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平成平成平成平成１５１５１５１５年度第年度第年度第年度第１１１１回介助者養成研修会回介助者養成研修会回介助者養成研修会回介助者養成研修会のごのごのごのご報告報告報告報告    

    

                               川畑昌子 

 

 当団体（NPO法人自立生活支援センターもりおか）では、日本財団の助成を受け「難病、

重度障害者に関する介助者養成事業」の一環として、県内外の障害当事者、福祉関係者、

学生ボランティア、一般の方にお集まり頂き、盛岡市民文化ホールマリオス５階第二会議

室にて、「介助者と私」と題し、講演会を実施致しました。岩手の現状として、地域での地

域生活を望む障害者は多いのですが、重度障害者が選択できるサービスが多く存在せず、

また、そのような障害者に対応した介助者も少ないことなどから、介助者と生活している

障害当事者からの声を聞いていただき、介助マニュアルを作成することによって、当事者

の視点に立ったサービスへの理解や認知を高め、地域で生活できる重度障害者を増やして

いけることを目指すものです。 

 今回は特に、介護技術そのものではなく、障害者の自立生活って？ 自立生活を支える

介助とは？ 利用者と介助者との関わりって？ をテーマに、みなさんといっしょに考え

ていただきたく企画致しました。講師には、スタジオＩＬ文京事務局長でＪＩＬピアカン

委員長、ピアカウンセラーである村山美和さんと、福祉のまちづくりの会代表でピアカウ

ンセラーの鈴木絹江さんをお迎えし、利用者側から見た介助者との生活、自立生活を支え

る介助とは？ 介助者に何を望むか？ 等、お二人のこれまでの経験、自立生活センター

での活動を含め、約３時間半に渡って熱のこもったお話しをしていただきました。 

  

 まず、村山美和さんから。自己紹介のあと、どのような環境で過ごしてこられたかを、「学

校へ行くための施設入所」「家族との生活」「ひとり暮らし･自立」「介助者との関係」とい

った順に伺いました。村山さんは、小学一年から中学３年までの施設生活を振り返り、就

学猶予で学校に入らなくて良いと言われましたが、学校に入るために施設に入りました。

その施設は、衛生的でなく、プライバシーの保たれないカーテン一枚で仕切られただけの

トイレがあり、にわとりを飼っているような臭いがしたという体験を述べました。また、

施設は怖いところだったと振り返りました。泣いていると、「あなたが悪いから」と職員に

言われるので、耐えることで自分の身を守っていました。それは、障害が重い人ほど切実

でした。自分は生まれてきてはいけない人間だったのではないはずなのに…。だから、「施

設はきらい」と村山さんははっきりおっしゃいました。 

 その後、実家に帰り家族との生活に慣れるまで、１３年かかりました。家族との生活を

通して、ひとり暮らしをする術を学んだそうです。ある集会で出会った同年代の人との再

会を楽しみにしていましたが、親の手によって無理心中させられてしまった事実を知り、

自分自身への危機感から「私を殺さないでね」と、お母さんに訴えたそうです。その後、 

筋ジスの男性と出会い、いろいろなことをハートで教えてもらった。けれど、その人も亡
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くなってしまいました。村山さんは、その人が住んでいた場所で自立生活を始めました。 

 最初は週２時間の全身性障害者介護人派遣事業と、週２時間の有料ヘルパーしか使えま

せんでしたが、今は一日１０時間を使えるまでになりました。介助を必要とするみんなで

制度を勝ち取ってきたのです。 

 介助者を入れた生活を始めてから、自分は誰がいても生活スタイルを変えない性格なの

で、介助者とはいろいろなトラブルがあったけれど、介助者から、良いサービスを受ける

ためには、自分がはっきり発言しなければいけないと知りました。自分が、どこで、どう

したいかを、きちんと伝えていけること。介助者は、自分の生活の細部に入ってくるので、 

友達とはまた違う付合い方を分けることが大切。約束の時間を守るなど細かいことが重要

です。介助者に自分の意志を伝えられなければ自分の生活が成り立たないので、その大切

さを改めて感じているとのこと。今、とてもいい生活が送れていると、胸を張って言える

村山さんは輝いていました。これからも、エンジョイ自立生活を続けてください。宝石の

ようなきらきらしたお話しをありがとうございました。 

 

 つづいて、福祉のまちづくりの会代表である鈴木絹江さんの講演をお聞きしました。ご

自身が活動されている自立生活センターの紹介のあと、「障害者の自立生活を支える介助

とは？」というテーマで話されました。鈴木さんは、たくさんの例を織り交ぜながらトー

クを楽しく聞かせてくれましたが、その中で心に残ったのは、障害者自身が自分の障害を

しっかり受け入れて、自分は何ができて何ができないかを正確に知り、それを人に伝えら

れる技術を持たなければいけないということです。そして、ヘルパー（介助者）に対する

思いやりは必要だが、決して遠慮しすぎずに、サポートを受けられるようになること。そ

れと合わせて大切なのは、ありがとうという感謝の気持ちを持つことだと語りました。 

 介助者は単なる手足になるだけではありません。お金だけで動くのではありません。鈴

木さんは、あるヘルパーさんとの出会いを通して、その障害者の方が尊厳を失わずに生き

ていると感じられるサポートをしていこうとしている姿を、ヘルパーさんから学んだとお

っしゃられていました。その障害者の方の献立のメニューの幅を広げるサポートをしたい

と苦悩している姿がすてきだったそうです。感極まりながら語ってくれました。 

 そして最後に、「自分の望んだ生活しか実現しない」逆に、「自分の望んだ生活はいつか

きっと実現します」と、力強い言葉で締めくくり、講演を終えました。 

 ひとことひとことが、印象深く胸に残りました。 

 

 会場から共感の拍手が沸き起こりました。おふたりの講演を通して、障害の受容の大切

さと難しさ、自立生活の意味と、いかに自立生活を自分のものにしていくか、介助者の大

切さ、感謝の気持ちを持つこと。たくさんのことを学ばせていただきました。これから、

自立生活を始めようとされている方、介護の現場に従事されている方、みなさんにとって、

とても参考になる、講演だったと思います。村山さん、鈴木さん、本当にどうもありがと
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うございました。また、青森、秋田、福島のＣＩＬから参加いただいた皆さん、遠くから

おいでいただき、ありがとうございました。そして、すべての参加者の方々に厚く御礼申

し上げます。 

 

 

 

    

介助者研修会介助者研修会介助者研修会介助者研修会アンケートアンケートアンケートアンケートへごへごへごへご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました 

 

１、 講演内容はどうでしたか？ 

 

・ 自分の障害をじっくり読み取ることができて良かった。 

・ これからなにかあった時、この講演を思い出してがんばりたい。 

・ 介助のあり方について、見つめ直す良いきっかけとなった。 

・ 今まで生きて来た中で培ってきたものをすべてぶつけてくる講演は、引きつけるちか

らが違うなあと、久しぶりに思った。 

・ とてもわかりやすくて、ご自身の経験からきている表現なので、聞いている側にとて

も良く伝わってきた。 

 

２、 地域で生活する障害者は介助者にどういった関わり方を求めていると

思いますか？ 

 

・ 時には手足の役目を求め、時には友人の関係。でも、なあなあになるのは問題。 

・ プライベートなことをお願いするので、守秘義務はもちろん利用者の立場を良く考え

て（想像して）欲しい。 

・ 決して、馴れ合いにならず、向き合える関係。 

・ 心から分かり合っていないといいサービスにはなり得ない。分かり合っていれば、

「やってあげる」意識は出てこない。人間同士の当たり前の関わり方が必要。 

・ 障害者と介助者が、本当に気持ち良く、一日をすごせることを望んでいると思う。 

・ 人と人との関係は難しいが、「信頼と愛情」を持っていれば大丈夫だと思う。 

 

 

みなさま、ご協力ありがとうございました。貴重なご意見をありがとうございました。

（事務局一同） 
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韓国韓国韓国韓国のののの崔昌鉉崔昌鉉崔昌鉉崔昌鉉((((ちぇちゃんひょんちぇちゃんひょんちぇちゃんひょんちぇちゃんひょん))))さんさんさんさん、、、、    

電動車電動車電動車電動車いすいすいすいす日本縦断日本縦断日本縦断日本縦断 4000400040004000 キロキロキロキロ縦断成功縦断成功縦断成功縦断成功！！！！    

 

～以下、ＤＰＩホームページより転載～ 

 

世界の障害者―われら自身の声 

（鹿児島～稚内 4000km）に挑戦！ 2003.4.10～6.13 

「一人の想いに、応えたい」 

崔 昌鉉（チェ・チャンヒョン）さんのプロフィール 

日本縦断記録 

 祝！崔昌鉉(ちぇちゃんひょん)さん、電動車いす日本縦断 4000キロ縦断成功。 

 2003年 4月 10日 10：30、鹿児島県長崎鼻をスタートした崔昌鉉さんの電動車いす日本

縦断は、最北野寒布(のさっぷ)岬到達 6月 13日 18：20をもって達成された。 

 崔さんのプロフィールには、31年間部屋の中だけで暮らしたとある。しかし、1995年か

ら活動開始し、翌年「明るいあしたの会」を設立した。その後の彼の活動は非常に活発で、

1997年には、福祉改善の 100万人署名集めたり、韓国大統領候補の質疑者に選ばれ質問し

たりしている。金大中大統領との対話集会で抗議しようとし、拘束・連行されたこともあ

るという。彼はこれまでに、韓国縦断、北米大陸横断、ロッキー山脈エヴァンス登頂も達

成してきた。 今回の日本縦断について、崔さんは「重度障害者の自立の理念を広めたい！」

「世界の平和を祈願する！」という思いを実現するためにやってきた。戦争とテロ、不況

と失業という閉塞時代、こんなせちがらい世界であるからこそ、崔さんの挑戦は、不思議

な力を放った。 

 一人の想いに応えたい！崔昌鉉さん電動車いす日本縦断（4000 キロ）というニュースが

全国へ向けて発信されると、すぐに自立生活センター・ドリームハート博多の李鐘成(いじ

ょんそん)さんから「一人の想いに応えて」という応答があった。この他の自立生活センタ

ー、ボランティア、在日韓国人組織や団体によって、彼の「想い」は支えられた。DPI 日

本会議を中心に「ちゃんひょんサポーターズ」を結成して彼のサポートをした。 

 鹿児島、熊本、福岡、山口、広島、愛媛、岡山、兵庫、大阪、京都、福井県名田庄村、

愛知、静岡、神奈川を経て、東京へ。崔さんは長旅の疲れから腰を痛めていた。 

歓迎会では、「皆さんの心に打たれ泣いてしまいそう…。」というコメントをした。 

埼玉、茨城、福島、宮城、青森、北海道…。北海道ではＤＰＩ日本会議北海道ブロック準

備会や在日韓国・朝鮮人の方々が、全面的に崔さんをサポートしてくれた。そして 6 月 13

日 18：20…最北野寒布岬到着、満面の笑顔でゴールインした。全国各地で支援・声援を贈

っていただいたすべてのみなさん、本当にありがとうございました。素晴らしく生きてい

きましょう！ご支援くださった皆様に心よりお礼申し上げます。 

ドリームハート博多、CIL 下関、CIL 宇部、周南自立生活センター、障害者支援センター
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てごーす、自立生活センターおのみち、CIL 高松、岡山自立生活応援センター、メインス

トリーム協会、ピア大阪、AJU 自立の家、HANDS 世田谷、ヒューマンケア協会、CIL 立

川、オフィス IL郡山、ILセンター福島、障害者生活支援 TIJ、CILたすけっと、CILもり

おか、CILPingあおもり、北海道韓国青年商工会、ＤＰＩ日本会議北海道ブロック準備会、

朴耕成様、李幸宏様、李鐘成様、はきあい様、近藤様、青野ちえみ様、ひろはた様、青野

全宏様、辻様、堀利和様、藤本様、川畑様、栗山様、全国自立生活センター協議会（JIL）、

障害連、障害者総合情報ネットワーク・・・他。 

DPI日本会議「ちゃんひょんサポーターズ」一同  

大島重道、元会軫、崔栄繁、福島睦子、堀内万起子、三浦仁士、閔榮和 

 

プロフィール 

氏 名 崔 昌鉉（チェ・チャンヒョン） 

1965年 12月 22日生まれ、先天性脳性まひ１級 

  

［浴革］ 

31年間、部屋の中だけで暮らし、1995年から社会に出て活動開始。 

1996年  

1月 1日 「明るいあしたの会」を設立 

1997年 

・福祉改善のため「1万人著名運動」を展開し、行政機関に提出。 

・テグ地域公共機関の利用施設１次実態調査、一部改善を克ち取る。 

・テグで「車いす障害者バス乗り運動」展開。 

・大統領候補討論会に福祉関連質疑者して選ばれ質問する。 

・大統領候補と国会義員に障害者体験させる（国会議事堂周辺にある地下鉄駅にて）。 

1998年                                             

5月 10日 「2次金大中大統領国民の対話」の際に、「エバダろうあ福祉園」の不正を告発。 

・金大中大統領が、不正事件解決の約束を実行しなかったで、３次金大中大統領の国民と

の対話の際に再び要求しようとしたが、警護に強制的に監禁・連行される。その後、ソウ

ルに地検と国連に大統領を告発する。 

・重度障害者グループホーム「克服の家」設立。 

・重度障害者が学ぶ場「いつも青い学校」設立。 

 

2000年～2001年  

1月 1日 智異山（チイサン）登頂 

・2002 年ワールドカップ成功のため、1999 年 10 月から 38 日間、車いすを口で動かして

1500キロ国土横断完走。 



 7 

・世界最初、口で電動車いすを動かし、アメリカ大陸 5200 キロ・112 日横断に成功。

（2000.9.12～2001.6.5） 

・電動車いすでロッキー山脈の Evans（14264フィート）頂上に登る。  

韓国の重度障害者 崔昌鉉(ちぇ・ちゃんひょん)さんが、電動車イスによる日本縦断に挑戦

します。 

 

 

日本縦断記録  

4月８日（火）：福岡空港到着（12時 40分アシアナ航空便） 

          ・出迎え… 

           自立生活センター「ドリームハート博多（代表イ・ジョンソン）」 

           のメンバー他 10名程度          

4月 10日（木）：鹿児島県長崎鼻 11時ごろ出発 

          ・同行･･･イ･ジョンソンさん他 2名 

          ・見送り･･･民団（鹿児島）数名（カンパもしていただきました）          

         ：鹿児島市内で宿泊 

4月 11日（金）：熊本に向けて出発 

4月 12日（土）：熊本市    

        ―福岡県 

4月 17日～4月 25日：山口県―広島県（４月 23～24日） 

4月 28～30日：岡山県 サポート・ドライバー体験記 野上直樹 

5月 1日：兵庫県（西宮） 

5月 2～4日：大阪府 

5月 4日：京都府 

5月 6日：京都府－滋賀県―福井県名田庄村 

5月 7日～8日：名古屋へ向けて移動（車中泊） 

5月 9日：愛知県（名古屋） 

5月 10日～：静岡県（富士山！） 

5月 16日：東京 

  17日：早稲田大学でユニバーシアードの宣伝 

  19日：DPI東京事務所 

  20日：省庁・議員訪問 

5月 21日：埼玉県へ 

5月 22日：栃木県 

5月 24日：福島県―26日福井県福井市 

5月 27日：宮城県仙台市 
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5月 28日：山形県古川 

5月 29日：岩手県（水沢）―30日盛岡市 

5月 31日：青森県水戸 ―横浜 

6月 3日：北海道入り！（大間―函館）―5日：森―6日：長万部 

6月 7日：北海道札幌市 

6月 8日（日）：札幌  → 奈井江 

6月 9日（月）：奈井江 → 旭川 

6月 10日（火）：旭川  → 士別 

6月 11日（水）：士別  → 音威子府（おといねっぷ） 

6月 12日（木）：音威子府→ 豊富 

6月 13日（金）：豊富  → 稚内（ゴールイン！！！） 

6月 14日（土）：稚内  → 札幌 

6月 15日（日）：札幌にてお疲れ様会＆交流会 

6月 16日（月）：札幌市長表敬訪問・北海道知事表敬訪問・ 

              神田札幌市身体障害者福祉協会会長表敬訪問 

          夕方 千歳より韓国へ出発 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ５月３０日、崔 昌鉉（チェ・チャンヒョン）さんと介助スタッフのイーさんが、ＣＩ

Ｌもりおか事務所に宿泊されました。オープニングは、うちの介助スタッフお手製の「冷

麺」で歓待。ビールも用意していたけれど、アルコールより麦茶を喜んでくださいました。

しかし、せっかく用意したジャパニーズブレックファーストの「焼き魚」と「みそ汁」を

食べていただけけなかったので、残念でした。（笑）「お米」と「焼き海苔」はたくさん食

べてくださいました。うちの代表は、いつもお米１合しか炊いていないので、「おかわり」

を請求された時、非常に焦りました！(-_-;) 

 韓国の福祉を取り巻く状況は、年金が少なく、ヘルパーがいない、等、日本に比べてか

なり遅れているとのことでしたが、生きる姿勢や熱意は、日本の障害者に多くの刺激を与

えてくださったのではないでしょうか。 

 6月 13日に無事、稚内にゴールインしたと報告があり、安堵しました。 

 ところで、ＣＩＬもりおかの人間達は、韓国語が話せたの？と、この会報を手にしてい

るみなさん、素朴な疑問をお持ちでしょう。へへへ、不思議なものですね。たとえ、お国

の言語が違っても、英語は万国共通だし、ワン、ツー、スリー、程度わかれば、あとは、

漢字をメモして、筆談できました。めでたしめでたし。 

 チェさん、イーさん、日本の障害者にたくさんの勇気と笑顔をありがとう。 

＜川畑記＞  
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活活活活    動動動動    記記記記    録録録録    

平成１５．２．１５～ 

 

０２．１６（日） 
０２．１８（火） 

０２．１９（水） 
０２．２１（金） 
 
０２．２３（日） 

個別相談（ヘルパー派遣について） 
運営会議 

個別相談（ヘルパー派遣について） 
サービス提供責任者研修会出席 
ヘルパー３級研修 

自立生活プログラムリーダー養成講習会に出席（埼玉） 

０３．０６（木） 

０３．１１（火） 
 
 

０３．１４（金） 
 
０３．１７（月） 

 
０３．１９（水） 

０３．２１（金） 
０３．２６（水） 
０３．２８（金） 

自立生活センター所長セミナーに出席（東京） 

支援費事務説明会（教育会館） 
会報作成 
個別相談 

運営会議 
ＮＨＫ取材 
介護保険介護報酬説明会 

支援費説明会 
障害ヘルパー委託先研修 
運営会議 

個別相談 
運営会議 

０４．０１（火） 
 
０４．０２（水） 

０４．０６（日） 
０４．１６（水） 
０４．１９（土） 

０４．２０（日） 

支援費ホームヘルプ事業開始 
個別相談 

個別相談 
支援費利用者と契約 
個別自立生活プログラム 

運営会議 
個別自立生活プログラム 

０５．０１（木） 

０５．０３（土） 
０５．０５（月） 
０５．１１（日） 

０５．１３（火） 
０５．１９（月） 
０５．２０（火） 
 
０５．２６（月） 
０５．２７（火） 

０５．３０（金） 
 
 

支援費請求事務説明会に出席 

運営会議 
運営会議 
全国自立生活センター協議会総会に出席（東京） 

個別相談 
個別訪問 
個別自立生活プログラム実施 

介助研修 
介助者研修会ちらし完成 
自立生活プログラム 

韓国障害者と介助者宿泊 
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０６．１１(水) 
０６．１３(金) 
 
０６．１５(日) 
０６．１７(火) 

０６．２０(金) 
 
０６．２４(火) 
０６．２４(水) 

０６．２８(土) 
０６．２９(日) 

個別相談 
県立大学教授来訪 

県立盲学校より電話相談 
介助研修 
第２回職員会議 

サービス部会に出席 
運営会議 
個別相談 

個別相談 
第一回介助者養成研修会開催 
第一回ピアカウンセリング＆ハートフルなお茶会開催 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

編集後記 

 

ぜーんぜん梅雨が明けないでいるこの日々、みなさんいかがお過ごしでしょうか？ 

どんよりしてる日々が続いているためか、カーと天気のいい日は外に出て散策するのが最

近の私の楽しみであります。 

ところで、このタイトル「わいわい ふくし」なんですが、不景気のご時世もあってか

「福祉」という言葉を聞いてネガティブな感じがする人も多々いるようです。この広報誌

を見て興味をもってくれたり、楽しんでもらえればと思います（＾＾） 

話しは変わりますが、そろそろ盛岡さんさ踊りが近づいて来ますね★ 私も太鼓で出る

ので楽しみでしかたありません。本番イイ天気にな～れ～  記：７月２０日 

                              （今ちゃん）        

  

一人暮一人暮一人暮一人暮しをしてみたいしをしてみたいしをしてみたいしをしてみたい障害者障害者障害者障害者のののの方方方方、、、、いませんかいませんかいませんかいませんか？？？？    

    

 CIL もりおか代表の川畑昌子は、昨年一人暮らしをはじめて、のんびり＆仕事で

忙しく時間を過ごしています。一人暮しは、最初は、もちろん大変。介助者の確保、

アパート探し。でも、本人の粘り強さとやる気があれば、できるものなんです。施

設で共同生活のため周りと生活を合わせなくてはならない。ドラマを見たいが夜更

かしできない。きれい好きな私は朝シャンしたいなど、そう思っている障害を持っ

ている人は、一人暮らしをオススメ、こちらでバックアップいたします。 

まずは、電話や当事務所にてお話しをお伺いいたします。 

事務所：岩手県盛岡市津志田２０－４２ 

でんわ・ふぁくす： 019-638-5112 e-mail：m_machan22@ybb.ne.jp 
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編集：ＣＩＬもりおか 

 

＜連絡先＞ 

事務所：岩手県盛岡市津志田２０－４２ 

でんわ・ふぁくす： 019-638-5112 

e-mail：m_machan22@ybb.ne.jp 

H.P： 

http://morioka.cool.ne.jp/cilmorioka/index.html 

 

＜会員募集＞ 

正会員（購読料含） 

一口２，０００円 

賛助会員 

一口 いくらでも 

口座：盛岡信用金庫都南支店 

   ００９－０１７８３６２ 

介護保険訪問介護事業所 

支援費居宅支援事業所 

NPO法人 

「自立生活支援センターもりおか」  

「ヘルパーステーション・それいゆ」 

事務所：岩手県盛岡市津志田２０－４２ 

でんわ・ふぁくす： 019-638-5112 

 


