臨床実習があります。
学校 の近くの方 々が肩こりや腰痛、五十肩、神経痛など色々な症状で来
られます。実際 の患者さんを通しての実習は治療の難しさも喜びも実感
できる大 変貴 重なものです。ところがその学校 では、とてもきれいな臨床
施設 があるにもかかわらず、生徒は見学だけで実際 の患者さんは扱わ
ないそうです。生徒同士での模擬臨床だけだそうです。この違 いは大き
いと感じました。
施設はとても立派で油圧式の昇降ベッドや充実 した参考書、求人も沢
山沢山貼り出されていました。盲学校はなかなか求 人がありません。さ
あ、あなたが第 二 の人生の 出発を託すとしたらどちらを選びますか ?
そうそう3年 間で、400万 円位かかるそうです。

〜またまた模擬試験〜
国家試験まで、3か 月となりました。今月 (11月 )は 2回 目の
模擬試験
があり、全 国での順位がでるそうです。国家試験は
按摩・マッサージ・指
圧の試験が 150間 。次の 日鍼灸の試験が 160間 でます。
合格 ラインは
60点 ですが、個別にや はり60点 取らなければならない
科 目がありま
す。
卒業論文とも言える臨床レポートも12月 には提出です。これは
、担当
した患者さんか ら1人 を選び、その治療 と経過・結 果を考
察するものです。
やたら忙し<な りそうな年末です。でも3年 間の集大成、
頑張らねば。
〜慣れた道路も注意注意 〜
ある日のこと。4車 線 の道路 を渡ろうと、まず右側 か ら自動車の
来てい
ないことを確認し、センターラインまで歩いて出ます。そこで左か
ら来る車
に渡らせてくれぇとアピール します。ところがいつものよ に
う すぐに止 まっ
てくれない。今 日はえら<不 親切だなぁと不機嫌 になりながら
なんとか渡
り終えました。もちろん横断歩道はありますョ。
2〜 3日 後、クラスメイトと帰る途申。
「ぁの横断歩道に信号ができたの
知ってたぁ?」「ぇっ :」 と私。なんとそこには押しボタン式の
信号が付い
ているではありませんか : そぅです、私は青信号の 自動車を止め
て渡
つていたようです・
・。冷や汗です。
・
皆さん、慣れた道路ほど注意がおろそかになりがちです。そして
まだま
だ見えていると思っているあなた、実は見ていないところが っと
ず
見えな
くなっているかも知れません、暗いこの季節気を付けましょうネ
。
それでは今回はこのあたりで。

● 「投 稿魔 」
川崎市 岩佐浩司
中村 さん、なんた って神奈川が一番です。神奈川支部が一
番とい
うよ り、中村さんの啓蒙活動 には頭が下がる思いです。
中村さんの
投稿文を読んで二宮さんか らミニ集会に誘われた頃を思い し
出 まし
た。難聴のため集会が苦手という私に再度のお願 い。何
度 も断って
は失礼と思い、初めて参加 した ものの、二宮さんと中村さん しか
お

らず、正直 「いつ もこんな に少な いのかな ?」 と思 いま した。あの
頃 は私 も中村 さん も自状をついてお らず (あ の頃 に戻 りたい)あ れ
か ら多くの方 々の RPが 進んで しまいま した。それにして もこの病
気、障害者手帳の等級 に該当するまでが とても長 いのに、ひ とたび
障害者手帳を取得すると加速度的に進行するのは何 とかな らな い と
思 いませんか皆 さん ?味 も素っ気 もな い。
中村 さん、長 い間 お疲 れ様 で した。 これ か らは神奈川で してきた
ことを全 国展開 してね。
さて、今年の夏 は 日当た りの良 い三階 の部屋 に引っ越 したおか げ
で、皆既月食を多摩川の土手まで行かな くても書F屋 の窓か ら見る こ
とが 出来 ま した。演歌の花道 をイヤホンで聴 きなが ら座椅子 にもた
れ つつ、やは り天文 フ ァンとしては大流星 群・大彗星・皆既 日食 (ダ
イヤモン ドリング)を 見た いなあと思 いま した。皆既 日食は 200
9年 にあるとは いえ、 7月 22日 は台風 の季節 が始 まる頃、それ に
曇 つた らアウ トなので リスクが大きく、今 のところ奄美大島まで行
く気 にはなれない。獅子座大流星群は 2年 続 けて失敗 している し、
どうや ら目が治 つた ら清里か ら野辺山にかけてスター ウォ ッチ ング
す る夢ともどもかないそ うにな い。 ここの部屋か らは多摩川の花火
(低 いの は見えないが)も 見える。獅子座流星群 もこの位明るけれ
ば見えるのにと思 いつつ、 しば し楽 しんだ。
最近 ミニ集会 にはとん とご無沙汰 して いる。体調が悪 いか らだが
脳 に強い圧迫感を感 じて救急 車 に運ばれて入院 したのが一昨年 の春
だか ら、もう随分経 つ。未 だに通院 して いて、血液 を良 くするとか
言 う注射を打 ってもらって いる。 (そ れ も毎 日だ)病 名 くらいつい
て いてもよさそ うな ものだが、 これが無 い。
何でも脳の血管が詰まった か らではないかと言われた。倒れた時 に
は冗談抜 きで死ぬか と思 つた。脳 卒中は こ うい う具合 に死んで行 く
のかと思 うと、脳卒中であの世 に行 くのだけは御免被 りた い ものだ。
JRPSの 行事 もあま り参加 しな くな り、 この ままではいけな い
と思 うのだが、私の場合、飲み会 に参加 しても対面 との会話 もまま
な らな いのはつ らい。少 しで もつなが りを持 つ為 に、投稿文を多く
しようと思 いついた。投稿魔 である。 とい ってもアイヤ会版のああ
るぴ ぃが 中心 とな ります。アイヤ会 の会報 が一番 おもしろ い。患者
の声が一番 ス トレー トに出て いる。聴覚の話 も出てくるので、普通

の RPの 方が読 んで もそれほど面白くな いか もしれないが、本部会
報 の ああるぴぃ本部・ 支部活動 の行事 日程表 と化 し、患者の本音 が
出て こな いのは公共性が強 いので仕方な い面はあるが、何 と言 って
も本音 が一番面 白い。
これか らは神奈川の会報 にもどんどん投稿 しよ うと思 う。 ウッチ
ャンの体験 シ リーズみた い に面白くはないと思 うけど、面白くなけ

れば飛ばしてください。気にせず勝手にどんどん投稿しますので宜
しくお願いします。

● ウ ッチャンの体験記 シ リーズ
横須賀市

内田

知

ミレニ アム最後 の投稿 として 2つ のことを書 きた いと思 う。
1つ は、「夢の中の記憶」 について、も う 1つ は 「健常者の思 い」
について。少 し長 くな りますが、お付 き合 い下 さい。
何年前になるだろ う。病気が進み、一人で 出か ける ことが 困難 に
な り、家族 との会話 も必要最小限とな り、 自室 にこもり自暴 自棄 に
陥 つていた。読みた い本 の文字を必死 に追 いかけるが 、首を上下左
右 に動 か しているだ けに気 づ き、途 中で諦 めた。手に触れるものが
なんであるか分か っているの に、 日で確かめる ことが 出来な い。苛
立ちと諦 めと混乱の中で 自分を見失 っていた。過去 も未来 も現在 さ
えも考 えることが 出来ずにいた。そんな状況の 中で現実逃避 出来 る
唯― の方法が眠 りだ った。眠る ことで辛 く長 い時間を避け、 自分の
意識 を別の世界 にもっていこ うとして いた。夢を見る。過 去の 出来
事 と、未来の姿が交差 し、現実の 自分を映 し出す ことは無かったが、
夢の中の 自分の動作や光景は全て 自分の 日で見て確認できて いた。
そのことにわ ずかな安堵を感 じていた。だが、間もな く全盲にな り、
夢が形を変えて現れるようになったの は、ライ トホームに入所 し、
そ こでの生活 に慣れ始めた頃だ つた。鮮 明 に見えていた夢の 中に見
えな いものが現れ始めたのだ。親 しく話を しているのに相手の顔が
見えな い。呼び止め られ、振 り返 った瞬間、フラ ッシュを浴びせ ら
れたよ うに眩 しくて何 も見えな い。見える人、見えな い人が ごちゃ
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まぜ にな って現れる。見えていたかと思 うと突然 消える。 目が見え
ているのに自状を持 って歩 く自分が いる。見えるのに何故だ と思 っ
ている。子供 の頃の情景 も、家族の顔 さえも薄れて い く。記憶 され
ているものが消 えていく恐怖 と、必死 に取 り戻そ うとする苦 しみの
中で、もがき続 けて いた。
ライ トホ ームの入所者は中途失明者が多く、集 まれば 目が見えて
いた頃の話 になる。皆、記憶を手繰 りなが ら話をする。だが、夢の
話 は殆 ど出なかった。昨夜 こんな夢を見た とか、夢の中に誰かが 出
てきた とか、まるで夢の 中の話はタブー視 されているが ごとく話 さ
なかった。たまに誰かが話 し始 めると一様 にみな押 し黙 つて 聞 いて
いた。入所 者 に Kさ ん と言 う人が いた。 Kさ ん には二人の娘 さんが
いたが、話 の 中である人が
「 Kさ ん、娘 さんが成長 して綺麗 にな って い くのに、見 られな くて
悲 しいね」 と何気な く話 し掛けると、 Kさ んは、
「そんな ことはな いよ。可愛 いままの二人の姿が焼き付 いて いる し、
夢 にもはっき り出て くる しね」と答 えて いた。が、その夜眠れずに
タバ コを吸いにでた談話室 に人の気配が し、やは り眠れずにいた K
さんが話 し始 めた。
「失明 してか ら 2年 しか経 つていな いのに、小 さな頃の子供 たちの
姿 が薄れていくんだ。七 五三の着物姿 や、小学校入学の着飾 つた洋
服ははっき り見えるのに、子供の顔 だけが消 えて いる夢を しき りに
見る。やっきにな って思 い出そ うとするのに浮かんで こな い。 つ ら
い・・・ 」 と言 つた。誰 もが見える記憶が薄れ て い く辛 さを味わ つ
ているんだ と実感 した。繰 り返 し見る こ とによって脳 にインプ ッ ト
され、映像 として残 つて い くものが「見える記憶」だとした ら、我 々
視覚障害者 には消 え去 る映像 は避けられな い。 いやで も受け入れな
ければな らな い現実なのである。
ウッチャ ンには妹 が いて、勇気 (7歳 )と 元気 (5歳 )と い う二
人 の男の子供 がいる。 この二人はウッチャ ンが全盲 にな ってか ら生
まれた甥 っ子である。二人はウッチ ャンの 目が見えな いと言 うこと
ァな にかにつ けて一生懸命 に説 明 して
を子供なが らに理解 していて、
くれる。 しか し、子供 は大人 と違 い正直である。 た とえば、 ドラエ
モ ンやアンバ ンマ ン程度 のキヤラクターな らなん とかわかるが、今
ブームにな って いるキャラクターはどう説明 されてもイ メー ジが湧

かな い。何を質問されても答 え られな い。子供 は夢中で説明するが
どうしてもわか ってもらえな い とわかると身体中で悔 しさをぶつ け
てくる。子供の側か らの見てもらえな い悔 しさである。
長 い問農業を続 け、弟、妹の親代わ りとして育ててきた Aさ んと
い う人が いる。突然 目の痛みに襲 われて全盲 にな った人だが、それ
で も弟、妹 を育てるために必死 に働 いた。その妹 さんが結婚する時
にAさ ん へ思 いをぶつ けてきた。
「苦労をかけてきたお兄さんにこんな綺麗な花嫁衣裳を着せてもら
つたのに、何でお兄さんは見えな いの !見 てもらいたいの に見せて
あげられない 。・ こんな悲 しいことはな い。今 日は嬉 しい 日なのに
お兄さんは何故 こんな悲 しい思 いを私 にさせるの」と訴えた。見え
な いことの辛 さをず っと抑えてきた Aさ んは、
「お前の姿が見た い !」 と妹 に抱きつ き、号泣 したと言 うが、此れ
は妹 さん側 か らの見せてあ げられな い憤 りである。
日々生活 してい く中で、周 りにいる人たちが見えな い ウッチ ャン
にわかってもらお うとこまごまと説明 して くれる。 自分 で見てきて
体験 したことを同 じように体験 してもらお うと接 してくれる人が い
る。見えな いことは確か に辛 いことだが、健常者 にも見 せて あげら
れない悔 しさと、見てもらえな い悲 しさがあるのだ と思 っている。
そんな健常者 の思いを察する こともせ ず、簡単 に見えな いか ら何を
やつても面 白くな い とか、想像するのもつ まらないか ら嫌だと言葉
にする視覚障害者を、ウ ッチャンは許せな い。 自分の意思に反 して
障害者の世界 に命を運ばれてきた。知 ったよ うに
「ウ ッチャンは心の 日で世の中を見ている」な どと言 う人がいるが
『冗談 じゃねえ !心 の 日で何が見えるとい うんだ !不 細 工な顔でも
鏡 に映った 自分の顔が見える 目が欲 しい』 と、 いつ も思 っている。
そんな怒 りも弱 さもつっぱ りも、本音 をさらけ出 して生きてきたつ
もりだ。 これ か らもそれ しかな い。それ しか出来な い と思 っている。
右を見ても左を見ても何 も見えない。現在 にも未来 にも大きな不安
を抱えている。だが、運ばれた世界で生きて い くしかな いのな ら、
常 に前 へ足を踏み出 して行 こ うと思 っている。車道 と歩道を間違え
なが らでもゆっくり歩 いて行 こうと思 っている。そのほうが少 しで
も楽 しいことを見 つ けられると信 じている。
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●俺 の生 き様

カ ミ ング ア ウ ト"
横浜市 座頭市

今夏、初めての手帳 (2級 )を 手にした。その頃、出張先で夜間
思 うように仕事ができず同行 した先輩 に「上司に眼のことを話すよ
う」助言 された。職場 ではうすうす眼の悪 いことは知 られている模
様 だがで きるな ら定年まで隠 しとお したいと思 っていた。今回、具
体的に周囲に迷惑をかけたが 自分の先の生活を考 えると気持ちの整
理がつかず 「上司に話す こと」を躊躇 して しま う。そこで視覚障害
者の復職を考 える会 (タ ー トルの会)」 に相談 しア ドバ イスを受け
た。そ して上司に病気の こと、拡大読書器やパ ソコンソフ トの活用
などで障害者が働 いている実態、定年までは働 きたいことを話 した。
上司は上層部や人事 に相談 した らしく、数 日後、必要な器具購入 に
理解を示 し、通勤不能時には各種休暇、休職制度 の活用、定年後 の
生活設計 もするよう指導 された。か <て 会社 へのカミングアウ トは
終えた。上司の話では何人かの幹部上司は眼について了知だった と
のこと。ず うっと昇格昇給 のないことにも納得 し、なにか定年を迎
えたような寂 しさと安堵感 に包まれた。
障害者雇用促進法では企業 に障害者雇用を義務 づけて いる。また、
障害者の いる企業 には補助金 もあるとのこと。建前と本音が異な る
のがこの世の中、当面職場でどのように適応 して ゆくのか、定年後
の先々をどうするのか考 えると頭が痛 い。
つづ く
(追 伸)
人間 いつ病気になるか分か りませんね。 8月 末 か ら 1カ 月余 り、左
足麻痺で入院 していました。視覚障害者の入院 は不便なもので した。
入院手続きの書類記入、夜間は尿器使用、退院後 の再来は、液晶受
付器が見づ らくヘルプしてもらうなどで した。おかげで 「す いませ
ん、眼が悪 いので○○お願 いします」と声か けにも少 し慣れ ました。
また、手帳があったため医療費の 自己負担額は保険適用外のみで し
た し、通院にバ スの無料パ スが使用できま した。そんなかんだで七
沢ライ トホ ームの 1日 体験は参加できず、 日常生活用具の 申請 も大
幅 に遅れて しまいました。
最近、誰でも参加 できるタ ー トルの会の MLメ ンバ ーにな りまし
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た。メ ール には視覚障害の情報 も掲出され ますので参考 にな ります。
眼の悪 い私 は総 てが後向 きにな りがちで す。少 しで も前向きになれ
るよう易 しい日標 を持ち達成す るようにしてお ります。

●

"秋 "
座間市 横山国夫

秋 は、 いいな ぁ
柿 栗 林檎 に梨 葡萄。 おつと忘れた ミカンち ゃん
お店 の前 に勢ぞろ い 棚 か らころげて こんにちは
素通 りは いやよと、袖を引く
秋 は、 いいな ぁ
秋 は人の心を優 しくする 澄 んだお空が青 いか ら ?
頬 を操る風のせ い ? それ とも身近な愛がポケ ッ トに
コスモス掻 き分け 消えた人操
秋 は、 いいな ぁ
都市化 の進んだこの街 も お空は狭 くな ったけど
遥 かな 山の頂 きに 茜雲 が広が つてる
何処 かでお豆腐屋 さんのラ ッパの音
秋 は,い いな ぁ
小 さな池の小 さな水面 (み な も)今 年 も鴨たち飛んできて
親子 で水浴 び、は じゃいで る 土手のススキが囁 いた
「 トンボや メダカはどう したの !!」
秋 は、 いいな ぁ
枯葉がカラ コロ遊歩道 木立の葉 つぱも薄 くな リ
若 い母子 の影 長 く 落ち葉 のかんざし嬉 しいそ う
お嬢ちゃんの今夜の夢は 七五三
秋 は、 いいな ぁ
静 かな 宵の窓越 しも いつ しか虫の音、遠 くな り
想 いははるか幼 日の 春 の野山を駆 け巡 る
夢 うつつ 秋 の夜長を独 り占め
!
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あとが き
今年 もまた この季節 がや って きま したね 。
そ うです、 21世 紀 プ ロロー グヘ のカ ウ ン トダウン。
」RPSに お いても、 21世 紀 は世界大会 開催国 として
重要なス ター トを任 されています。
そ して、 この病気 の治療法確立の 目覚ま しい進歩が
期待 されています。
私 自身の 21世 紀 は どのよ うなものか・・・
ちょつと自分で予想 を立ててみたい と思います。

2002年
2005年
2007年
2008年
20可 0年

2015年
2020年
2025年
2030年

世界大会の活況をよそに、リス トラに遭 って職 を失 う。
株 が大当た りするが 、
生活資金 の原資 に持 つていかれ る。
娘 が小 学校入学。まだ何 とか見届 ける ことが出来るが 、
体育館の段差に蹟 き、一 張羅 のスーツ を破 って しま う。
不惑の年を迎 え、よ うや く職 に有 りつ く。
神奈川支部の支部長 に就任
妻 の 目がだいぶ見えな くな って しま うが 、未だ に治療
法 が確 立 され な いことに苛立 ちを覚 え、暴動 を起 こす。
妻 と一緒 に始 めた鍼灸 マ ッサー ジの店 「はるか 」が
年商 1億 円に・・・
私 の 目もだいぶ見えな くな りつつ あ ったが 、
娘の結婚式でバ ー ジン ロー ドを何 とか歩 き、
感慨 に耽 ける。
色変の治療法 の確 立 を見届 ける こ とな く、心筋梗塞 で
この世 を去る。

まあ こん な と ころで しょうか 。治療法 に関 してはだ いぶ悲観的な見
方を しています が 、 これ を見 た眼科医の方々が 「 このや ろう、見て
ろ」 と、治療法確立に更なる奮起 を して頂 ければ願 つた りです。

21世 紀へ 向けて、皆 さんはどうい う夢 を見 ているので しょ うか ?
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