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―轟費請S神奈」ll勢行事―

攀 蓄羹P霧 神奈」::含覆交流会の報告

童辱 竜癖81羹 ～ 2翼 ´
;轟 、蕪梨県石種温泉まこて含宿交流会を

行なひました。参鶴者ξま総勢悪3瑾 、地域駆内歌 Iま神奈J:129基 、

出発 電7暴 (う ち講演会のみ参禁者 電定理)、 業家 3曜 、崎亜 2名 、

京都 理轟、和歌舞 1轟 でした。内容は、機甕,こ繭震食及び懇親食

2日 興fま モンデ酒造にてワインセミナー及び、親睦会を行ないま

した。議演会 :ま、「網膜色素変性症つてなお:こ 」というテーマで、

山黎轟科大学籍飯島裕幸助教授にお話 しを頂きました。 RFの症状

から目常生活:こ お iす る注意事項まで懇切丁寧 :こ 説明頂き、 RPに
知識参浅雛ゝ方:ま役立つた事鐘もちろん、殴鋼■詳 導もヽ方も改めて

色変と:よ ?と もヽう事を再認識す鳥いもヽ機会でぬつた器ではないで

しょうか。今回:ま、神奈1:|ど 曲難織会員鋳親睦妻潔赫るよりう事

も量詢鍮 1つでした藤t、 まずまず赫成果を得たので1まなしヽかと思

います。これを機会に、一層交流を深めていく事が出来れば嬉 じ懸ヽ

です。全体として総播してみると、いくつか課題の残る部分もあげ

ましたが、それ〔ま次回の合宿に生かしていきたもヽと考えてしヽます。

最後 i=、 お忙 じしヽ申私どもの為:二 お話 しを彗て頂しヽた飯島唾教授

:こ 、こ俳場をお借 りL′ て御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうござしヽました。 阿部 直之



情報コーナー ー

◆北里大学東病院回…ビジョンクリニックのご案内
北塁大学東病院眼科では、 1997年 10月 下旬に回―ビジョン

クリニックを開設致しました。当院における役割として、眼科医療
機関におしたで可能な
轟病気に読するアドバイス、理心理的援助、薩色々な補動具の装着
及び31練、日進路相談、日施設の紹介、回事後相談、建遺伝相談など
を行うつもりでおります。しかし:社会施設としての生活訓練や職業
訓練につしヽては当院で1ま 困難ですので行う事 iま 出来ません。他峨間違
施設と連絡を密にとりながら、視覚障害者の社会 。教育訓繰の場を
紹介し、今後の対策を検討するつもりです。国一ビジョンクリニック
は、現在週 2園 (水曜爾、金曜日の午後)、 一回 :こ付き 1・‐・2名を
対象に行ってしヽます。

主な内容は、
1.初期評価として :

コミニュケーションについて、家庭内における問題点、外典時母
問題点、レクレーションについてなど生活環境における基本的な
問題を通してそれぞれに応じたニーズを聞き取る。

2.社会福祉情報 :

身体障害者手帳の等級及び受給状況に関する事項や特定疾患の
認定などを把握し,、 必要に応じて診断書の発行を行う。

3.視機能の評価 :

一般眼科的な検査結果や神経眼科学的評価を行ιヽ、疾患に対する
進行状況や障害の程度を把握する (眼科カルテを参照)。

4.補助具の処方・指導および評価 :

単猥鏡、55視鏡、拡大鏡、拡大読書器、遮光レンズなどをとりそろ
え、それぞれの機器の特徴を理解してもらう。視機能 (視力・視野
など)の評価結果と照らし合わせて、実際の取り扱しヽを訓練する。
したがつて、遮光 i/・ ンズの希望の方には、晴れた日に受診して頂く
など、受診予定日も天候により左右される場合もあります。

受診の方法ですが、出来るだけ現在受診されている眼科医療機関
の紹介状を持参していただけると有難いです。何故なら、視力検査
などはもう一度行いますが、視野の検査などコピーがあるとそのよ



うな検査につもヽて:ま行わず、すぐに国―ビジ曇ンの予約を取ること

が可能 :こな響ます。現在、販科医療機関に受診されてもヽない方:ま 、

鐘整北里大学東鋼饒眼科 (く れぞれも北里大学病院ではなく東病院

です、彗間違えなく)を受診れてしヽただllて も織構ですし、支部長

(中村さん)の経介嶺を持つてきてもヽただもヽても結構です。

尚、受診 iミ 鷺する轟合わせ:よ、

霧 42丁 -48-3111

瑾ヒ里大学東病院・銀科 :視能訓線士 (松野、杉本)

時間帯:よ 庵曜騒か基金曜震の午後 3時から4時の間が比較醗都合が

良い鍮で、問合わせて見てくださもヽ。

杉本朝子、松野彩子、青本 繁 (北里大学東病院眼科)

◆ねり歯磨きを歯ブラシに上手に乗せるに1よ

次Φ手順で行なって<ださい。

1.動き手 :こ醸プラシ、もう片方の手でねり歯磨きチュープを持つ。

2.舌の上に適量のねり歯磨きを出す。

3.それをハブラシでコソギとる。

これでねり歯磨きを出しすぎたり落してしまったりすることはありま

せん。ねり歯磨きの味はけっこうrll激的なので、 1か ら3にかけで鈴

作業を素早<する必要がありますが、わりとうまくしヽくものですよ。

ただし、この方法を使うには家族の了解を得るか、自分専用のねり

歯磨きチュープにするかしなければなりません。なぜならば結局は

チュープの酸をナメテしまうことになるからです。自分専用のチュー

プにした場合には輸ゴムを巻くなどして区別をしておくと便利です。

◆牛乳パックのあけ□つて ?

牛乳パックのあけ回は見なくても触覚でわかります。あけ回の折り

返す部分に斜めに細い折れ線が両側に入っています。その線が入って

もヽる方があけ園です。

◆神奈川版網膜色素変性症の方が受けられる福祉の制度案内完成

行政が発行している福祉制度案内はあらゆる障害者向けにできてい

ますから、自分が受けられるサービスを見つけ出すのが一苦労です。

そこで支部で RP単独障害の方が受けられるサービスだけを取り出し

た制度案内の冊子を製作いたしましたのでご活用ください。



◆バリアフリー商品コーナー

東急ハンズ池袋店の 4階中央付近に小さく「バリアフリー商品」
コーナーができたとのこと。触ってシール、盲人用触る腕時計、
キヤップ開け等、細々とした物が 100点ぐらもヽ置いてあるそう
です。近くに行ったら寄ってみたら 1

僚 都の国さんからの情報です)

※

※

医療相談会 (四 国・松山)

支部代表者会議 〔東京国際フォーラム)

ミニ集会 (サポートセンター)

愛知支部設立総会

得々講座・パソコン教室 (ラ イ トセンター)

ウイーン少年合唱団 (千葉幕張 LC)
神奈り|1委員会 (サポートセンター)

ミニ集会 (サポートセンター)

御花見会 (新宿御苑)

埼玉支音F設立総会 (大宮ソニックシティー)

ミニ集会 (サポTトセンター)

」RPS第 5回 定難総会

(お茶の水・電通会館 )

ミニ集会 (サポートセンタニ
)

3月

3月

4月

4月

4潟

5月

5月

※

※

※

※

※

１

　

２

6月  6日 (」ヒ)

(※ につしヽては神奈り|!以外の活動・企画です)

◆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・通所によりきめ細かな生活訓練を提供して
もヽます。利用された方の多くは、新しい仲間や相談相手との出会い、
自由な行動力の回復など、有彫無形の成果を得られています。思い
切つて、生活訓練にチャレンジしてみませんか? 自分でも気づか
ない可能性や新しい世界が開!す るかもしれません。
日時 :平成 10年 3月 7日 (土)10時 15分～ 16時 00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副1練を体験します。

」RPSの活動予定

2月 22墨 (日 )

3月  7露 (土〕

3月 1 4回  (:土 )

9日  (,本 )

8日 (:土 )

4日 (:上 )

9轟 (本 )

6日 (目 )

2日 (上 )

1鬱 (日 )



対象 :¶ 6歳以上の視覚障害者とその家族又 :ま 同伴者 (15纏 30名 )

参加費 :無料 (昼食はご用意致 します)

申込 :2月 23日 (月 )9時 30分受付開始、定員にな りしだしヽ締切 り。

七沢ライ トホーム (小 j:|)電話 0462-49-2403

◇第 3置 計ヽク トク講塵開催のお知らせ

監パソコン

'こ

チャレンジ 』

パソコンに一度も触れてみたことのなもヽ方から上級者まで、

御気軽にご参加ください。

☆ B時 :3月 14日 (土 )午後 1時～ 4時
☆場所 :神奈∫!l県ライ トセンター第 2講習室

樵浜商燿区二俣′|:1 -80……2

TEヒ :045-364-G⑬ 23           _
相鉄線二俣∫|:か ら点字誘導プ回ック沿もヽに徒歩 15分′

または運転試験所循環バスライ トセンター前下車

入園に盲導鈴がなっています。

☆内容

○初心者コース (協力 :フ レントサービス)

懸パソコンで何ができるかをお話 しします。

農全ての方が実際にパソコン体験をしていただ iナ ます。

国その中から自分が知 りたいことを質問してください。
撥その静何で lb奮懸 lノ てください∴

○中・上級者職―ス (協力 ::BM)
轟パソコン活用術の話。

国音声化ソフ ト「ホームページリーダー」によるインターネット体験。
~

彊音声認識など新分野への可能性につしヽて。

質問は ドシ ドシしてくださしヽ。

☆申し込み……事前に希望コースと名前をお知らせください。

中村支部長まで (昼)0467-86… 6249
(夜)0467-82-5585

午前 11時ごろから初心者向けパソコンを使えるようにしています
ので、午前中からおいでいただける方はどうぞいらしてください。

6
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◆JRPS神 奈り||の皆様へ   (JRPS東 京連絡会 )

皆様には、ご健勝のことと拝察申し上げます。
東京連絡会では、おしゃべり会、観桜会を下記の通り予定して
もヽます。御誘いあわせの上、ご参加をお待ちしています。

こおれゃベリ会】

錘時 :3潟 8昌 (日 )13目寺～ 16時 (後、食事会を予定し,て います)

場所 :墨田区両国 2-10-11
両国シティコア、裏ミューンX 2F
JR両国駅西圏より徒歩 2分

問合わせ :03-3632-4127(岩 島紀容)

―  【御花見会蚤

昨年は横浜二渓園でのお花見でお世話になりました。

今年は、春うらら、新機鐸苑で観桜会を楽しみませんかc

目時 :4月 9日 (本)11蜃寺～ 16時頃

集合場F~f:JR千駄ヶ谷駅改礼日 午前 11時
御弁当は各自ご持参下さιヽ.尚、御苑内でも購入出来ます。
問合わせ 0申込 i03-3341-6387(釜 本)

◆「ウィーン・ブダペス ト7日 間の旅Jはいかが ?
フ`アーコンダタター藤 ?十奪の釜本さん (私達と同 l〕 RPの馨者)が
会員の方の申し出でで企画した旅行だそうです。
今回の旅行の企画にあたり~  
「ゆったりとしたテンポで旅行する』
「音楽を楽しむ」、「肩の凝らなしヽ旅をするJと いう事に留意して
企画したそうです。

ウィーンでのハイキング、 ドナウ川の船下りも旅のハイライ ト !

圏時 :平成 10年 6月 24目 ～ 6月 30爾
費用 :397, 000円

成田空港迄の交通費、成田空港使用手数料及び旅行中の

個人的な費用 (飲み物、電話、クリーニング等)を除き

全て含まれてもヽます。

申込・問合わせ :03-3341-6351(釜 本さん)

7



投 稿

◇ 石和温泉合宿研修交流会に出席して

宮本 久 (り |1崎市)

今回は山梨の方々との交流が一つの藁的でもありましたので、

冒頭曲梨の取りまとめ役をなさつた穂阪様のご尽力に深く感謝幸し

上げまず。また1唖 こ甲しましても押余り|1玉晋|;長鈴甲村様、副支晋:S長

の大窪様、会計の森圏様及び、陰で活動して下さつた世話人の方々、

本当にお世話になり心より厚<御礼申しあげます。皆様症状は私より
ご不自由な状態にも拘らず、企画・立案から関係者との交渉、そして

当日の運営等、健康な人でもしんどもヽ仕事を乗ム達のために動しヽて下さ

り、私iま後ろぬたしヽ感じすら致しました。今度 1ま足手まといになるか

ttしれませんが何かお役に立ちたいと思つております。

さて、 1月 31日 は絶好の行楽目和で、私などは遠足気分で興奮し

朝も早く目が覚め予定時間より1時間も早く集合場所に着いてしまもヽ

ました。バスは福祉バス「ともしび号」という車で普通の観光バスよ

り少し小さもヽともヽわれましたが、見た目はそれほど小さくなく、座席
数が 30位のため車内の通路は広く、後方部には応接セットが置かれ

るくらもヽの空間もありました。 2～ 3補助椅子を出して全員着席して

最終集合場所の本厚本を定刻に出発致しま Lノ た。バスは若干遅れて

石和温泉のかえで荘に至1着致しました。既に講演会場には山梨の方々

17名が待ちわびておりました。医療講演会は予定通り午後 1時 30
分より始路られました。講師iま 山梨医科大学の飯島勘教授で約 1時間
半位「色変とは何か」から始まって、眼球の構造とか治療方法及び、

研究過程、更に行政問題までかなり専門的かつ細部にわたって、易し

くかつはっきりした話調でお話し下さり、大変参考 |こなりました。
また、質問の時間を 30分位持ちましたが、何人かの方は時間切れで
お議し出来ないくらい熱心な講演会でした。講演会は午後 3時半に

終わり、夕食の 5時まで 1時間半の間、温泉につかる人、散歩する人
それぞれ自由時間をとりました。午後 5時、講演会のあった 50帖位
の和室大広間で山梨の方々と一堂に会し、宴会が始まりました。最初
に住所と氏名だけの自己紹介を行ない、和歌山の山本様の音頭で乾杯
を行ない、すぐさま個々に交流談笑が始まりました。カラオケがなか
つたのが却って個人の交流を深められた様な気が致しました。今回も
京都、和歌山の方が参加して下さり、山梨の方々はびっ<り なさった



事と思 tヽ ますが、和歌山の方は前日夜行列車で来られ、翌日行事があ
るという事で、宴会後に再び夜行で帰られ、まるでスーパーマンみた
むヽな方でした。お決まりの二次会、二次会と会場を変えて談笑が続け
られましたが、私は二次会が限界で、壼朝「二次会は何時に終わりま
したか?Jと尋ねると、 :・大分早く終わりました。午前 1時頃だった
と思います」という選事が違ってまιヽり、恐ろしくなりました。
二熱難も雲―つな年ヽ講天 :こ意まれ、 9詩 3む 分 :こかえ ば荘を出発し

すぐそばのモンデ酒造というところでワインセミナーを受講する事と
なりました。セミナー!ご先駆けて更に深も喰 員稽互のコミュニケー
ションを図る為、それ、ぞれの近況とか、生活信条とか、少 L′克明な
自己紹介を行ないましたが、なかなか皆様話しっぶりが上手で、しっ
かけLノ た考え方を持っておられ、改めて感心させられました。もヽよもヽ
よワインセミナーの時間となり、とにかく渋しヽ赤ワインが循環器果に
は大変良いともヽう事がよく理解できました。後 !よモンデにて昼食を
とり、おみやげタイムを多め iこ とって午後 1時 30分に石和脅出発
して帰路に着きました。今回の合宿交流会で :よ 、また一段と皆様の
素晴らしい一面に接する事が出来、益々心の結びつきが強くなり、
私達にはこんな素晴らしい仲間がいるんだともつ 感を強くして帰って
参りました。

◇ 交流会に参加して

二宮 利江 (り |1崎市)

交流会ではお世話になりました。皆様の協力でケガもなく無事に
終わり安堵しました。視覚障害者として参カロさせて頂き、印象に残り
ました 2つの出来事を書かせて頂きます。

とても良かった事は 2日 目のワインセミナーの前の トイレ休憩の時
です。大窪さんが「トイレはこちらです。女性は手前、男性は奥です」
と何度も:ま っきりと大きな声で案内して下さつた事です。逆にとでも
残念であってはならなかった事 !ま 1日 目のこれもトイレ休憩で tノ たが、
厚本での乗り残しとその事を実しヽ飛ばした事です。おもヽていかれた方
がおおらかな男性でしたので救いでしたが、心が痛みました。
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◆  「轟会もヽ』

小野塚 勝 (横浜市)

会員の皆様こん :こ ちは。私は横浜市泉区に住んでいる小野塚と申し

ます。初めて飛Pの金を知る事が轟来た鍮鐘、昨年 11月 に保土ヶ谷

保鐘所で聞催された、経膜色素変性症講演会でした。講演会終了後、

中彎支部長さんに 2、 3鷲間させて璽く機会があって、お議の申で
RP蒔会があ辱事を教員″て頂きとでも幸運で経た。これぞまさ iノ く

私の望んでもヽた会でした。今までは健鸞者鉾中で誰 :こ ちギJち明ける

事も無 <ι つゝもひけ轟を感浮、悩み、時には親を恨んだ事もありま
した。一人落ち込んだ事も何風かありました。病気を打ち明ける友
が欲しιゝ、共に泣もヽたり笑ったり出来る友が欲しい、といつも心1こ

抱いておりました。申村支部長さんに会えたことで、より多くの友達
:こ会うことが轟央ま tノ た。これからも宣 L′ くお願 ti′ ます。

また、 1月 末には交流会に参加させて頂き、大変嬉しく思っており

ます。幹事さん、本当にご音労様でした。有難うござもヽました。

◇ 心まで RPでなく

二宮 利江 (川崎市)

特定疾患医療受給者証の更新手続きの診断書作成の為、久々に大関
眼科を訪れました。「神奈りll支部で |ま、使用済みテレホンカードを

集めていますね。集まっていますけれどもお持ちになりますか?

重いです|すれどもな待合室に籍を置いておもヽたら集まりまし′た」と

大関先生の奥様から声を掛けられました。とてもびっくりしました。
以前、お届けした会報 3号に"使用済みテレホンカードで研究基金
を !"をお読み下さり、来院患者さんに呼び掛けして下さつた結果
です。お忙しもヽ中、私達神奈j::支部会員のために優 ししヽお心遺いに

感激。穏やかな小春日和に包まれ、温かな気持ちで帰路に着きまし

た。箱を用意し、「使用済みテレホンカードをここにお入れ下さいJ

と書しヽて下さつた奥様に応え、」RPSとは関係のない方々に感謝
せずにはいられません。たった 1枚の使用済みテレホンカードがきっ
かけで和と輪が広がり、RP患者、他の障害をお持ちの方、そして
健常者、それぞれの生き方に相乗作用として発展していくことでし
ょう。ある会員さんから「使用済みテレホンカードなんてチマチマ

したことはやめてしまえ」と言われたことがあります。現にN丁 丁

ｎ
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では 2月 13日 を持ってカー ド取 り引き中止ですが、カー ドは他の
場で、他の方法で需要があるのではないで しょうか ?発案なさった
会員さんのた路にも、私 :よ模索 しようと考えております。

‐〉 続 °あ浜ノなこと ゛こんな こと

姿コ 知 lヽ早 牟・亭ノ
ある時妹の車から降りた私を、勇気は「お兄ちゃん書4・

‐
うなもヽで選

と言つて「危なしヽからこっちJと駐車場の端の方まで連れて行き
:

「お兄ちゃん危なしヽからここ動しヽちゃダメだよ」と言つた。そ翁時
私 iよ勇気に尋ねました Fお兄ちゃんはどうしてここに居ないとななもヽ
の、日が悪いから?』 すると勇気は「良くわかんない」と答えたの
です。や|よ りまだまだ無理なのかな一と思いました。そして私が量が
見えない人間であるということがまだわかってもヽないという事が 1ま っ
きりする出来事が起きたのです。久ヒノ振りに横須賀に戻ったF寺鍮事
です。いつもの様に勇気は私の所に何かを持ってきました。私は
「お、いいね一、それなあに」と尋ねると、勇気は
「絵本、お兄ちゃんこれ読んで」と言つたのです。私は困り果てま
したが、手渡された絵本を取ってページをめくり、暫く考えて
「昔々あるところに、お爺さんとお婆さんが・・Jそ こまで言うと
勇気は大きな声で「これ ドラエモン !Jと言つたのです。私は思わず
吹き出 tノ てしまいました。そして勇気に「お兄ちゃんは目が見えなもヽ
から、絵本は読んであげられなしヽヨ、他のおもちゃで遊ぼ」と言いま
した。しかし勇気は懲りもせず、買ってもらった本を私の所に持って
きて、読んでくれとせがむのです。私は仕方なく F又 ドラエモンか ?
のび大はどこだ ?」 と尋ねると「これ、ウル トラマン :」 と言うの
です。しかし、そんな事が繰り返される中で、持ってきた本を ドラエ
モンなのか、ウル トラマンの本なのか乗り物の本なのか、私に言って
から手渡す様になりました。そして、その絵本に描かれてもヽる絵が何
であるか勇気が説明するようになり、その絵がベージの何処に描かれ
ているかを、私の手を取って教えるのです。そして私は又勇気に尋ね
ました「お兄ちゃん目が見えなしヽから何処にドラエモンが描いてある
か教えてくれているの」、勇気は「良くわかんないけど、 ドラエモン
ここ」と私の手を取って ドラエモンの描いてある場所に持ってゆくの
です。私はやっばりまだ無理なんだな一と思いました。



妹 :こ言わせると、ただ周りの大人達がお兄ちゃんにしてもヽることを、
自分もしてあげたしヽと思っているだけで、目が見えないということは
まだわからないんじゃなもヽかと言うのです。今では勇気だけでなく、
元気まで私の所におもちゃを持ってきて、わけのわからなもヽ言葉を

発しながら、おもちゃを触らせるのです。予供と遊ぶともヽうのiま楽し
い事だが、二人となるとちょつとき

~ptヽ
もりがありますc私の震ザで

,構 二r嶽 _プ I、 2-ハ ~lAュ
供が私が視覚障害者であるという事tくト ワ  γ 亀』 出 ″  ヽ ツ・

‐

“

V｀ "ν ノ ーー 〆 ヽ Vノ 』 嘱

を何時わかるのだろうという疑問 1ま考えなくなりました。何故なら、
障害者を衛で見掛けた時、冷たい視線を浴びせるような、そんな大人
:こならな tヽ と確信してもヽるからです。そんな二人に「目が見えなくて
可愛想だね」などと言われる様な事があったら、私は「目が見えなく
ても、お前達より出来る事が沢山あるんだぞ、えらいだろJと言い、
二人に「うん、お兄ちゃん |まえらい重と言わせる様な生き方をし′て
いきたいと思っています。その為に、今何をすべきか、まずは外に
干してある洗濯物をしまう事かもしれません。
最後に、原稿を書くために勇気と元気の年齢を確認の為、妹に電話

をしたところ、嬉しい話を聞かされました。それは音声信号が何の為
|こ あるのかを勇気に説明したところ、勇気の日から「お兄ちゃんの
信号機か?Jと いう言葉が出てきて、それからとしヽうもの、街に出て、
音声信号の音を聞<と 「お兄ちゃんの信号機だ」と言う様になったと
の事です。電話を切った後、私は「いい事を聞かせてもらったなあ、
こんな時は男は酒を飲むのだろう」と心で思いながら、冷蔵庫の申に
ある缶ビールを手に取りました。

０
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