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神奈 川支部支援会員 (順 不同)
・ (株 )東 栄 エ ンジエア リング
・ (有 )結 伸 工 業
・ 英弘精機 (株 )
・ フォ トプレシジ ョン (株 )
・ (株 )ナ カダ技研
・ 高木 緑様
0木 村邦雄様
・ 細川和明様
口 豊嶋識明様
・ 宮戸征美様
☆ ご支援 に心 よ り感謝 いた します ☆
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JRPS神

奈川 の活動

●活動報告
【RPの PR】
昨年 の 11月 18日 (土 )、 19日 (日 )の 2日 間、みな とみ らい横浜
のパ シフィコ横浜 にて 日本視能矯正学会が行われた。神奈川支部 と
しては 日本全国か ら集 まる視能訓練士の方 々 に、 」RPSの 事 を知
つて頂 く良 い機会 と言 う事で、内田さん と二人 で 3階 会議室 ロビー
の一角 に席 を設け、会報 とかバ ンフレッ ト綱 膜色素変性症 って何 ?)
等を並べて PRに 努 めたが、正直な ところは 2002年 日本で開催
される RI世 界大会 の運営資金作 りの為作成 した今年 のカ レンダ ー
を販売するのが大きな 目的であった。 しか し会議 の合間 に集ま った
視能訓練士の皆 さんは会報 とかバ ンフレッ トに関心を持たれ、カ レ
ンダ ー には日もくれなか った。お陰で関係資料 は午前中で殆 ど無 く
な って しまい、カ レンダ ーは僅か 2部 しか売れなかった。早速、釜
本会長及 び大窪支部長 に連絡 し、翌 日かな りの量の資料 をお持ち頂
いたが、これ も早 々 に無 くな って しまった。カ レンダ ーの方は 2日
日と言 う事でかな り売れたので一応の 目的は達 したが、それ以上に
」RPSに ついて宣伝 出来 たのではな いかと思 う。
尚、二 日目は釜本会長、大窪部長、森 口さん 、ボランティアの
竹川さん、東京会員 1名 の計 7名 で応対 した。
宮本 久

●活動 予定
2月 10日 (土 ) ミニ集会 (サ ポー トセンター 705)
3月 11日 (日 ) ミニ集会 (サ ポー トセンター 604)
5月 13日 (日 ) ミニ集会 (サ ポー トセンター 711)
時間はいずれも 13時 〜 16時 です。
(4月 は合宿交流会を予定 しているため、 ミニ集会はあ りません)

【JRPS神 奈 川 支 部 合 宿 交 流 会 の お知 らせ 】
神奈川支部の皆さん、各支部 の皆 さん いかがお過 ご しですか。 J
RPS神 奈川では、 21世 紀 を迎え、新たな気持ちで頑張ろうとい
うことで、例年 よ り遠方の温 泉 (日 光です !)で 疲れを吹き飛ばす
企画を立てました。神奈川の皆さん、そ して全国の会員 の皆 さん、
日光温泉 に集 い、 日ごろのあかを落 としま しょう。色変の知識を深
め、また 、患者相互の親睦を深め、神奈川支部の皆 さん と他支部の
皆さんの交流がさらに深 まればと考 えています。是非参加 してはい
かがで しょうか。
平成 13年 4月 21日 (土 )〜 4月 2 2日 (日 )
・ 場所
栃木県 日光温泉 ホテル いろは
住所 :栃 木県 日光市安川町 2‑51
(東 照宮門前よ り徒歩 3分 )
丁 EL:0288‑54‑1563
・ 内容 : 合宿交流会
懇親会
名所見学
・定員
約 40名
・ 費用
1万 5千 円
宿泊費及び 22日 の昼 食費 00000
1万 円
宿泊費 のみ (バ スを利用 しない)・
0申 し込み方法
神奈川支部 大窪 融
＊＊＊＊＊＊＊＊
〒240‑0016 横浜市保 土 ヶ谷区初音
ヶ丘 48‑31
丁 EL・ FAX:045‑341‑7721
＊＊＊＊＊＊＊＊
Eメ ール :ohku.bigOfine.ocn.ne.jp
＊＊＊＊＊＊＊
3月 20日 までに、電話、FAX、 Eメ ールのいずれか
で 申 し込んで下 さい。
・その他 :現 地直行 の場合 は 申 し込み時にその旨申し出て下さい。
集金は、当日バ スの 中で頂きます。 (現 地直行の方は、
宿泊先で頂きます)バ スは横浜市の福祉バ ス 「あおぞ ら
4号 」を利用。残金 については、 2002年 の世界大会
の資金 として本部 に募金 を致 します。
0日 時
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・行程
4月 21日 (土 )
:

)

10:00
10:10
12:00頃
16:00頃
18:00
8:00
9:30
12:00頃
16:00頃

4月

22日

一

情報 コーナー ー

(日

横浜駅天理 ビル 前集合
出発
サ ー ビスエ リアで昼食 (各 自)
日光温泉到着
夕食・懇親会
朝食
出発 名所見学
昼食
横浜駅天理 ビル 前解散

● 第 4回 神 奈 川 ロ ー ビジ ョンネ ッ トワー ク研修 会 の
お 知 らせ
横浜市立大学高野先生よ り、表題 についてご案内があ りましたの
で、皆様 にご連絡 いた します。 (以 下、原文のまま)
謹啓
寒冷 の候、皆様 にはますます ご健勝 のこととお慶 び申 し上げます。
皆様 のお陰をもちま して、去る平成 12年 10月 14日 (土 )神 奈
川県総合医療会館にて、第 3回 研修会を開催する ことが出来ました。
当日は多数 の皆様 の御出席を頂き盛会 とな りま したことを心よ り御
礼申 し上げます。さて、次回は、より実践的な知識の紹介を目標 に
下記の如 く研修会 を予定致 してお ります。御多忙中とは存 じますが、
奮 ってご参加 いただきますようお願 い申し上げます。
謹白
神奈川 ロー ビジ ョンネッ トワーク代表世話人

高野 雅彦

平成 13年 2月 1日 17:00〜 20:00
0場 所 神奈川県ライ トセンタ ー
〒241‐ 0821横 浜市旭区二俣川 1‑80‑2
0内 容 17:00〜
ロー ビジ ョン疑似体験セミナ ー (1)〜 (3)
18:00〜 医療福祉器械展示・施設案内・医療相談
19:00〜 講演 「ロー ビジ ョンに関わる福祉制度」
・講師 神奈川県総合 リハ ビリテ ー シ ョンセンター相談指導課長
田中 晃
0日 時

1.医 療福祉器械展示・施設案 内・医療相談
器械展示だけでな く、施設案 内や医療相談のブースを設け、ロー ビ
ジ ョンに関わるスタ ッフの情報交換の場を提供 いた します。
2.ロ ー ビジ ョン疑似体験 セミナー
アイマスクや半透明眼鏡、ピンホ ール 眼鏡などを用 いて視覚 の制限
を行い、これでど う見えるかだけでな <、 行動 にどう影響す るかを
体験 します。運動や食事の場面 も用意す る予定で す。
3.講 演 「ロー ビジ ョンに関わる福祉制度 J
神奈川県総 合 リハ ビ リテ ー シ ョンセ ンタ ー相談指導課長 の日 中
晃氏よ り、 ロー ビジ ョンに関わる行政的な制度全般 について解説 し

ていただきます

神奈川ロービジョンネットワーク事務局
TEL:046‑249‑2421/FAX:046‑249‑2411

●視覚障害者総合福祉機器展
アイフェスタ 2001in埼 玉開催 の ご案内
マイ・ ライフ
不便 を便利 に
おもち ゃもあるよ
愛 もある
アイフェスタ
みんなできてね

!

福祉機器 (拡 大読書機・パ ソコン・ルーペ等)は もとより、みん
なで楽 しめるおもちゃやすべての人に使 いやすいユニバーサルデザ

インとい うテ ーマで考案 された製品も展示 されます。また各種相談
コーナ ーやメーク指導を受けられる コーナー も設置予定です。 この
機会 を利用 して、あなたの暮 らしをよ り便利 によ り楽 しくするため
の情報 と出会 ってみませんか ?
時 所

日場

0展

:3月 11日

示

。その他
・入場料
・主 催
・後 援

(日

)午 前 10時 30分 〜午後 3時 30分

:大 宮 ソニ ックシテ ィ 4階 市民ホール
(JR大 宮駅西 日よ り徒歩 3分 )
:拡 大読書機 ・パ ソコンソフ ト・ル ーペ・便利グ ッズ
点字グ ッズ・ユニバーサルデザイ ン製品等
:日 常生活相 談・医療相談・ メー ク指導
おもち ゃ体験 コーナー等を設置予定
:無 料
:日 本網膜色素変性症協会
:埼 玉県 浦和市 大宮市 埼 玉県眼科医会
埼 玉県市長会 埼玉県町村会
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
社会福祉法人 浦和市社会福祉協議会
社会福祉法人 大 宮市社会福祉協議会

０

０

４

丁 EL

６

※ JR大 宮駅 よ り会場まで誘導ボランテ ィアを配置 します
〔
問 い合 わせ先〕
日本網膜色素変性症協会埼玉展示会実行委員会
実行委員長 丸山 隆
丁 EL/FAX0489‑42‑8578
＊＊＊＊＊＊＊＊
事務局 秋葉 茂子

048‑255‑47
＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊
FAX 048‑255‑01

●連載

よ もや ま情報

(14)

〜パ ソコンのスク リーンリーダーソフ トの福祉補助を活用 しましょ
つ〜

森総理大 臣は 「 l丁 」 「 IT」 と騒 いでいるわ りに、国として、
視覚障害者がパ ソ コンを使用するのに必要な音声読み上げソフ トや
点字出力の ビンデ ィスプレイを購入するための補助事業があ りませ
ん。 しか し、神奈川県内にお住まいの方は、次のような事業が地域
単独の事業と してあ りますので、利用 してみな い手はあ りません。
①神奈川県 (横 浜川崎以外 )
「インターネッ トを視覚障害者にも活用できるように」という名
目で、パ ソコンのスク リー ンリーダーと呼ばれる画面読みをさせる
ためのソフ トに対 して 6万 円を限度 として給付 します。それを越え
る場合 は、その部分は自己負担とな ります。
②横浜市
音声出力 (ス ク リー ンリーダー)ま たは点字 出力 (ピ ンディスプ
レイ)の 、どちらか自分が使 いやす い方のものを 305830円 を
限度として給付 します。それを越える場合は、その部分は自己負担
とな ります。
③川崎市
盲人図書館でパ ソコン訓練を受けた方、または今後、画面読みソ
フ トを必要 と認め られた方 に対 して、 5万 円を限度 として、そのソ
フ ト購入代金を補助 します。ただ し、 5万 円を超えるソフ トに対 し
てはいつさいの補助はあ りません。 5万 円以内で購入できるソフ ト
に対 してのみ給付されます。
①②③ いずれの地域でも、対象者 は身体 障害者手帳 1〜 2級 のかた
です。また、ソフ トの種類 は限定されて いな いので、自分の使 いや
す いソフ トを選ぶことができます。もちろん所得 に応 じて給付額 も
変わ ります。 しか し、横浜市が飛 び抜けて支給額が多いとい うのは
ビックリです。まあ、他が少なすぎると言 つた方が正解かと思 いま
すが。

● ドラエモンのポケ ッ ト
〜こんなものいいな できたらいいな〜
明けま しておめで とう。 先号はお休み した けど、その分素晴 らし
いお年玉だよ。正月 3日 に新聞を見て ビック リした人 も大勢 いると
思 うけど・・。 (我 が家 は毎 日新聞)な ん と ! 新聞を見たとたん、
一面の トップ に大見 出 しで、 中途失明者 に「光」再び 「人工眼」研
究 に着手 通産・ 厚生省 電子技術使 い な ど、文字が踊 っている
ではな いか !だ が待てよ、昨年 も同 じような報道があったな。な に
や ら、アメ リカのお じさんが見えるよ うにな った とか。あのお じさ
ん、最近サ ッパ リ新聞にもの らな いけど、風船 お じさんのよ うに消
えて しまった。だ まされな いよ うに用心 しなが ら新聞を読んで い く
と、ふ むふむ、今 まで JRPSの 医療講演会で聞いたよ うな研 究 に、
やつと 日本政府 も本格的に取 り組みを始 めるよ うだ。アメ リカでは
既 に昨年か ら 5年 間で 33億 円、 ドイツ政府 も研究を手がける動き
があるそ うな。だが待てよ、アメ リカで も、 ドイッで も JRPSと
同 じ、 RIに 加盟 している協会が研究助成 して研究が進んでいるっ
て、神奈川支部の 「得 々講座」で聞いた ことがあったよな ? その
研究の正 当性や成果の見 とお しが 立った と言 うことだな、きっと。
ウン。
JRPSも 研究助成を始めて 4年 、これがいずれは、 アメ リカや ド
イツのよ うに政府を動かす力になるんだ よな
記事 による と、 当初 4月 か ら 5年 間で 25億 円の開発 費 を見 こみ、
参画する企業や大 学を公募 するとの事。光を色 々な形で微弱電機信
号 に変換 して視神経 に接続 して、 5年 後 にはサル な どの動物実験を
行 い、 7〜 8年 後 には治療法の認可 申請 にこぎつ けた い意向だそ う
だ。新聞では、 「加齢黄斑変性症」や 「糖尿病網膜症」な どに有効
な治療法 になる と書 かれているが、どっこい、網膜色素変性症 には
もっと有効な治療法なのだ !な ぜな ら、私達の病気は網膜 はや られ
ても視神経はギンギンにいきているか ら。
いずれ にして も、アメ リカ、 ドイツそ して 日本で 開発競争が始 ま
るのだ !ア メ リカがん ばれ !ド イッがん ばれ !日 本はもっとがんば
れ !い つか このコーナ ーで 回ボ コ ップの眼のよ うな眼が 出来ればい
いな !と 書 いた けど、本当にできち ゃいそ うだょ !こ の研究の最初
!

の段階は全盲の人が指数弁 くらいにはなる (10年 後 )を 目指 して
いるようだが、科学の進歩はもっとス ゴイはずだ !治 療法の一端が
見えてきたんだ !み んな ! それまで眼を粗末にしないで、大事に
養生 しよ うよね !1日 1日 を頑張 って、精 一杯生きれば 「 日は必ず
昇る」のだ
みんなもこのコーナー に夢を書 いてください。声にすれば叶え ら
れるかもヨ。
!

● 1丁 基 本 法 の 活 用 で 貴 方 もパ ソ コ ン達 人 に

!!

「パ ソコン」 使えば便利な事はわかっているけど・・ であき らめ
て いませんか ?
視覚障害者 にとって、 QOLの 向上 に大きな武器 となるパ ソ コン
ですが、キーボ ー ド、音声 ソフ トの使 い方など一般のパ ソコン教室
では教えてくれません。 「 1丁 革命」なんてよそのこと・・ではあ
りません。1丁 基本法では、障害者 に対 す る支援が盛 り込まれてい
ます。 4月 か ら各市町村 が実施 母体 とな って、費用 は国が補助する
制度が施行 されます。制度 は出来 ても利用者が いなければ、行政は
・
動 きようがあ りません。視覚障害者がパ ソ コンを使 うなんて、行政
の担 当者は知 らな いかも知れません。貴方が 自分の町の福祉課 に行
って (あ るいは電話 で)「 パ ソ コンを使 いたいので視覚障害者のた
めのパ ソ コン講習 をや って欲 しい」 と要望 しな ければ、せっか く国
が支援 しようとしても、講習会はできません。視覚障害者 に対 する
パ ソコンボランテ ィアは NPOを 取得 した SPANを は じめ、関東
地区にはかな りの数の団体が活動 しています。地域行政・ ボランテ
ィア団体が協力すれば、す ぐにで も、講習会 やパ ソコン教室は開催
できるのです。貴方 もパ ソ コンを使 って、友達 とのメールのや り取
りや、ホ ームペー ジか らの情報入手は勿論、新聞も自分で好きな記
事をよみませんか ?こ れ らは全て音声で読み上げてくれるのです。
さ〜、福祉課 (障 害福祉課 )に 電話 してみま しょう。

● 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、 自由な行動力が回復するな 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 い合 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 日来所が難 しい場合は土曜相談 日もあ ります
ので、気軽 にお問合 せ下 さい。
・ 日時 :平 成 13年 3月 3日 (土 )10時 15分 〜 15時 45分
・場所 :七 沢ライ トホ ーム (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才 以上の視覚障害者 とその家族又は同伴者

(12組 24名 )

・ 参加費 :無 料 (昼 食 は ご用意 いた します)
・ 申込み :2月 28日 まで電話で受け付 け、定員 にな り次第
締 めき ります。
七沢ライ トホ ーム (小 川 )電 話 :046‑249‑2403

投

稿

(投 稿 )

小田原市・タマちゃん
皆さんはじめまして、 JRPSに 入会 しましたタマです。私はま
だ見えるので等級はあ りませんが、よくつまず いた り、階段は見に
くいので怖 いです。 目の不 自由な人が働 いていらっしゃるのはす ご
〜いです。尊敬 します。
私が色変とわかったのは人間 ドックで、11年 ぐらいたちます。
それと同時に神経症、抑 うつパニ ック障害・・・いろいろと言われ、
心臓の動悸と体が揺れた り、腹痛がひどかった り、体が痛かった り、
買物 も人の多 いところは緊張がひどくて、バスと電車 に乗 るのもつ
らくて、タクシー に乗 つて病院に行った り。 OLを やめてから 11
年 ほど布 団の上の生活が多かったのですが、ここ 2年 ほどはだいぶ
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楽 にな ってきて、知的の作業場 に行 って、割 り箸の袋入れ と旅館の
タオル折 りなどをや っています。 ノイ ローゼも恐ろ しいですよ。
昨年はお友達の ￨さ んのおか げで小田原か ら横浜のサポー トセン
タ ー とライ トセ ンタ ー にも ￨さ ん に付 き添 って もらって行けま した。
中村事務局長さん に「私はボランティアを します」と言 いま したが、
良 く考 えるとパ ニ ック障害 で行動範囲が狭 いこ とと、体力があ りま
せん。 しか し、 とりえは、離婚 と娘 と会えな い経験 を していますが、
17年 間の OL生 活 で、いつ も楽 しく明る い友達 に囲まれていたた
め、私 も明るい気持ちを人 に上げられるとい うことです。
12月 6日 、保健福祉事務所の生活指導教室 (精 神課関係 )ボ ラ ン
テ ィア講座の受講生の レク レー シ ョン交流会 があって、小田原市鴨
の宮の マロニエ とい う所 に行きま した。 レク レーシ ョンは日の悪 い
私 にとって 、人 とぶ つかるのではないか と不安 で したが、看護学生
さんが私 に一人ついて くれたので あ りがたかったです。
10月 18日 、福祉 バ ス に乗 つての生 活指導教室で 10年 ぶ りに東
京 (葛 西臨海水族園)へ 行きま した。中は暗か つたのですが、保健
婦 さんが腕 くみ して くれたので、電気 のついている明 るい所のきれ
いな魚 が見れて感激 しま した。
私 は音楽 も好 きで 唱歌が特 にいいです。 CDも 南沙識、天地真理、
小柳ル ミ子、キャンデ ィーズ、世界の民謡、カ ーペ ンタ ーズ、ザ ・
タイガ ーズ、映画音楽な どいっぱい聴 いています。本 は、 マザ ー・
テ レサ、黒柳徹子 さんの 「窓ぎわの トッ トちゃん」、瀬戸内寂聴 さ
んな どよみました。
人生、 自分 も他 の人 も励み になれることを語 り合 うことか と思 い
ます。

● 俺 の生 き 様 No。
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死 ぬ まで生 き るん だ

!!"

横浜市 座頭市
昨年は 「′
いは健常者、体 は障害者」 の狭間で苦 しんだ。周囲の 目
に加え、 「サラ リーマ ンとして伸 びる芽はな くなる」 ことへの拘 り、
大袈裟 に言 えば 「今後 どう生きるか」の問 い に答 える苦 しみであつ
た。職場では、グル ープホ ーン (電 話器 )や ワ ープ ロの操作 に時間
がかかるようにな った。社 内伝票な どは代 筆 で済 ませていた。鍋料

理や焼肉は苦手、 ビールや酒が注げな いか ら酒宴か ら遠 ざかって し
まった。 自主 自立の人生街道の信号機が青 〜黄色 の点滅 〜赤 の点滅
〜赤 とな り、 自ら健常者 ロー ドか ら障害者 ロー ドにタ ーンしたのは
昨年後半であった。
会社 へのカ ミング アウ ト以後、体調を崩 し 1カ 月余 りの入院、職
場復帰 したが役割 はスタ ッフ的 とな り面 白い仕事 か ら遠 ざか った。
寂 しくな った。 「なるよ うにしかな らな い」 ことは分かっていても
「眼が悪 くなか った ら」 と思 うと自己の周囲への気配 りにも腹が立
って くる。職場での 自主 自立のため拡大読書器、音声対応パ ソコン、
スキ ャナ ーの無料 リースの活用を上司 に提案 した。上司は片袖机上
に納 まるな らと了解 した。幸 い庶務担 も兼 ねていたので上位庶務部
門に無料 リースについて説明、申請書の記入案 も付 し申請 を依頼 し
た。事前 に 自ら無料 リース窓 口 「中央障害者雇用情報 センタ ー」に
電話 していた こともあ り、申請後、2週 間で設置 とな った。事前に
職場チ ーム会 で設置 について説明、前席の人 には 「棚 で視界が悪 く
なるが・・・ 」 と了解を求めた。棚 とイヤホ ンは社費 で購入 した。
棚は機器設置の前 日、チ ームメ ー トが組み立て机上 に設置 してくれ
た。 (嬉 しか った )棚 中に電話器 と各種書類、棚上 にスキ ャナ ーを
置 き、据 え置 き型読書器 は机上左 隅 に置 くことができた。機器 の使
用説明は設置時 に リース業者が行 い、即 日、社内 LANの 組込 もチ
ームメ ー トによ り行われた。 前席の人の顔は棚 と読書器 の隙間 にか
ろうじて見える程度 とな った。 リース品には 「障害者雇用支援機器」
のシ ールが貼 ってある。何が映るんですか ?な どと聞 く人 もいた。
「本人が気 にする程他人は思 っていな い」か もしれな いが、飲 んだ
席などで話題 にな った と思 う。
リース期間は半年 (延 長 で 1年 )で ある。また、会社 で機器設置
する場合、経費 の助成制度 がある。上司は夜盲症 に配慮 し「勤務時
間の 1時 間 シフ ト」を指示 してきた。冬場は効果 な い と思 いなが ら
も朝星、夜星の通勤 とな った。
自状を買 った。 帰宅途上、人混みではぶ つかることもしば し、揖
斐突かな く見えるのか、若 い女性か ら声をかけられ ることが 多くな
つた。 「あ りが とうございます。大丈夫です。」 と明 るく答 えてい
る。顔が分か らな いのが残念 !で も通 いつ けてな い道な ら勿論 「お
願 いします。Jで す。
12

眼が悪 くなると今までできていた こ とが 1つ また 1つ とできな く
なる。悲 しくなる。視覚障害者は情報障害者だ と言われる。少 しで
も失 った ものを取 り戻 した い。 日常生活用具を 申請 した。音声腕時
計が欲 しかった。 「手は正常なので触 読式 となる」であったので差
額 を払 い音声腕時計を購入 した。 「時報」モ ー ドで時間を気 にせ ず
生活できるようにな った。新聞が読めな くな っていた。盲人用カセ
ッ トレコーダ ーも申請 で入 手 し、点字 図書館のテ ープを利用 してい
る。 ピィポパ ロ ッ トも申請 し入 手 したが活用は これ か らだ。 CD読
書器 は 自費で購入 した。
職場 も自宅 も音声対応パ ソ コ ンとな ったがズ ームテキス ト、 95
リーダ ー、 ヨメ ールな ど習熟は これか らである。 「厄介 者」 と陰 口
されているかもしれ な いが前 向き全開の行動だけはア ピール してい
きたい。 50も 半ばの生身の人間、 いつ体調を崩 し「弱気 の 虫」 に
取 り付かれ精神 的蟻地獄 に陥るか もしれな い。最近、障害を受容す
る気分 にもな ってきた。遠 ざか っていた社 内ノミニケ ー シ ョンも人
間関係を考 え、少 々面倒をかけて も参加する気持 ちにな ってきた。
今年 は健康 が許す限 り、人間関係を含 め今 まで失 った ものを 1つ で
も多く取 り戻す 「 リベ ンジ」の年 とした い。また、 2〜 3年 後 に￨ま
昼間 も白状 のお世話 にな つているだろう。見えて いる間 に何を為す
べ きか も考 えたい。尚、 「今後 どう生きるか」 の俺 の答え は'「 健常
者 の過 去を忘れ さり、芯の強 い障害者 として生きる。」である。
(追 伸 )
昇格昇給が望めな いなか、生活の足 しになるか もと思 い、厚 生年
金の障害年金 を 12月 にどうにか 申請 しま した。 (来 月の審査 結果
が待ち遠 しいです。 )
このあいだ、 「 2時 間で マスタ ー快適パ ソ コンキ ーボ ー ド]を テ ー
プで 聴 き ま した。 1日 も早 くブライ ン ドタ ッチ となれ ます よ う
に・・・・
最後 に、今回は理屈 っほくな って しまいました。 ご免なさい。

(今 号は、佐 々木 さんの 「理療科 (盲 学校)奮 戦記」 はお休み です。
次回に期待 しましょう !)
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一◇編集後記◇ 一
最近、ピッキ ングが社会問題化 しているよ うです。我が
家も頑丈な鍵に替えま した 。これには伏線 が あ つて、年
始 に近所の丸井で買 い物 を していた時 にス リに遭 つた
か らです。食料品売 り場 で卵 の品定め に夢中にな ってい
たスキ に、ベ ビーカーに引 つ掛けて あ ったカバ ンを盗ま
れて しまったのです。カバ ンの 中 には沢山の貴重品が入
つて お り、娘 の大事なお年玉も入 つていま した。畜生
そん な大事な物 を肌身離 さず持 つていな か つた私 が悪
い と言われ て しまえば それ までですが 、それ に して
も・・・ ジャパ ンも住みに くくなつた ものです。とい う
わ けでいつ いか なる時も油断 してはな らぬ と、冒頭 の対
策 に出たわ けです 。世 の 中には 」RPSの 皆 さんみたい
にいい人ばか りじゃな いん だ とい うこ とを身 に しみて
感 じま した 。
編集部 では皆 さんの投稿 をお待ち しています。
!
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