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編集：ＣＩＬもりおか 

〒020-0863 

岩手県盛岡市南仙北2丁目27-1鈴木ビル1階2号室 

電 話：０５０-１３８２-０１３１ 

ＦＡＸ：０１９‐６３６‐０１３４ 

夜間は､転送にてお受け致します。                                          

電子メール ：cil_morioka@ybb.ne.jp 

ホームページ：http://cil.55street.net/index.html 
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ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議の依頼により、岩手県盛岡市におい

て、東北で初めてのＤＰＩ全国集会が行われました。ＣＩＬもりおかが幹事団体とな

り、盛岡市を中心とする各障害分野の福祉団体、個人に呼びかけをし、第 24 回 DPI

日本会議全国集会in岩手実行委員会を立ち上げて実施までの3ヶ月間、多くの団体、

個人のご協力で、無事に大会を挙行する事ができました。 

 

大会テーマ： 地域で共に学び、暮らせる社会へ ～おでんせ！岩手～ 

 

2006 年 12 月障害者権利条約が採択され、日本政府は 2007 年 9 月に署名を行いました。現在、

条約を批准するために、本格的な国内法整備の検討に入っています。 

条約の国内実施においては、条約第 2 条(定義)に明記されている言語やコミュニケーション、

ユニバーサルデザインとともに、障害に基づく差別と合理的配慮を国内法の中で、どのように具

体化するかが極めて重要です。今回の全体会では、「差別禁止」と「権利の保障」をキーワードに、

障害者権利条約を地域の身近な課題と取り組みにつなげ、当事者が求める条約の国内実施を考え

ます。障害者権利条約が一人一人の障害者の生活に密接に関連するものであるという認識は、残

念ながらまだまだ狭い範囲にとどまっております。ＤＰＩ日本会議としては、多くの人々にこの

権利条約の大切さを理解してもらうための学習や討論の機会を、積極的に設けていきたいと考え

ております。昨年、韓国で開催されたＤＰＩ世界会議には、日本から 300 人をこえる人々が参加

し、条約の重要性を学びました。今回の岩手大会も、条約を自分のものとするための機会として

有効に活用していきたいと考えるものであります。さらに 2006 年には千葉県において『障害のあ

る人もない人も、ともに暮らしやすい県づくり条例』という名称の、障害者差別禁止条例が生み

出されています。今回の岩手大会は、この条例づくりの動きを他の地域にも広げ、さらに国にお

ける「障害者差別禁止法」制定へ繋いでいく、重要な意味を持つ大会であると認識しております。 

また、多くの障害者の生活にとって密接に関連する福祉サービスとしての『障害者自立支

援法』は、多くの障害者の抗議の声に押されて、度重なる修正を行わなければならない状況

にあります。ＤＰＩ日本会議としては、福祉サービスの仕組みを真に障害者の地域生活を支

え、利用者が主体となる支援の仕組みへと、根本的に作り直す必要があると考えます。岩手

大会では、新たな福祉サービスに関するＤＰＩ日本会議の基本的な考え方を明らかにし、多

くの方々と活発に意見を交わしていきたいと考えております。 

障害者を取り巻く課題は、山積しています。今回の岩手大会において、それらの課題のあ

り方に関して、障害当事者の声を一つにまとめ、強化する論議を深めたいと考えます。さら

に併せて、今回の大会が開催地である岩手の、そして東北地域の障害当事者運動の、より一

層の活性化につながるものとなることを願うものです。活発な集会となることを期待します。

＜開催趣意書より＞ 
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６月１５日（日） 

午前 

＜特別報告＞ ▶ ▶ ▶ 「「「「障害者障害者障害者障害者のののの権利条約権利条約権利条約権利条約とととと障害者基本法障害者基本法障害者基本法障害者基本法のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて」」」」                                        

*敬称略              須田須田須田須田    康幸康幸康幸康幸（（（（内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当内閣府政策統括官付障害者施策担当））））    

「「「「障害者障害者障害者障害者のののの権利条約権利条約権利条約権利条約とととと国内法整備国内法整備国内法整備国内法整備のののの課題課題課題課題」」」」    

東東東東    俊裕俊裕俊裕俊裕（（（（弁護士弁護士弁護士弁護士、ＤＰＩ、ＤＰＩ、ＤＰＩ、ＤＰＩ日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員日本会議条約担当役員））））                    

＜シンポジウム＞ ▶ ▶ 「「「「障害者差別禁止法障害者差別禁止法障害者差別禁止法障害者差別禁止法とととと自治自治自治自治体条例体条例体条例体条例のののの制定制定制定制定にににに向向向向けてけてけてけて」」」」 

●シンポジスト      大信田 康統 （盛岡市身体障害者協議会副理事長、障がい者への差

別をなくすための県条例の制定を進める会代表） 

野老 真理子 （企業関係者、千葉県障害者差別をなくす研究会委員） 

金 政玉  （DPI 障害者権利擁護センター所長） 

○コメンテーター     須田 康幸、東 俊裕 

●コーディネーター    楠 敏雄  （障害者の完全参加と自立を目指す大阪連絡会、DPI

日本会議副議長） 

 

【参加者からの感想です】岩手県の差別禁止条例作成について、地元代表の大信田さ

んの話や、国の動き、千葉での事例について話を聞くことが出来てよかったです。条

例制定に向けて岩手県に頑張って欲しいです。 
 

午後 分科会１～４および特別分科会・特別企画 

 

分

科

会

１ 

地域生活支援「どうなる？『障害者自立支援法』、どう実現する！自立生活・地域社会

へのインクルージョン」 

○報告 当事者・現場から見えてきた「自立支援法」の課題～身体障害・知的障害・精神

障害・難病…それぞれの立場から 

●シンポジスト：大澤武仁（日本ＡＬＳ協会岩手県支部）、駒場恒雄（日本筋ジストロフィ

ー協会岩手支部）、小田嶋義幸（北障連 自立生活支援センター北上理事長）、 

及川 敦(岩手県・岩手青空の会)、伊東明美（ワークプラザみやこ）、 

●講演・討議 「自立生活・地域社会へのインクルージョンに向けて」 発題「障害者の

自立生活と福祉サービス法（仮）」北野誠一（東洋大学教授） 

○コーディネーター：尾上浩二(DPI 日本会議事務局長) 

【参加者からの感想です】 

★それぞれの障がいのお立場からのパネリストからの声に目頭が熱くなる一場面もあり

ました。個性を十人十色といいますが、障がいの種類ではなく、一人ひとりが異なる思い

と障がいとを抱いていることをヒシヒシと感じました。だからこそ、もっと交わりの場を

持ちたいと思います。だってその人を理解することから共に生きることが始まると思うの

です。もっと声を聞かせてほしい、そう思います。 

★それぞれ、障がいは違っていても思いは一つということ。 

『地域で自分らしく暮らしていきたい。生きていきたい』 

その為に何をどうしていくべきなのか。時間は アッという間に過ぎてしまいました。 

分

科

会

２ 

交通・まちづくり「地域の交通・まちづくりの課題とバリアフリー新法」 

●シンポジスト：佐賀典子（盲導犬ユーザー、盛岡市在住）、西谷嘉昭（自立生活センタ

ーPing あおもり事務局長）、上薗和隆（DPI 日本会議事務局） 

○コーディネーター：今福義明（DPI 日本会議交通問題担当役員）、三澤 了（DPI 日本会

議議長） 

【参加者からの感想】岩手を盛岡の街を障がい者にやさしい街になって欲しいと感じた。 

分

科

会

３ 

権利擁護「障害者差別禁止法に望むこと」 

●シンポジスト: 長葭千恵子（岩手県障害者 110 番相談員）、西田えみ子（DPI 障害者権利

擁護センター相談員）、高梨憲司（視覚障害者総合支援センターちば、千葉県障害者差別

をなくすための研究会より） 
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○コメンテーター：東 俊裕（弁護士、DPI 日本会議条約担当役員）、コーディネーター：

金 政玉（DPI 障害者権利擁護センター所長） 

【感想】会場の皆さんとやり取りしながら、また県議や県職の方々にも参加頂き、条例策

定について率直な意見を聞くことができ、内容の濃いものになりました。 

分

科

会

４ 

教育「権利条約批准に向けて、インクルーシブ教育へ転換しよう！」 

●シンポジスト：教育現場・地域の取り組みについての報告（岩手より）、インクルーシ

ブ教育へ向けた取り組み（教育現場での実践報告）、権利条約批准に向けた取り組みの組

織化（インクルーシブ教育推進ネットより）、他 

○コーディネーター：姜 博久（障害者自立生活センタースクラム、DPI 日本会議常任委員）、

楠 敏雄(DPI 日本会議副議長) 

【感想】インクルーシブ教育は、国を上げて取り組まなくていけないことだと感じました。 

特

別 

分

科

会 

労働「障害者雇用の現状と課題から検証する」 

●シンポジスト: 竹高照美（夢現舎企業組合夢 IT 工房所長）、奥山幸博（自治労障害労働

者全国連絡会事務局長）、西村正樹（DPI 北海道ブロック議長、DPI 日本会議副議長）、他 

○コーディネーター：石橋宏昭（障害者問題を考える兵庫県連絡会議、DPI 日本会議常任

委員） 

【感想】参加者人数が少なかったため、パネリストを囲んで行うことができて、自己紹介

から始められ内容の濃い分科会になりました。 

特

別

企

画 

ＤＰＩ女性障害者ネットワークによる映画上映＆意見交換会  

映画「忘れてほしゅうない－隠されてきた強制不妊手術－」 
制作・著作：優生思想を問うネットワーク（2004 年制作）／全編字幕付 

●ゲスト 佐々木千津子（映画出演者）、利光恵子（元・優生思想を問うネットワーク、

生殖と差別・紙芝居プロジェクト）     

○コーディネーター：南雲君江（DPI 女性障害者ネットワーク代表） 

【以下、参加者からの感想です】 

障害者の自己決定権の最大の阻害要因は「家族」です。その「家族」とは、往々にして

「母親＝女性」です。なぜか？日本には根強い性別役割分担、障害に対する偏見がある。

周囲の偏見は当事者と母親の孤立を生み、夫の無関心あるいは暴力、離婚、母子家庭の生

活苦といった社会、心理的要因が拍車を掛け、その結果母親は頑張りすぎて、ともすれば

当事者を抱え込み、当事者の自己決定権の阻害につながる。だが、そうなってしまう根本

原因は「男と金」、つまり、根強い性別役割分担意識とそれに基づいた、無償の家族介護

を前提とした制度設計・労働報酬にあると考えます。なお、精神の場合は家族介護・抱え

込みが、意識レベルのみならず、法的に「保護者制度」として定められています。「男と

金」が変わらないと、女性と障害者の、あるいは当事者と家族の社会・心理的抑圧、生活

苦、離婚率の高さといった現状は変わらないし、ＤＶで女性精神障害者は増える一方。こ

の現状を打破するため、私としては、障害者であることの困難、女性であることの困難に

向き合い社会へ積極的に発言する「女性障害者」の活動に期待しています。 
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第第第第２４２４２４２４回回回回    ＤＰＩＤＰＩＤＰＩＤＰＩ日本会議全国集会日本会議全国集会日本会議全国集会日本会議全国集会のののの報告報告報告報告    
 

今川幸子 

 

６月１４、１５日（土日）に「第２４回 ＤＰＩ日本会議全国集会」が行われました。こ

の大会で、ＣＩＬもりおかでは地元主催団体の岩手実行委員会の事務局を勤めました。 

当日、１日目は朝に大地震（岩手・宮城内陸地震）が起こり、会場地である盛岡市でもか

なりの揺れを感じましたが、大きな被害はありませんでした。しかし、震源地に近い場所で

は死者、行方不明者が出るほどの大災害だということに気がつくまでには、かなりの時間が

経ってからのことでした。 

この地震の影響で、１日目行う予定であった総会は延期され、夜の懇親会で置く予定だっ

た金屏風も、今回の地震で被害に遭われた方の事を思い、取り外し、懇親会という形ではな

く夕食会という形で行われることになりました。この夕食会には、地震の中にも関わらず集

会を応援するかのように、多くの来賓者や参加者が集まりました 

２日目は、予定どおり行われ、午前中は全国集会の開会式とシンポジウムが開かれました。

また、午後からは分科会「地域生活」「交通・まちづくり」「権利擁護」「教育」「労働」「女性

障害者」の５つの分科会が開かれました。 

今回の集会では、震源地が盛岡から南の内陸地であったため移動手段に困った方も出てし

まいました。このため、当日キャンセルした方や、夜遅く辿り着いた人など、申し込まれた

参加者数よりも少なくなってしまいましたが、人数が少なくなったことにより、中身の濃い

議論が交わされる形になりました。 

参加者の中には、１４日行こうとしたが突然の地震で、仙台で立ち往生になってしまった。

このまま盛岡に向かわず帰ろうとしたが、仙台で全国集会に参加者する人たちと遭い、励ま

されて、仙台で泊り１５日に盛岡に来ました。という参加者同士で助け合いがあったという

話も聞きました。また、参加者の方々から実行委員に対して、皆で頑張ろうという励ましや、

応援の言葉を頂いたりして、天災にも負けない団結した、忘れられない大会となりました。 

    
    

DPIDPIDPIDPI 日本会議全国集会日本会議全国集会日本会議全国集会日本会議全国集会 inininin 岩手岩手岩手岩手にににに参加参加参加参加してしてしてして    
    

（（（（大阪市身体障害者相談員大阪市身体障害者相談員大阪市身体障害者相談員大阪市身体障害者相談員・・・・山名山名山名山名    勝勝勝勝））））    

    
    私私私私ははははハンドルハンドルハンドルハンドル形電動車形電動車形電動車形電動車イスイスイスイスをををを使用使用使用使用しているしているしているしている大阪大阪大阪大阪のののの下肢障害者下肢障害者下肢障害者下肢障害者ですですですです。。。。このこのこのこのタイプタイプタイプタイプのののの車車車車イスイスイスイスはははは

特急特急特急特急やややや新幹線新幹線新幹線新幹線のののの乗車乗車乗車乗車をををを拒否拒否拒否拒否されているのでされているのでされているのでされているので、、、、集会集会集会集会がががが盛岡盛岡盛岡盛岡でとでとでとでと聞聞聞聞いていていていて参加参加参加参加できるのかできるのかできるのかできるのか不安不安不安不安でしでしでしでし

たたたた。。。。大阪大阪大阪大阪からはからはからはからは JALJALJALJAL だけだけだけだけ直行便直行便直行便直行便がありがありがありがあり、、、、花巻花巻花巻花巻へはへはへはへは取取取取りあえずりあえずりあえずりあえず行行行行けるけるけるける！！！！    でもでもでもでも盛盛盛盛岡岡岡岡へはへはへはへは車車車車いすいすいすいす

乗車乗車乗車乗車がががが可能可能可能可能ななななバスバスバスバスはははは運行運行運行運行されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、周辺周辺周辺周辺のののの JRJRJRJR 駅駅駅駅はどれもはどれもはどれもはどれもハンドルハンドルハンドルハンドル形利用不可形利用不可形利用不可形利用不可。。。。実行委実行委実行委実行委

員会員会員会員会のののの今川今川今川今川さんからさんからさんからさんから手配手配手配手配してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、空港空港空港空港からからからから JRJRJRJR 北上駅北上駅北上駅北上駅へへへへ路線路線路線路線バスバスバスバス、、、、JRJRJRJR のののの乗車許可乗車許可乗車許可乗車許可をををを特別特別特別特別にににに

取取取取ってってってって盛岡行盛岡行盛岡行盛岡行きへきへきへきへ乗乗乗乗るるるる段取段取段取段取りでりでりでりで、、、、花巻空港花巻空港花巻空港花巻空港へへへへ向向向向かったかったかったかった。。。。    

    

    着陸着陸着陸着陸するとするとするとすると「「「「１１１１時間時間時間時間ほどほどほどほど前前前前にににに震度震度震度震度６６６６強強強強のののの大地震大地震大地震大地震がががが発生発生発生発生、、、、JRJRJRJR はははは全線不通全線不通全線不通全線不通」」」」とのこととのこととのこととのこと。「。「。「。「ちゃちゃちゃちゃ
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ぐちゃぐぐちゃぐぐちゃぐぐちゃぐ馬馬馬馬っこっこっこっこ」」」」のののの観光客観光客観光客観光客でででで満席満席満席満席だったがだったがだったがだったが、、、、盛岡行盛岡行盛岡行盛岡行ききききリムジンバスリムジンバスリムジンバスリムジンバスにににに私私私私もももも乗車乗車乗車乗車させるさせるさせるさせる段取段取段取段取りりりり

がががが出来出来出来出来ていたていたていたていた。。。。車車車車いすはいすはいすはいすは小型小型小型小型でででで折折折折りりりり畳畳畳畳みもみもみもみも出来出来出来出来るのでるのでるのでるのでトランクトランクトランクトランク収納庫収納庫収納庫収納庫にににに積積積積みみみみ、、、、手手手手すりにすがすりにすがすりにすがすりにすが

ってってってって何何何何とかとかとかとか乗車乗車乗車乗車したしたしたした。。。。高速道路高速道路高速道路高速道路はははは問問問問題題題題なくなくなくなく、、、、スムーススムーススムーススムースにににに盛岡盛岡盛岡盛岡にににに着着着着くことができたくことができたくことができたくことができた。。。。    

    

    集会集会集会集会１１１１日目日目日目日目はははは流流流流れれれれ「「「「でんでんむしでんでんむしでんでんむしでんでんむし」」」」でででで市内市内市内市内にににに。。。。バスバスバスバスでもでもでもでも車車車車イスイスイスイスがががが自由自由自由自由にににに移動移動移動移動できるとできるとできるとできると体験体験体験体験。。。。

市街地市街地市街地市街地のののの大大大大きさがきさがきさがきさがバスバスバスバスのののの運行運行運行運行ルートルートルートルートででででカバーカバーカバーカバーできるできるできるできる規模規模規模規模とととと合合合合っていてっていてっていてっていて、、、、本数本数本数本数もももも多多多多いことがいことがいことがいことが成成成成

功功功功のののの要因要因要因要因とととと思思思思ったったったった。。。。雪雪雪雪のののの降降降降らないらないらないらない地域地域地域地域のののの者者者者にはにはにはには分分分分からないこともからないこともからないこともからないことも多多多多いだろうがいだろうがいだろうがいだろうが、、、、車車車車イスイスイスイスのののの障障障障

害者害者害者害者にににに一人一人一人一人もももも会会会会わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。みんなみんなみんなみんなアイーナアイーナアイーナアイーナにににに集集集集まっていたのだろうかまっていたのだろうかまっていたのだろうかまっていたのだろうか？？？？    ２２２２日目日目日目日目のののの交通分科交通分科交通分科交通分科

会会会会ではではではでは青森青森青森青森のののの西谷西谷西谷西谷さんのさんのさんのさんの、、、、バスバスバスバスにににに乗乗乗乗れるようになるまでのれるようになるまでのれるようになるまでのれるようになるまでの苦労苦労苦労苦労やややや、、、、爺爺爺爺サマサマサマサマにににに怒怒怒怒られてられてられてられて１１１１年乗年乗年乗年乗

車車車車をををを遠慮遠慮遠慮遠慮しているしているしているしている話話話話などなどなどなど衝撃的衝撃的衝撃的衝撃的だっただっただっただった。。。。盛岡盛岡盛岡盛岡のののの事情事情事情事情ももっももっももっももっとととと聞聞聞聞きたかったがきたかったがきたかったがきたかったが、、、、大忙大忙大忙大忙しのようしのようしのようしのよう

でででで残念残念残念残念だっただっただっただった。。。。    

    

    帰帰帰帰りはりはりはりは仙台空港仙台空港仙台空港仙台空港からにからにからにからに。。。。電車電車電車電車はははは余震余震余震余震にににに備備備備ええええ徐行運転徐行運転徐行運転徐行運転でででで、、、、盛岡盛岡盛岡盛岡～～～～仙台間仙台間仙台間仙台間にににに５５５５時間近時間近時間近時間近くかかっくかかっくかかっくかかっ

たがたがたがたが、、、、車車車車イスイスイスイスでのでのでのでの乗車乗車乗車乗車にににに問題問題問題問題はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。今回今回今回今回はめったにはめったにはめったにはめったに無無無無いいいい体験体験体験体験のののの、、、、忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない集会参集会参集会参集会参

加加加加になったになったになったになった。。。。思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない地震地震地震地震でででで大混乱大混乱大混乱大混乱のののの集会集会集会集会をををを運営運営運営運営されたされたされたされた実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会のののの皆様皆様皆様皆様、、、、ごごごご苦労様苦労様苦労様苦労様でででで

したしたしたした。。。。    

    

★★★★詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは盛岡盛岡盛岡盛岡レポートブログレポートブログレポートブログレポートブログをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://kurumaisyu.exblog.jp/9391824/http://kurumaisyu.exblog.jp/9391824/http://kurumaisyu.exblog.jp/9391824/http://kurumaisyu.exblog.jp/9391824/    

    
    
    
    

★★★★長期長期長期長期ピアピアピアピア････カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング講座講座講座講座のののの報告報告報告報告★★★★    
    

５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日－－－－２３２３２３２３日日日日とととと６６６６月月月月２５２５２５２５日日日日－－－－２２２２７７７７日日日日、、、、アイーナアイーナアイーナアイーナ、、、、マリオスマリオスマリオスマリオス会場会場会場会場にてにてにてにて、、、、東北東北東北東北ではではではでは少少少少なななな

いいいいピアピアピアピア････カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング長期講座長期講座長期講座長期講座をををを、、、、北海道北海道北海道北海道・・・・東北東北東北東北のののの多多多多くのくのくのくの人人人人にににに知知知知ってってってって頂頂頂頂くためにくためにくためにくために、、、、さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市    

NPONPONPONPO 自立生活自立生活自立生活自立生活センターセンターセンターセンター・・・・くれぱすのくれぱすのくれぱすのくれぱすの上野美佐穂上野美佐穂上野美佐穂上野美佐穂さんとさんとさんとさんと見形信子見形信子見形信子見形信子さんをさんをさんをさんをリーダーリーダーリーダーリーダーにおにおにおにお迎迎迎迎えしえしえしえし、、、、

開催開催開催開催することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。障害障害障害障害をををを持持持持っているっているっているっている仲間仲間仲間仲間どうしどうしどうしどうし、、、、悩悩悩悩みみみみ、、、、気持気持気持気持ちをちをちをちを分分分分かちかちかちかち合合合合いいいい、、、、おおおお互互互互いいいい

にににに話話話話をををを聞聞聞聞きききき合合合合うことをうことをうことをうことを中心中心中心中心にににに、、、、「「「「ピアピアピアピア・・・・カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングとはとはとはとは？」「？」「？」「？」「人間人間人間人間のののの本質本質本質本質とととと感情感情感情感情のののの解放解放解放解放につにつにつにつ

いていていていて」「」「」「」「障害障害障害障害についてについてについてについて」「」「」「」「聴聴聴聴くことについてくことについてくことについてくことについて」「」「」「」「信頼信頼信頼信頼することすることすることすること」「」「」「」「サポートサポートサポートサポートをををを得得得得ることることることること、、、、あげるあげるあげるあげる

ことことことこと」「」「」「」「力力力力についてについてについてについて」「」「」「」「パターンパターンパターンパターンとはとはとはとは何何何何かかかか」「」「」「」「抑圧抑圧抑圧抑圧についてについてについてについて」「」「」「」「リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップについてについてについてについて」「」「」「」「ロロロロ

ールﾌールﾌールﾌールﾌﾟ゚゚゚ﾚｲﾚｲﾚｲﾚｲとととと自己主張自己主張自己主張自己主張トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング」」」」といったといったといったといったプログラムプログラムプログラムプログラムをををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。受講者受講者受講者受講者からのからのからのからの感想感想感想感想がががが
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届届届届いていますいていますいていますいています。。。。    

 

「ピア・カウンセリング長期講座に参加して」 

中村篤 

 平成２０年５月、６月に行われたピア・カウンセリング長期講座に参加しました。リーダ

ーは埼玉から来てくれたＭさん、Ｕさん、参加者はリーダーの方なども含めて８名でした。

ピア・カウンセリングについては、何となく知識として知っていた程度だったので、今回長

期講座を初めて受けさせてもらい、良い経験が出来たと思います。 

 ピアとは仲間という意味で、ピア・カウンセリングの考え方は、同じ背景を持つ人同志が、

対等な立場で時間を対等に分け合って、話しを聴き合う（セッション）ことだそうです。人

間の本質、自分の障害、抑圧している（されている）こと、自分が抱えている問題等々、普

段考えないことや、話すのを避けていることを、ほとんど初対面の方々と何度もセッション

し、自分に向き合うという作業は、私にとっては精神的にも肉体的にも少々厳しいことでし

た。講座の始めの方は、人の話を聴くことの難しさに戸惑ってばかりでしたが、セッション

を繰り返していくうちに、抑圧の多さや、問題の本質等、気付かされることが多く、それぞ

れの問題の解決に少し近づけた気がしました。 

 ピア・カウンセリングの目的は自己信頼の回復と人間関係の再構築だそうで、今回この講

座を受けてみて、感情の解放まではできませんでしたが、気付かされたこと、勉強になるこ

とが多く、これから自身の生活に少しでも役立てたいと思いました。 

 リーダーのお二方、参加者の皆様、おつかれさまでした。ありがとうございました。事務

局の皆様、お世話になりました。 

 

 

 

「長期ピア･カウンセリングを終えて」 
 

川畑昌子 

 

人間の本質は、愛し愛されたく、知性に満ち、創造性に溢れ、喜びに満ちている。そんな

こと言われても、本当？って思います。でも、生まれたての赤ちゃんは、泣いたり笑ったり、

おしっこをしたり、それしか出来ないけど、ただただ無心にお母さんお父さんを信じ、愛し、

そして赤ちゃんの存在そのものが人にやすらぎを与える。それが人間の本質。なるほどと思

います。それが成長とともに、男の子は泣いちゃだめよ。とか、お姉ちゃんなんだから。な

どと、おとなの衣を着せられていきますね。タマネギが一枚一枚皮をかぶるかのごとくに。

それは次第に抑圧となっていきます。男性であることの抑圧。女性であることの抑圧。障害

者であることの抑圧。抑圧であることを抑圧と気づかずに人は生きていきますね。その抑圧

について、気持ちを聞きあうセッションというシンプルな方法で、自分の気持ちと向き合い、

自分の心を解放させていくことができます。セッションは苦しい。普段蓋をしている自分の



        

 8 

感情を表現したらそのあと自分がどうなってしまうのかを想像すると怖いから。でも、人は

時に自分の心を開放してあげないと、心も体も調子悪くなっていくものだと気づかされます。

講座で繰り返される、カウンセラーのひとことひとことが、自分はダメな存在であり何も出

来ない存在だと否定しているこの自分を、安心させ、肯定し、存在を認めてくれるのです。

自分はダメ人間という気持ちに凝り固まっている肩の凝りが少しほぐれたことが、今回のピ

アカウンセリング講座の成果です。 

 講座開催に当たって、リーダー、受講者の皆さん、講座を支えてくれた事務局、介助者の

みなさまに、心から感謝いたします。ありがとうございました。 

 

≪受講者のふりかえりシートから≫ 

 

Ｑ．講座を受けて、どんなことを学びましたか？→ 

Ａ．自分の気持ちに向き合うこと。他人とのかかわり方。自分自身を見せることの難しさ。 

Ａ．人間の本質、話の聞き方、パターン、コミュニケーションのとり方など 

 

Ｑ．リーダー、サブリーダーのどんなことばが印象に残っていますか？→ 

Ａ．すべての人に人間の本質があるのだということ。一人では生きていけない、 

Ａ．人は支えあって生きているということ。やりたいことをやっていいよ。 

Ａ．否定しない、そのままで良いなど 

 

Ｑ．今回の講座を、これからどんな生活場面で活かしたいと思っていますか？→ 

Ａ．人間関係で悩んだとき。 

Ａ．自分が落ち込んだり､周りの人が落ち込んだら､今回の内容を思い出したい。 

Ａ．人とのコミュニケーション 

 

Ｑ．場所と、設備について要望をお聞かせ下さい→ 

Ａ．研修場、宿泊場所、食堂など同じ施設内でこじんまりしていて移動が容易であると、講

座の終了時間も遅いので、余分な体力の消耗の対策にも、講座自体に集中できる環境を整え

る意味でも良いのではないかと思う。 

 

Ｑ．その他、ご意見、ご感想をお聞かせ下さい→ 

Ａ．これから、沢山の視覚障害者にも受講できるような体制ができればと期待したい。 

 

 

４４４４月月月月    おおおお花見会花見会花見会花見会のののの報告報告報告報告    
 

今年は暖冬で、満開期が当日の前の週だったため、お花見会では葉桜が目立ちました。そ

れでも、公園内ではシダレサクラがまだ咲いていたのでとても綺麗でした。 

今回は、その時のお花見会での様子を写した写真をご覧下さい。 

お花見会は、来年も行う予定ですので、是非ご参加下さい。 
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第第第第７７７７期期期期    ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか    事業計画表事業計画表事業計画表事業計画表    

 

2008.7.1-2009.6.30 

 

7月 8月 9月 

 
○第６期決算、事業報
告 
 
○第７期事業計画 

 
○２３日 
社団法人日本介護福
祉士養成施設協会平
成 20年度東北ブロッ
ク教員研修会シンポ
ジュウム参加（今川） 
 
○３０日－３１日 
ＩＬ－ism、青森、盛
岡ＣＩＬ職員レベル
アップ研修（今川、川
畑） 

 
○毎火曜日 
長期ＩＬＰ（２，９，１
６，３０）→今川、川畑 
参加費１講座 500 円＋調理材料

500 円 

 

 

10月 11月 12月 

 

○毎火曜日 

長期ＩＬＰ（７，１４，

２１，２８）→今川、

川畑 

○仙台研修（１，２，

３） 

 

○毎火曜日 

長期ＩＬＰ（４，１１，

１８，２５）→今川、

川畑 

○ツインバスケチー

ム「ドリームス」と交

流会（未定） 

 

○２１日 

クリスマス忘年会（職員、

スタッフ、利用者、ご家

族、正会員、賛助会員対

象） 

1月 2月 3月 

 
○新年会（職員、スタ
ッフ、利用者、ご家族、
正会員、賛助会員対象） 

 
○ＪＩＬ所長セミナ
ー 

 
○桃の節句会 

4月 5月 6月 

 
○２５日  
ピアカウンセリング公
開セミナー（リーダ
ー：未定） 
 
○１８ or １９ or ２
９日 
お花見会 

 
○高校生対象単発Ｉ
ＬＰ（５、６，７月の
月１回） 

 

○高校生対象単発ＩＬＰ

（月１回） 

○第３回バスは僕らにと

ってもスニーカー 

 

○ＪＩＬ総会 
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（（（（20202020....4.164.164.164.16----20202020....8.318.318.318.31）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか活動報告活動報告活動報告活動報告 

04040404 月月月月        １９ ＣＩＬ当事者研修➅ 

１６ 県保健福祉部障害福祉課、男女共同参画

センター訪問 

２０ もりおか障害者自立支援プラザ訪問 

ふれあいランド団体交流室訪問 

１７ 個別訪問 ２３ 個別ＩＬ 

１８ 重度訪問介護従業者養成研修③ 

個別ピアカン 

２４ ＣＩＬ当事者研修➆ 

２２ ＣＩＬ当事者研修➀ 25-27 長期ピアカウンセリング講座（後期）実施 

２３ 電話会議／テレビ岩手来訪 

ＧＭコーディネーター会議 

３０ 個別ＩＬ 

２５ 重度訪問介護従業者養成研修④ 07070707 月月月月     

２７ お花見会実施 ０１ ＣＩＬほっとらいふＩＬＰリーダー後期～４日 

２８ ＧＭコーディネーター会議 

介助者個別相談／個別ＩＬ 

０２ ＣＩＬ当事者研修➇ 

２９ 介助者個別相談 ０３ ふれあいランド団体交流室訪問／個別相談 

３０ テレビ岩手来訪／盛岡市障害福祉課訪問 ０４ 北日本医療福祉専門学校来訪 

05050505 月月月月  ０７ ＧＭ会議／個別ＩＬ 

０１ 県立大学社会福祉学部学生ボランティア

センター訪問／電話会議 

０８ ＧＭコーディネーター会議／個別相談 

ＣＩＬ当事者研修➈ 

０９ 重度訪問介護従業者養成研修⑤ＧＭ会議 ０９ 個別訪問 

１２ 点訳ボランティアあいあい来訪 １０ 北日本医療福祉専門学校来訪 

１３ テレビ岩手取材視聴覚情報センター訪問 １１ ＧＭコーディネーター会議／事務局会議 

１４ 女性センター、コンベンション協会訪問 １４ 個別訪問／個別ＩＬ／ＧＭコーディネーター会議 

１５ 県立盛岡養護学校都南校来訪 

介護リフトデモンストレーション 

１５ 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 

１６ 盛岡ＪＲ訪問／個別ＩＬ １６ 盛岡市障害福祉課訪問 

１７ ＤＰＩ日本会議事務局来県：２名 

ＤＰＩ岩手大会第２回実行委員会実施 

１７ 北日本医療福祉専門学校来訪 

１９ 夢ＩＴ工房来訪：２名／個別ＩＬ １８ 個別ＩＬ 

２０ ＣＩＬ当事者研修➁ ２２ Ｍｙ夢来訪 

21-23 長期ピアカウンセリング講座前期実施 ２３ 厚生労働省交渉参加：１名／電話会議 

２６ 岩手日報取材 ２４ ＤＰＩ岩手大会実行委員会統括会議 

ＤＰＩ東京来県２名／個別ＩＬ 

２７ ＣＩＬ当事者研修➂ ２８ 障害者地域生活支援事業連絡協議会参加：１名 

２９ 県立盛岡養護学校都南校来訪 ２９ ＣＩＬ当事者研修➉ 

３０ 利用者宅訪問 ３０ ＧＭ会議 

06060606 月月月月  ３１ 県立大学社会福祉学部学生来訪：１名 

０２ ＣＩＬほっとらいふＩＬＰリーダー（前

期）～５日／県ろうあ者相談員来訪 

08080808 月月月月  

０３ ＤＰＩ岩手大会第３回実行委員会実施 

ＣＩＬ当事者研修➃ 

０１ 個別訪問 

０４ 盛岡ハートネット例会参加 ０５ ＣＩＬ当事者研修⑪／長期ＩＬＰ企画会議 

０６ 個別相談 ０６ 身体障害者療護施設うぐいすの郷訪問 

０９ 岩手日報取材／夢ＩＴ工房来訪 ０８ ほのぼのホーム来訪：２名／事務局会議／You-ｍｅ

ゆいっこ来訪 

１０ 県立盛岡養護学校都南校来訪 

福祉作業所「You-Me ゆいっこ」来訪 

ＣＩＬ当事者研修➄ 

１１ 個別ＩＬ／ＧＭ会議 

１３ 東北北海道地区肢体不自由養護学校研究 １９ 

 
全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 
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協議会講演：２名／ＧＭ会議 ２２ 県立大学社会福祉学部学生来訪：１名 

14-15 ＤＰＩ日本会議全国集会ｉｎ岩手開催 ２３ 介護福祉士養成施設協会平成２０年度東北ブロック教

員研修会パネラー参加：１名 

１６ ＤＰＩ日本会議事務局来訪／個別ＩＬ ２２ 長期ＩＬＰ参加者募集ちらし広報 

１７ 全国障害者介護保障協議会電話会議１名 ２５ 個別ＩＬ 

１８ ＧＭ会議／個別相談 ２６ こころとお金の悩み解決シンポジウム参加：３名 

    

    

    

｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １１：００～１８：００（月～金） 

相談・お問い合せ→電話・電子メール＆手紙にて随時受付け致します。 

 

 第７期会員募集中 
当団体の趣旨をご理解いただき支援して 

いただける会員を募集しています。 

 

正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））    一口一口一口一口                ２２２２千円千円千円千円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                                無制限無制限無制限無制限    

振込先振込先振込先振込先                        盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店    

口座番号口座番号口座番号口座番号                                ０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２    

口座名口座名口座名口座名            「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか代表川代表川代表川代表川畑昌子畑昌子畑昌子畑昌子」」」」    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先                                川畑川畑川畑川畑、、、、今川今川今川今川    

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜介護保険訪問介護・障害者自立支援法障害福祉サービス介護給付については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか        

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

０２０－０８６３ 岩手県盛岡市南仙北２丁目２７－１ 鈴木ビル１階２号室     

電話０５０-１３８２-０１３１／ＦＡＸ０１９－６３６－０１３４ 夜間は転送でお受け致します    

編集後記  

お待たせ致しました。ようやく会報が完成しました。 

お盆が過ぎればもうすっかり秋の天気ですね。朝晩と日中の気温の差が激しくなって

いくので、みなさん風邪などには気をつけて下さい（今） 

事務所所在地 

「川久保」バス停より徒歩５分 

「北川久保」バス停より徒歩３分 

♪ 自立生活プログラムの実施 

地域での生活を希望する障害者が、当事者

同士で、社会生活のノウハウを伝え合う講

座。長期講座､集中講座､個別講座開催。 

 

♪ ピア･カウンセリングの実施 

ピア（同じ背景を持つ仲間）同士が交互に

カウンセラーとクライアントになって、話

しを「聞き合う」、非専門的なカウンセリン

グ講座。集中講座､個別講座開催。 

 

♪ 有料介助サービスの実施 

日常生活に介助を必要とする方に対し､有

料でヘルパーを派遣し、身体介護。家事援

助。外出介助。必要な介助を提供。 

 

♪ 情報提供 

障害者が地域で生活していくために役立つ

情報を提供する活動。 

 

♪ 権利擁護活動 

地域で生活する障害者の権利を守る活動。 

 

♪ 講演活動 

重度障害者の地域生活を広く伝える活動。 


