
 

昭和５１年９月２０日 第三種郵便物承認                   毎月１回１０日発行 領価１部１５０円（会費には購読料が含まれています） 

No.547 

 

 

 

 

 

 

 

        ●発行人 社会福祉法人あさみどりの会 

      〒464-0027 名古屋市千種区新池町 1-18-2  TEL:(052)782-2233  FAX:(052)782-3513 

        （ホームページ）   あさみどりの会        （メール）asamidori@asamidori.net 

 

【べにしだの家２５周年特集】 

べにしだの家をなぜ作ったのか 

 べにしだの家 初代所長  島﨑 春樹 

 

 私はべにしだの家を開設して一年後の療育援助に、「作ったことははたして良かったかどうか、入所施

設作ったら親たちが努力しなくなるのではないか（失礼）とか、街の人が無関心になってしまうのではな

いか、私共職員を含めて関係者が措置費という制度に甘えて安住するようになってしまいはしないか…

…。また私たちが、施設社会事業を熱心にやればやるほど、障害者を社会から引き離し、むしろ差別を助

長することになりはしないかなどと思ってしまうのです」と記述しています。勿論そうならないよう努力

してきたつもりですが……。 

名古屋市からの要請に応えて「べにしだの家」を作ることにした時、「島﨑さんは言っていることとや

っていることが違うじゃないか」と言われました。 

 

 

この子らを世の光にと願い 援け合うこころを育む 

心身に障害のある人とのかかわりを通してボランティアの心を育み すべての人々が共に良い人生を送れる社会づくりをおこなう ２０２０（令和２）年 9 月１０日発行 
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 私は名古屋市に来る前の６年間(1962～1967)、岐阜県で児童養護施設の指導員をやっていて、多人数の

集団生活ではどんなに工夫しても、個々人にとって人間的な生活を創り出すことは不可能であることを

経験していました。 

 昭和４３年（1968年）、名古屋に来て出会ったあさみどりの会の伊藤方文先生も、滋賀の池田太郎先生

や長崎の近藤原理先生の考え方にも共感し、瀬戸の江尻さんのはちのす寮も応援していて、ちょうどこの

年開設された愛知県コロニーも「本当は私（伊藤）も反対してきたのに」とつぶやいておられました。私

もその考え方に共感し、その後共に地域福祉運動を展開していくことに繋がっていきました。 

 従ってその時から数えるとおよそ３０年近く、「入所施設を作ってはいけない」発言をしてきた私が、

入所更生施設「べにしだの家」を作ったわけですから「違うんではないか」の声も当然のことでした。 

 ではなぜ作ったのか、べにしだの家の構想に入る１０年ほど前、全くわが法人での実現を前提としてい

ない他人事としてではありましたが「もし私が作るとしたら」と仮説を立ててみる機会がありました。 

 県下の自閉症児（者）の親たちの強い要望に応えて、県議会で「自閉症施設」を設置することが決まっ

たのです。そこでどういう施設を作ったら良いのかを検討する「自閉症施設研究調査会議」が持たれまし

た。その委員に施設側代表として当時の愛護協会会長の舟橋先生となぜか私の二人が呼ばれたのです。会

議の班長は石井高明先生（医師）で、自閉症協会会長の塚崎映子さん、県からは課長の他各相談所長とい

う顔ぶれです。会議は昭和５８年６月から１０月まで、三重県の「あすなろ学園」と「あさけ学園」の見

学をはさんで６回開催されました。 

 私は施設側代表ですから、どういう施設にしたら良いのか提案しなければならない立場です。 

 県から出された方針は「問題行動のある自閉症者を３年間療育し、改善して地域（自宅）へ戻す」とい

う、有目的、有期限の施設を作りたいというものだったのです。“３年では無理でしょ”と内心思ったこ

とを覚えています。愛知県は当時まだ財政にゆとりのある時代ですから広大な敷地であることを前提に

考えました。 

 そこでもし「私が作るとしたら」として考えたことを、その２０年後に全国自閉症者施設協議会が発行

している機関誌「全自者協ニュース」の平成１６年１０月号の巻頭に寄稿を依頼されて書いたものが出て

きましたので、その中からどんな構想をしたかその要旨を紹介します。 
 

もし自閉症者入所施設を作るなら 

 私は自閉症者だけの施設を作ることに抵抗を感じていましたし、当時三重県あすなろ学園の十亀先生

も「全員自閉症だとグロティスクになるから６０％位がいい」と言っておられたことと、イギリスの「自

閉症を生きる人は文化が違うのだから別の方が良い」という考え方も意識していました。 

「もし私が作るなら」の施設構想 

 ６０人定員の施設を想定して、３０人の生活棟を同じ敷地内に適当な距離をおいて二箇所作る。一棟

は全員自閉症とし、一棟は非自閉症者とする。日中活動や昼食、行事などは合同で行う。設置目的はあ

くまでも療育（リハビリテーション）施設で、３年・５年・最高１０年の単位で地域へもどす目的で設置

するので、濃厚な個別支援が必要であり、職員配置は基準の 1.5～２倍くらいは必要である。 

建物と使用内容 

①生活棟 １０人のユニットを３つ作る（男性２：女性１）、居室は個室とし、ユニット毎に浴室、トイ

レはもちろん、広めのダイニングキッチンを作り、朝・夕食のための厨房も設備する。 

②作業棟 敷地の内外に農場も含め数カ所設置し、利用者のそれぞれの適性に応じて混合利用する（私

は当時通所授産施設を始めて２年目、自閉症の人が作業を通して日に日に安定していく姿を見ていたか
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ら、社会復帰を考えても「作業」の充実は必須である）。 

③食堂棟 敷地の出入り口に近い場所（街に近い場所）にやや大型のレストラン風に作り、昼食は施設

利用者も外来者も自由に利用出来るようにする。 

④本館・研究・研修棟（事務室、相談室、診療室、研究室、研修室） 県下の自閉症センター的役割を担

うため、医学部のある大学、社会福祉学部のある大学と提携して、個別療育プログラムの作成や療育プ

ロセスのデータ分析などを行い、幼児期、学齢期の育てへフィードバックしていくと共に、外来の診療・

相談に応じる。 

 研修棟には宿泊施設も設け、常時大学の実習生・研究生などが滞在出来るようにする。職員研修は施

設内はもとより、外部の施設職員、学校教師、保育士などの研修も引き受けられるよう職員配置も考え

る。などの提案をした記憶があります。 
 

結果は！問題行動のある自閉症者を入所させ、福祉、医療、心理、教育などの専門家の知恵を結集して、

個別化を重視した手厚い療育を行い、問題を改善して順次地域へ戻すという、「卒業のある施設」を実現

するには、初期投資も開設後の経営費も通常の２～３倍位はかかるので、理想のリハビリテーション施設

構想は、会議をやっただけで夢と消え、結局は行政主導で普通の入所更生施設を作り、自閉症者を入所さ

せ、県議会に報告して終わり。となりました。 

そんなことがあったことも忘れていた１０年後、名古屋市からニーズが高いからというので入所施設

を作って貰いたいという話が来ました。グループホームも制度化されて４年目、欧米諸国の流れから見て

も「入所施設を作る時代ではない」と思っていたので、一度は断ったのですが、地元の中村区の親たちか

ら授産施設を私に作ってほしいという強い要望もあり、併設でならと心が動いたのは、入所を希望してい

る人に自閉症者が多いこともあり、１０年前リハビリテーション施設として画いた構想が浮かんできて

「問題行動のある人を改善し、重度者の潜在能力を発揮させて、社会に送り出す目的の施設」は必要なの

ではないかと考えたのです。 

 リハビリテーションと言えば、その時わらび福祉園で「どの人も地域で暮らせる人にするために」ナイ

トケアから生活実習を経てグループホームへの１０年の実践を積み重ねて、第一号のグループホームを

開設したばかりでした。ただこの取り組みは財政的裏付けのない中、職員の過重勤務と保護者の多額の負

担で何とか成り立っていたので、この実践を行うとすれば入所更生施設の手厚い措置費は魅力的でした。 

 １０年前他人事として画いた夢と、わらび福祉園で親と共に取り組んださまざまな試みを盛り込んだ、

「べにしだの家構想」は、平成７年(1995 年)の開設の年から逆上ると１４年前に芽生えていたとも言え

ます。 

 現実は想像以上に強い問題行動の人や最重度の人を多く受け入れても、１４年前に夢に画いたように

職員を 1.5～２倍配置して貰えるわけではありませんので、“吉田とき江さんの遺したもの”（１５ペー

ジ）に記述したように、職員の長時間勤務と母親の泊りも含めた多くの当番参加、それに初期はボランテ

ィアも多く入っていただき、総力をあげての「自立援助」の取り組みで、１０年を経て当初の目的をある

程度クリアーし、そのための受け皿としてグループホームの整備も進めてきて、リハビリテーション施設

としての役割は終わったと考えています。 

 最初にべにしだの家を作った時から、目的を達成した折の入所更生施設閉鎖は考えていましたので、グ

ループホームへの切り替えは制度上のことでクリアーしなければならないハードルはあるようですが、

いまその時がきたと考えています。 

 これからの２５年がどういう時代を刻んでいくことになるのか、このコロナ禍もあって見通しが立た
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ない感もあります。しかしこんな時だからこそさらに早期発見、早期療育を充実させ、育ち盛りの学校教

育で自立して生きる力を身につける教育をしっかりしていただき、強度行動障害などの二次的障害を予

防し、成人になってから今ほどコストをかけないでも生活できるよう、障害のある人の個々の人生を見通

しての支援計画が機能するようなしくみが出来て、べにしだの家が２０歳を過ぎた人たちの人生時間を

幼児期・学齢期に戻しての育て直しに使ったような、膨大な時間とエネルギーを必要としない時代が来る

ことを希っています。 

 

 

「べにしだの家開設２５周年に感謝しつつ」 
～これからのライフステージに向けて～ 

べにしだの家 所長  追分 伸夫 
 

おかげさまで一つの区切りを迎えました 

このたび９月をもちまして、

べにしだの家は開設から２５周

年という節目を迎えることがで

きました。「四半世紀」という表

現にもなりますが、一つの「時

代」の区切りとしてこれまで重

ねてきた歳月に大きな感慨を覚

えます。開設の話が持ち上がっ

た平成３年から数えれば約３０

年という長きに亘り、数えきれ

ないほど多くの関係者の皆様か

らの熱い想いと多大なるご支

援、ご協力を賜りましたことに

改めて深く感謝申し上げます。 

開設にあたってはそれまでの入所型施設の概念を根底から覆し、どんなに障害が重くても地域の中で

その人らしく暮らしていくことを目指して一定期間活用していく資源という位置づけを明確に謳い、そ

の目的に向かって利用者、家族、職員相互の一体的な共働関係を維持しながら取り組んできました。その

成果は、平成１０年９月に開設した第一号を含めてこれまで本体施設の近隣地域に５軒、千種区内に２軒

の計７軒になったグループホームの運営に現れています。現在、地域の中で生活している利用者の皆さん

は３７名を数え、入所支援の利用者数２６名をはるかに超える数となりました。 

 

憩いのひと時から 

「乾杯～～！」。ある金曜日の昼下がり、事務所奥の第２作業室から聞こえてきた大歓声。何事かと思

いのぞいてみると、つかの間の休憩タイムに皆コーヒーを楽しんでいます。輪の中心にいたのは車椅子に
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乗っているＡさん。コーヒーが大好きなＡさんはアルツハイマー型認知症の診断を受けてから４年近く

になります。かつては一般就労の経験もあり、べにしだでも作業活動は熱心に取り組まれていましたが、

今年に入った頃から急速に症状が進行し、現在日中はほぼ車椅子上の生活を余儀なくされるようになり

ました。ＡＤＬ機能の全般的な低下は、ご本人にとっても支援者にとってもそれまでは当たり前だった日

常生活の些細な場面に様々な変化をもたらします。職員はリスクへの対応を念頭に置きながら、Ａさんが

目を輝かせて気持ちが前向きになれるようなかかわりを日々試行錯誤しています。食事の場面でむせる

ことが増えてきた結果、嚥下機能を補助するために食事の形態を普通食からソフト食やとろみ付きの刻

み食に変更し、飲み物にもとろみを付けて提供しているＡさんですが、この「コーヒーパーティー」では

とろみなしで力強く美味しそうに本来のコーヒーの味を楽しまれたようです。好きな物事への意識や興

味を維持していくためのアプローチを工夫し、生活意欲の片鱗を引き出せた時の心地良さ。加齢に伴う状

況変化への対応のみならず、ご本人の内面の活性化が本当の意味での老化対策に繋がるということを、Ａ

さんの支援を通して学ばせていただいています。そして、このような場面がいずれは利用者の暮らしの多

くを占めていくことになっていきます。 

 

顕在化していく多様な支援 

開設２０周年の折りに刊行した記念誌、「縁をつないで べにしだの２０年」の拙文の中で、「まだまだ

全体的には高齢者の姿をイメージできないが、将来を考えれば当然のことながら高齢期～終末期に至る、

いわば人生のラストステージに向けた支援のあり方を考えていかなければならない。」と記しました。そ

れからここまでの５年という時間を振り返ると、平成２８年１１月に当時最高齢だった男性利用者Ｂさ

んがグループホーム利用中に救急搬送され、医療機関に入院の後、最後はナーシングホームに移行して令

和元年８月に亡くなられたという出来事がありました。入院後気管切開の処置がされ、応答ができない状

態のまま、最期まで彼の本当の思いの丈を窺い知ることは困難でしたが、日を置くことなく職員が代わる

代わる面会に出向いては声をかけ、頬に触れ、好きな音楽を流し、装飾物や写真を飾り、励まし続けまし

た。反応らしき様子が見られたり見られなかったりすることに一喜一憂しながら、べにしだから身体は離

れていても、彼に心を寄せて安らかな時間を共有しようとする職員たちの熱い思いを知ることができま

した。平成２８年度は、他にも前述のＡさんを含めて３名の方にアルツハイマー型認知症の確定診断がさ

れた件、帰省中に重責発作のため入院し、長期臥床の影響によりその後の介護度が増した件といった「高

齢・医療・介護」に係る出来事が集中した年でした。 

法人の運営方針の一つに「幼児期から高齢期までライフサイクルに応じた一貫した支援を行う」という

ことが掲げられています。Ｂさんとの別れに至るまでのプロセスや、これまでに経験のないＡさんの日々

の姿に今まさに丁寧にかかわっていることの積み重ねが、いずれここに通じていくことになります。開設

当時多くを占めていた１０～２０代の皆さんも齢を重ね、９月１日現在で各所の平均年齢は生活介護

43.7 歳、入所支援 47.3 歳、グループホーム 42.6 歳となりました。最年少１８歳、最高齢７５歳という

幅広い年齢構成の中で、かつて一様に活気に満ちていた利用者の状態像はより多様に、支援内容はより複

雑且つ濃密になってきています。高齢化を見据えた「これまで」と「これから」は、実は２０周年以前か

ら頭の片隅にこびりついていた課題です。活気に満ちた若年層、加齢に伴って医療や介護に比重が移りつ

つある高齢層、その狭間の中間層という状態像による区分けが時間の経過と共に顕在化していくことに

なるという、当初は漠然としていた予測が、日常の中で不可欠となったＡさんの支援を通して、どの職員

にもより鮮明に認識されるようになってきました。ライフサイクルに応じた支援を標榜している以上、
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「子どもは大人になり、いずれ老人になる」という、これまた当たり前の行く末が幸せなものであるため

にどう支えていくのか、そこには支援者側の都合や思惑ではなく、その人にとってどうなのか可能な限り

個別化を図っていく視点が求められます。 

 

これからのべにしだの家は 

「地域で暮らしていくことを目指す宿泊訓練体験型の入所施設」の歩みの中で、平成１０年から２５年

までの１５年間に、父親有志の「自立をすすめる会」の強力なバックアップにより、基盤整備のために多

額の積立資金の支援もいただきながら街中に７軒のグループホームを整備することができました。当初

の計画では入所利用者３０名の内、５年ごとに１０名ずつを送り出し、いずれは入所施設を閉じるという

構想もあったようですが、現在２６名の方が利用しています。いわば、当初の目的を果たせていない方々

が２６名おられるということになります。加えて今後はさらに加齢が進み、心身共に必然的に高齢者対応

が求められていきます。中期的な見通しの中には、現状の生活環境が適切かという課題もより鮮明にな

り、一定の介護や医療的な支援を日常的に行っていくには現在の居室環境は相当手狭になります。少しで

もゆとりのあるプライベートスペースを確保するには居室面積を拡張する必要がありますが、入所支援

の最低定員３０名で設定しているため、居室を拡張すると定員数を割り込むことになり、入所支援サービ

スの継続が制度上不可能になります。 

このように、べにしだ開設時のコンセプト（地域移行）とこれからの適切な生活環境及び何より将来に

亘る利用者本位の生活（高齢期の豊かな暮らし）を担保していくうえで導き出したのが「入所施設のグル

ープホーム転用」の構想です。現在の入所エリアの居室面積にゆとりを持たせて１０名ずつ２か所のグル

ープホームを設け、必要に応じて移動支援等外部サービスも盛り込み、将来に向けて豊かな暮らしを支え

ていく基盤を整えたいと考えています。行政との協議も交えながら様々な条件をクリアする必要があり、

現時点で具体的な実現時期は不明ですが、利用者のこれからの暮らしを念頭に置いてなるべく早期に叶

えていきたいと考えています。 

また、平成２２年度に現在の体系に移行した時点で本体の「従たる事業所」として位置付け、一体的に

運営してきた「あらくさ作業室」も中期的なプランとして本体施設から離れ、日中活動の１事業所として

独立を目指しています。令和元年１２月に作業室のあるビルのオーナー、小縣氏のご厚意により大規模な

改修工事を行い、特徴的な製パン事業をさらに充実して取り組める環境が整えられました。誠に残念なが

ら、今般の新型コロナ感染状況の影響で足踏み状態を余儀なくされていますが、本体施設より若い世代の

利用者集団ですので、新規の活動が軌道に乗れば、小さいながらもアットホームな雰囲気で作業室界隈の

コミュニティーの核になりうるという期待も膨らんでいます。 

  

引き続き温かなご支援をお願いいたします！ 

２５年前の開設時、新たな環境とそれぞれの将来に、利用者も家族も職員も、希望と不安に胸を膨らま

せてべにしだの家に歩み入りました。その時その時の「今」に膨大なエネルギーを注ぎ、精一杯取り組み

ながら２５年という時間を重ねて「これまで」を築いてこられたすべての関係者の想いに、心から敬意を

表します。そして、年齢が若返ることは決してありませんが、利用者一人一人の「これから」に丁寧なま

なざしを向けながら、べにしだならではの支援のあり方を追求していく面白味を感じ取っていきたいも

のです。 

「歩み入るものに安らぎを 去りゆくものにしあわせを」。開設時からのべにしだのキャッチフレーズ 
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です。これまでの歴史の中で、歩み入った人と同様に多くの人が去っていかれました。利用者や家族、職

員それぞれに捉え方は様々でしょうが、時間の長短にかかわらず印象深いひと時を過ごせた、また、過ご

しているという感覚は共通しているのではないで

しょうか。べにしだにかかわったすべての人に「安

らぎ」と「しあわせ」を感じ続けていただけるよ

う、私もまたべにしだにご縁をいただいた一人と

して、これからも寄り添い続けていきたいと思い

ます。 

べにしだの歴史は止むことなく「これから」へ

繋がっていきます。どう繋いでいくのか、私たち

職員一人一人の正念場でもあります。引き続き、

皆様方の温かいご支援、ご指導をよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

べにしだの家２５周年に当たって 

べにしだの家 自立をすすめる会会長 

椿 泰廣 
 

今日は７月２４日。４連休の二日目である。そろそろ追分所長から依頼を受けた「べにしだの家２５周

年」の記念投稿に取り掛かろうと、重い腰を上げた。それにしても２３日の愛知県の新規感染者数が今年

最多の９７人、うち名古屋市が６２人と聞いてはステイホームしか無く、自然に新聞に目が行く。第１面

には、ＡＬＳに苦しむ女性の医者による嘱託殺人、第２面にはダウン症など染色体異常の出生前検査によ

る中絶など、只でさえコロナ禍で塞いでいる気持ちが益々重くなる。 

前者は本人が病気の苦しさから死を懇願しての事件であり、小生に口を挟む資格はないが、後者に対し

ては個人的に、社会的エゴの最たるものと考えている。 

ＡＬＳと聞くと、小学校、中学校と唯一無二の親友だったＡ君を思い出す。彼は岡山大学で岩石学を専

攻し、南極の地質調査隊にも加わった秀才である。世界中の志を同じくする科学者とも懇意にし、奥様を

ドライバー兼カメラマンとして同伴し、アメリカの地質調査に出向いた時の記録も、最近、奥様から送っ

て頂いた。彼がＡＬＳに冒されたのは、その旅行のあと間もなくとのことで、徐々に病状が進行する中で

も、Ａ君とのメール交換は趣味のオーディオ談義など音楽の話題を中心に３、４年前までは続いていた

が、やがて途切れ、一昨年５月、亡くなったことを知らされた。 

 

さて、話を戻して、新聞は事実を伝えるのが仕事であるから、こうした記事が並んで出てくるのは致し

方ないが、どちらの事件も（後者は事件ではないが…）決して腑に落ちることはない。そこから逃げるわ

けではないが、こうして筆を持ったからには、今となってはしっかり腑に落ちている、べにしだの家の 
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２５年とこれからのべにしだの家に期待することを、一父親として、また自立をすすめる会の会長として

綴ってみたい。 

なお、これから綴る内容のかなりの部分は、べにしだの家２０周年記念誌「べにしだのアルバム」と重

複することをお許し願いたい。 

 

１． べにしだの会の始まり 

べにしだの会は平成５年、べにしだの家の建設を目的として、島﨑春樹前理事長（当時専務理事-わら

び福祉園園長）の呼びかけの下，有志の父親４４人が集まり結成された（途中４人退会）。父親の構成は、

べにしだの家が中村区に建設されることになっていたこともあり、中村区の小規模作業所のメンバーが

約半数、次いで、さわらび園の卒園児保護者、中川区の保護者有志という構成であった。平成７年にべに

しだの家が完成するまでの２年間に勉強会が１３回開催され、さわらび園の元祖父親の会を見習って飲

み会と勉強会をセットに、島﨑前理事長からべにしだの家の理念、障害児・者の幸せと自立援助、福祉に

係る行政の変化などが繰り返し具体的に説明されてきた。当時、示された理念は次のようなものであっ

た。 

 

 

 

 

 

この理念は今も不変であるが、その当時の父親の心を大きく揺さぶった。そのことは、平成１１年、さ

わらび園の当時の園長、島﨑左世先生からの要請で、岐阜県のみやこ授産所で「父親の会」について話す

機会があり、その内容充実のために父親たちに取らせて頂いた「べにしだの家への期待」についてのアン

ケート結果にもはっきりと表れていた。 

 

「ゼロから実践が始まる。様々な問題を一つ一つ解決する実践の場でかかわっていく」 

「自分の意識改革を図り勉強して自分の役割を見つけたい」 

「今までにない施設を作り、各々が仲間意識をもって、その中に自分の子供を位置付ける」 

「個人では限界があるが、べにしだの家では新しい世界が広がることを期待。皆との団結に協力」 

「保護者と職員の一体化により子供の能力を引き出すと共に、楽しい生活が送れるよう努力」 

「自分にとっても人生を問える場所にしたい」 

 

 これらの父親たちの熱い思いは、みやこ授産所に集まってこられた親御さんに「父親の意識改革」とし

て強いインパクトを与えたことが、後刻、送られてきた多くの感想文から読み取れた。 

 

 さて、こうした熱い思いは、文字通り父親たちを一つにし、べにしだの家建設で名古屋市を動かすに必

要な自己資金を用意するために、一人当たり 100万円規模の資金作りも行ってきた。結果的には入・通所

希望者全員が措置となったが、当時は「５年間の入・通所有期限契約」、さらに「我が子の入・通所の保

証を求めない施設建設への寄付金」と言う条件もついていることを知った上での決断であった。 

(作業）一人ひとりが作業を通じて他者から認められ，自己の存在感と生きがいを感じて、充実し

た人生を送れるよう支援する。 

(生活）一人ひとりの精神的自立と身辺処理能力の向上を図り、最小限度の援助を受けながら、地

域で自立生活を送れるようにする。 

(余暇）一人ひとりの経験の幅を広げ、精神生活を豊かにするための活動を行う。 
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２． 父親の会の試練と自立をすすめる会への脱皮 

 親にとって、施設の人間の尊厳を

第一に置いた運営と実証は何より

も心強く、親としてできることを精

一杯やっていこうという気持ちが

自然に出てきて、このまま順風満帆

と行くはずであったが、べにしだの

家の理念を実現する具体的な実践

として行ってきた「土日の入所者帰

宅」、「入所者の好みに合った調度品

持込み」、「親、ボランティア、職員

の連携による調理、清掃等のサービ

ス活動」、「自主的な貯蓄」等に対し

て、一人の父親が真っ向から反対

し、すべて取りやめさせるよう名古屋市に直訴した。その結果、べにしだの家は当局の強い指導を受ける

こととなり、べにしだの家の理念は最大の危機に見舞われた。特に施設に預けていた親の自主的な貯金

（個人名義の別々の通帳）は、施設が強制的に集めたものと見なされ、全額を個人に返すよう、市からの

強い指導があった。 

このままではべにしだの家の理念がなし崩し的に抹殺されてしまうという危機感が、単なる保護者会

としての父親の会から、個人の自由意志による「自立をすすめる会」へ脱皮する大きな原動力となった。 

自立をすすめる会の会議は、令和元年度末で、５１回目となり、この継続性が「子供たちのためにお金

を貯める」という地道な活動を裏支えし、文字通り突然のグループホーム物件の取得に功を奏してきた。 

 

３． 今後のこと 

 自立をすすめる会の父親の平均年齢は、正確性に欠けるが、ここ１０年来、自分の歳と同じと認識して

おり、世の中では「後期高齢者」のレッテルを貼られる領域に差し掛かってきている。ここまでくると正

直、子供のことより自分のお守りで精一杯であることを認めざるを得ない。親としては最期まで子供を見

たいという気持ちもあるが、実際には子供は十分親離れしており、親の希望通りにはならないことも、平

成１９年の尾道市因島にある「因島であいの家」見学を通して学習したことが思い出される。 

 自立をすすめる会も、今ではべにしだの家の新たなステージへの取り組みの説明受けや懇親、お互いの

健康の確認の場となったが、今年は冒頭にも触れたように、コロナ禍のせいで開けず、文書による現況報

告を頂いたところである。べにしだの家も今後３～５年を目途に、利用者の暮らしのＱＯＬ向上のため、

生活棟の入所を廃止し、ホーム化を進めるが、いくつも課題が残っていると聞く。高齢者集団の自立をす

すめる会ではできることも限られるが、「いざとなれば・・・」の気概はいまだ残しているので期待して

ほしい。 

コロナ禍の一日も早い終息を望みたいが、世界も日本も感染者増加の勢いはとどまるところを知らず、

いつ自分の身や自立をすすめる会のメンバーに災難が降り掛かるかも知れない。少なくとも今年いっぱ

いは隠遁生活に甘んじ、万が一の要請に応えたい。 
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たくさんの出会いに感謝して 

べにしだの家 主任  秋吉 美果 
 

べにしだの家との出会い 

私がべにしだの家に初めて訪れたのは、２５年前のちょうど今くらいの時期でした。 

沖縄好きだった私は自分たちで沖縄ツアーを企画し、そのツアーに参加した友人からべにしだの家の

ことを聞きました。その頃の私は、２年半ほど勤めた公立の保育園を退職したばかりで、パン屋でアルバ

イトをしていました。「ちょっと遊びに来ない？」と誘ってもらい「ちょっと覗かせてもらうわ」と気楽

に見学させてもらいました。 

 島﨑春樹さん（初代所長）の案内で、玄関から事務所、食堂、クリーニング室や作業室、一つ一つ丁寧

に案内していただいたことを覚えています。２階の生活スペースにはスタッフと一緒に過ごす利用者さ

んの姿もありました。利用人数を半分にして宿泊を始めること、スタッフも複数配置し、家族の方にはサ

ポーターとして手伝ってもらう予定であることや、ボランティア募集も考えていることを知りました。施

設の立ち上げなんだからさぞかし大変だろうなと思いましたが、島﨑さんが満面の笑顔で楽しそうに話

されたので、「またここに来てもいいですか？」と言ってしまい、宿泊ボランティア（べにボラ）第一号

としてべにしだの家にかかわらせてもらうことになりました。 

 私にとって、べにしだの家との出会いは島﨑春樹さんとの出会いでもあり、私の人生の大きな転機とな

りました。誘って下さった友人に感謝しています。 

 

利用者さん、職員、家族との出会い 

宿泊バイトとして毎週月曜日に生活棟（当時は女子棟）に泊まっていた頃、週に一回の泊まりでしたが、

いろいろなことが起こりました。 

食事中にはスプーンやコップが飛んでくる、就寝時にはなかなか寝付けない利用者さんがやっと眠っ

たかと思えば別の方が起きてくる、朝は朝でトイレがつまったり、洗濯物の多さに途方に暮れたり、職員

さんは対応に追われ、バタバタと大忙しでした。そんな中、お母さんたちが当番制でサポートに入って下

さっていました。食事の配膳や介助、朝食づくりや掃除とこちらも結構大変だったかと思います。あるお

母さんが「やっと終わったぁ！」と言いながら、リビングに座る。もう一人のお母さんが差し入れを持っ

て来て下さる。そこから夜の団欒が始まります。自身のお子さんのことだけではなく、旦那さんとの出会

いとか若かりし頃の話など、話は尽きません。宿泊ボランティアである私は、比較的たっぷりと母たちと

の団欒の中に居られた気がします。 

年末年始のお休みに入る前くらいに、吉田とき江さん（当時副所長、後二代目所長・故人）からお手紙

をいただきました。 

「職員の新年会をするから石谷（旧姓）さんもどうぞいらしてください」との内容でした。私も行って

いいんだぁと思い参加させてもらいました。そして、年が明けて１月から職員の仲間入りをさせてもらう

ことになったのです。 

 出勤初日のこともよーく覚えています。初めて出会う利用者さんが多く、戸惑っていた私でしたが、作

業後にある職員さんから「誰か気になる方いる？」と聞かれ、「Ｔ子さん」と答えたら、ニコニコしなが
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ら「おーおー！！」と驚かれました（なぜ驚かれたのかはその後身をもって経験することになったので

す）。その日の翌日からＴ子さんと一緒に過ごすことになりました。毎日昼食の際にはヤカンを投げる、

園庭の塀に頭突きをする、突然泣き出したかと思ったら笑い、たまには私も叩かれたり・・・・どうして？

の繰り返しでした。作業後には吉田とき江さんをはじめ、他の職員さんとも話し合い、明日はこうやって

みようとか、次はこうしようとか、一人の利用者さんとじっくりかかわれたこの時期があったからこそ

「知り合うこと」の大切さを知り、利用者さんから色々なことを学ぶことができたのと思います。 

 毎月ある「保護者会（家族会）」、年に何回かある「自立をすすめる会」や「きょうだい会」「母親懇親

会」などでは、家族の方と話す機会も多くありました。私は、会の後段で開かれる飲み会の方が楽しみで、

父や母、きょうだいの方たちとわいわいと飲んで食べて、時には音楽もやったりしながら、夜遅くまで話

したものでした。 

  

地域の方との出会い（街のクリーニング屋さん・地域で暮らす） 

べにしだの職員になって１年が過ぎた頃だったでしょうか、島﨑所長からクリーニング業務をお願い

できないかとの話がありました。私と同年齢の男性職員がクリーニング師の資格を取ろうとしていると

ころで、近隣でクリーニング屋をなさっていた綱木さんが毎日来てくださっていました。私自身クリーニ

ングや接客、営業は経験がなく不安ではありましたが、街のクリーニング屋さんを目指して「利用者さん

のお仕事を見つけてくる！売上を上げて利用者さんの工賃を上げる！地域のお客さんに来てもらう！」

と目標を持って仕事ができたのも綱木さんのおかげです。アイロンがけや染み抜きを教えてもらい、クリ

ーニング組合の集まりにも連れて行っていただきました。べにしだ祭では工場見学会を企画したり、利用

者さん作成の割引チケット販売、ＤＭ作りをしたり、思いついたことは何でも「いいね！」と賛同して下

さり、心強かったです。長年べにしだのクリーニングを支えて下さった綱木さんに感謝しています。 

利用者さんの仕事も増え、機械を使って流れ作業をする方、納品に行く方、「いらっしゃいませ」「あり

がとうございました」と受付窓口担当の方、職員も含めて役割分担して仕事をしていました。土曜日出勤

や残業がある日もありました。 

べにしだの家がクリーニング屋さんを開いていることで、べにしだの家の中だけでなく、外に出て地域

の方と顔見知りになり、少しずつ繋がりができていったように思います。 

 

自分との出会い（グループホームでの暮らし） 

クリーニング屋さんを１０年間させてもらい、次は吉田とき江さんからグループホームの世話人をや

らないかとの話がありました。 

べにしだの家が開所して３年目の９月に第一号のグループホーム「ながおさホーム」が開設されまし

た。その「ながおさホーム」の三代目世話人として４人の利用者さんとの暮らしが始まりました。今まで

の仕事内容とは違い、４人の利用者さんと私だけ、しかも夜間支援。「おかえり」と迎え「いってらっし

ゃい」と送り出す毎日の繰り返しでした。「支援」というよりは「生活」で夕ご飯の献立を考えたり買い

物に行ったりとのんびりしたものでした。４人の利用者さんともゆっくりとかかわることができ、充実し

た２年半だったと思います。 

その後、べにしだのグループホーム（べにしだ共同生活援助事業所）は軒数も増え、地域で暮らす利用

者の数も増えていきました。1998年９月に１軒４名から始まったグループホームは 2020年８月現在７軒

３７名になりました。 
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感謝と共にこれからも 

この２２年間で制度も何回か変わり、べにしだの家の「地域移行」は一歩一歩進んでいく一方で職員の

勤務形態のことや、世話人のなり手不足に悩んだこともありました。 

６年前、グループホーム利用者最高齢のＢさんが医療機関に入院し、大きな手術をするということがあ

りました。手術後はリハビリも頑張ったのですが車椅子での生活になり、それまで暮らしていたホー

ムでは暮らせなくなりました。介護施設やべにしだの家入所への移行も考えていたその時、Ｂさんが

「家がええ」とはっきり言われました。Ｂさんの実家のことかと思い「お家に帰りたいの？」と聞いたら、

「ホームがええ」と目を輝かせて言われました。Ｂさんにとって「家」とは「ホーム」のことだったので

す。これを聞いて私はあらためてホームの存在意義を感じました。ちょうどその年にエレベーター設備が

ある「いなばじホーム」ができ、Ｂさんはホームでの暮らしを続けることができました。 

べにしだの家は開所した時から、一度入ったら二度と出られない「収容施設」ではなく「地域移行」を

めざす「通過施設」としての役割を明確にしてきました。２５年経った今でもそれは変わっていません。 

昨年度より、べにしだの家の生活棟をグループホームにするという計画をたてはじめています。利用者

さんも家族も職員も２５年の歳を重ねているわけで、高齢化・重度化という新たな課題はあります。現在

の制度の中での課題もあります。しかし、２５年前にも描いていた夢に一歩近づいた気がしています。一

人一人の利用者さんにとって、べにしだの家での暮らしが「幸せな暮らし」になるように、「地域の中で

その人らしく暮らす」ために、今何ができるのかを考え、動いていきたいと思います。 

 べにしだの家に出会ってからの２５年間を振り返ってみると、たくさんの出来事や出会いがありまし

た。振り返れば思い出はいくらでもよみがえってきます。その一つ一つが今ここにつながっている喜びを

感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。 
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共に生き合う心を育てたべにしだの家の１３年 
 

 ３０数年知的障害施設にかかわってきて、

年々制度が充実してきて、そのことは暮らし

が良くなることが前提だったはずなのに、

年々なんとなく窮屈になり、息苦しさを感じ

るのはなぜだろうか。現代は文明の利器に囲

まれ、飽食の時代である。おかげさまで私も

便利な機器に囲まれ、時には機器に翻弄され

ながらも快適な生活を送らせてもらってい

る。これもまた幸せなことに違いないのであ

る。そんな中、テレビで放映された映画

「ALWAYS三丁目の夕日」を見て、気持ちがあ

ったかくなった。そういえば私はこの時代に生まれ育っていたのだ。制度等が充実していなかった私自身

の育ったころの生活はどうだったのかと思って、どんな暮らしをしていたのか懐かしんでみた。 

 私の幼少期は終戦後まもない時代で、我が家は漁業を中心に生計を立てていた。食材のほとんどは自給

自足。市場で売れない魚が、朝食から毎日のように食卓にあった。味噌汁はハゼ、コチ、カレイ、カニな

どが入ったものだった。今思うとなんて贅沢な食生活だったのかと思う。この時の味をもう一度味わいた

いと思うのだが、未だに巡り会っていない。おやつも茹でたカニ、シャコに、時々蒸かしたサツマイモ。

たまに小麦粉にサッカリン（甘味料、砂糖は貴重品であった）とサツマイモを入れて蒸かしてくれた鬼饅

頭？とか、膨らし粉（重曹）を入れてふんわりしたちょっと苦味（重曹の味）のある焼き菓子を母が作っ

てくれた。手作りのおやつは特別で嬉しかったが、子ども心に駄菓子屋で甘いキャラメルや飴玉を買って

食べたかった。毎月とか毎日とか決まったお小遣いが貰えなかったので、子どもたちは自分たちでお金を

稼いだ。どうやってお金を稼いだのか？ 現代では考えられないことだろうが、道端に落ちている鉄くず、

電線工事のあとに落ちている銅線を拾い歩いた。それを鉄くず屋に持っていくと２円とか３円で売れた

のである。そのお金を持って駄菓子屋へ行き、１円で２個買える飴玉を買って、皆で分け合い幸せ感を共

有したものである。今思えば、幼くして「人間は働いて生きていくのだということ」を学びとっていたの

かも知れない。 

 大人（両親）たちは朝から晩まで働いていたから、子どもは家族の一員として当たり前に役割があっ

た。小学生になれば毎日役割があり、学年が増していくと力仕事や難しい役割となっていった。今のよう

に水道、ガスがどの家にもあったわけではなく、我が家は井戸水で、風呂桶を一杯にするためにバケツで

何回も運んだり、薪や石炭を使ってご飯を炊いたり、お風呂を焚いたりした。最初からうまくやれるはず

がなく、ご飯に芯が残ってしまったり、冷麦を茹でるときに沸騰するまで待てず麺を入れたらくっついて

しまって大失敗をしたことがある。ところが、大人たちは子どもを信頼して、与えた役割は任せていた。

時には歩き始めた１才半から２才の子どもを近所の小学生に託して農作業をすることも当たり前であっ

た。私も近所のおばさんに頼まれて面倒をみた経験がある。現代では考えられない大人と子どもの関係で

はないだろうか。お互いに生きるために自分でできることを精いっぱいやって、大人も子どもも寄り添い

元べにしだの家所長 吉田とき江さん（故人）＜療育援助 NO.398／2008年１月号より＞ 
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助け合って生きていたのではないかと思う。 

 そして何よりも家族の他におせっかいなおばさん、おじさんがいっぱいいた。自分の子であろうと、他

家の子であろうと悪いことをしていれば叱り、良いことをすれば褒め、困っている家族があればさりげな

く気にかける繋がりがあり、物的にも金銭的にも恵まれなかったが、人のこころが行き交っていた。 

 「ALWAYS 三丁目の夕日」を見終わり気持ちがあったかくなったときに、べにしだの家の取り組みやお

せっかいなおばさん、おじさんたち（面倒見の良い、放っておけない人）のこころが行き交う姿に触れた

ような気がした。 

 べにしだの家は開所当初は利用者も保護者も職員もお互いを知らない存在であり、表現は良くないか

もしれないが敵か味方かわからない、お互いに何を感じ何を思っているのか探りあう、ある意味戦場であ

ったのではないかと思う。人間関係はギクシャクし緊張関係に加えて、利用者の激しい行動表現に騒然と

した日々が数年間続いた。この間、施設（職員）は保護者と共に人海戦術でひたすら利用者に寄り添い、

お互いに今できることを精いっぱい取り組んで、人間環境、生活環境を整えてきた。 

 べにしだの家は今年で満１３年を迎える。その間、職員は退職したり転勤していくが、保護者は１３年

間の積み重ね（保護者会・当番・学習会・バザー品つくりなど）の中でかかわり合い、お互いの家族の背

景を知り、人間関係が構築されて気の置けない関係が生まれてきている。 

 それを裏付けるような出来事が昨年起こった。ある保護者（母親）の方が大病を患い入院することにな

った。そのとき即座に数名の母親たちが動いた。家族でもなく親族でもない他人が、手術前のインフォー

ムド・コンセント（ドクターは父親では心もとないので一緒にと要請された）、術後の付き添い、今も病

室に通ってはべにしだの家での子どもさんの様子を伝えているし、母親の病状の経過を知らせにきてく

れている。さらに、すべて母親任せできた父親の自立への支援（家事援助）が必要であった。精神的な支

えはもちろんのこと、ご飯の炊き方、洗濯機の使い方、スーパーでの買い物の仕方などなど手取り足取り

教えなければならなかった。支援をする側と受ける側の人間関係がよくなかったら、この家族は孤立して

今回のようなおせっかい（相互扶助）は起こらなかったと思うのである。 

 べにしだの家には人のことを気遣い合う、あったかい相互扶助の関係が育まれ息づいていることをあ

らためて肌で感じることができたのである。 

 懐かしんでみた私の育った時代、映画「ALWAYS 三丁目の夕日」のあったかさは、現理事長のコンセプ

トである「愛と自由と安心を」の風土そのものではないかと感じる。そして保護者に「愛と自由と安心を」

のこころがしっかりと息づいていることを、このたびの出来事から感じることができ、たいへん嬉しくそ

して心強く思うのである。 

 利用者は、開所当初に比べるとずいぶん落ち着いて生活ができるようになった。１２年余の月日の中で

生活する力がついてきて、過去にガラスを割る、噛みつく、大声と手たたき、水中毒などの行動障害のあ

った人たちであったことを、ここ７〜８年前くらいからの新人職員は誰一人知らないのである。日中活動

も初期の頃は作業が進まず、納期に間に合わず毎日のように職員が残業をしていたが、今はしごとをする

力がついてきて、今までの材料では不足するようになり、職員はしごと探しに奔走している。 

 べにしだの家が開所するにあたって「どんな重い障害の人も地域生活を前提とした施設」として活動を

保護者と共に展開してきた。１２年余経った今、最重度の人も含めて入所から移行した人と在宅からの人

がグループホームで１９人が暮らしている。親の平均年齢も高くなり、前述した出来事のように病気にな

る人も増えてきた。親が元気なうちに親亡きあと安心して暮らせる場所を確保するために、父親を中心に

「自立をすすめる会」をつくって取り組んできた。これまで「ながおさホーム」、「こがもホーム」、「ゆう
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ゆう」の３ヶ所のホームを自前で作ってきた。昨年の秋、べにしだの家から徒歩で１０分のところにグル

ープホーム用（鉄筋コンクリート３階建、１２ＬＤＫ）にもってこいの物件を、職員が新聞のチラシから

見つけてくれた。急遽「自立をすすめる会臨時総会」を開催し、満場一致で購入することが決まった。こ

の物件を取得することで入所施設を含め、ほぼ全員の生活の場を確保できる見通しをたてることができ

た。今年はその物件のリフォームと引越しでワクワクする年である。 

 またべにしだの家は一昨年から大所帯となった。小規模作業所あらくさがべにしだの家の分場となり、

現在１０名（定員１１名）の利用者と職員２名が日中活動（パン・さをり・部品の組付けなど）をしてい

る。父親たちが結成した「あらくさの会」は、子どもたちが２０歳になったら、グループホームで暮らせ

るようにと活動を展開し、平成１７年４月には会のメンバーの子どもたちは全員（１０名）がホームで暮

らしている。 

 現在、利用者は入所３０名、通所４０名そしてグループホームで地域生活をしている利用者が２９名と

なり、それぞれの場所で日中は「しごと」をして、夜間は職員とともに生き生きと生活をしている。 

 職員はと言えば、昨年はおめでた続きで、現在子連れ出勤をしている職員が２名いる。オムツを替えた

り、ミルクを飲ませたりと他の職員や保護者が協力しながら、みんなの中で赤ちゃんが育っていることを

感じさせた出来事があった。赤ちゃんが予防接種を受けたとき、「ほかの子はみんな泣いていたのに、う

ちの子だけ泣かないからおかしいのではないかと思った」と母親職員が気持ちを語ったことがある。生後

間もないときからべにしだの家に子連れ出勤をしてくると、家族以外の大勢の人に抱っこされ、話しかけ

られ、あやされて育っているから、お医者さんや看護師さんに話しかけられることを喜びと感じて泣かず

に予防接種を受けられたのではないかと母親職員に話したことがあり、人間は人の中で育つことをあら

ためて赤ちゃんから学んだ。このような風景は来年出産を控えた後輩職員（２名）に、そしてこれから結

婚をするであろう若き職員に将来に対する夢や希望をもたらしており、職員も助け合って元気に働いて

くれていることは何よりも嬉しいことである。 

 これからも利用者も保護者も施設（職員）も、“今できることをできる人がする”姿勢とその環境の土

壌をみんなで大切にしていきたいと思う。どんなにすばらしい制度が整備されたとしても、それだけで人

間の真の幸福をもたらすことは難しいことである。だからこそ制度にはない福祉のこころ（ボランティア

のこころ）で、さりげなく生き合う、人と人とのかかわりを大切にして、みんなで一緒に生きていくこと

ができるべにしだの家でありたい。 

 きっと、べにしだの家に「愛と自由と安心を」の風土が息づいている限り、利用者も保護者も職員もそ

してどの人も幸せに暮らすことができると信じている。（平成２０年１月） 

 

 

吉田とき江さんの遺したもの 
あさみどりの会 顧問  島﨑 春樹 

 

 べにしだの家前所長吉田とき江さんが６２歳で亡くなられてから１０年３ヶ月になります。 

 とき江さんは保育園で保育士を経験した後、愛知県コロニー中央病院の自閉症病棟に勤務し、その後縁

あって昭和４８年から開園２年目のさわらび園に来て貰いました。そして特に自閉症児の多いさわらび

園の療育方針を確立していく過程で、重要な役割をはたしていただいた人でした。 
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 とき江さんがべにしだの家の設立に関わって貰ったのは、開設の３年前の平成５年１月、べにしだの家

の利用を希望する父親の集まりである「べにしだの会」発起人会からで、同年６月のべにしだの会発足か

らは、隔月の学習会と懇親会の世話をして貰い、開設の半年前からはわらび福祉園に出勤して、開設準備

に専念して貰いました。 

 開設して入所してきた利用者は想像以上に最重度の人ばかりで、中でも暴力的な強度行動障害の人も

多く、「地域移行を前提とした施設」として機能出来るのだろうかと不安を感じました。しかし、とき江

さんはコロニーの自閉症病棟で壮絶な体験をしており、重度で問題行動のある人ほど意欲的に向き合い、

時には一緒に泊り込んで対応する姿を見て、他の職員も安心して意欲的に取り組んでいきました。 

 利用者がこの年齢（平均２３歳）になってからの、身辺処理の自立援助と行動障害の改善には、膨大な

手間隙とエネルギーを使っての個別対応が必要です。人手が圧倒的に足りません。職員は日中夜間の区別

なく基準の２倍宿直し、宿直明けも目一杯勤務し、休日出勤の代休もなしで働いて貰いました。母親も日

中は４人ずつ当番で入って貰いました。夜間も宿泊当番で泊って貰いました（最初の１年間は３人ずつ、

その後の１年半は２人ずつ、その後２年半は１人ずつ、計５年間）。 

 職員の休日出勤の代休が取れるようになったのは２年後で、泊り明けの朝１１時で帰れるようになっ

たのは４年後でした。宿直も４人から基準通りの２人にするまでに８年かかりました。母親の日中の当番

が４人から３人になったのが１０年後、母親の当番活動は人数を減らしてその後も続けられています。夜

間の宿泊当番は６年目に夕方から午後９時までとなり、夜間の当番を終了したのは開始から９年目でし

た。当時は学生ボランティアも毎晩２人位泊って貰っていて、正に総力をあげての人海戦術で１０年かけ

て利用者の“自立支援”を行い（１５年以上の時間が必要だった人もいたが）、その間に職員も力が付き、

「どの人もグループホームで暮らせる」までになりました。 

 吉田とき江さんの本文の中に『開所当初は利用者も保護者も職員もお互いに知らない存在であり、人間

関係はギクシャクし、利用者の激しい行動表現に騒然とした日々が数年続いた。この間職員は保護者と共

に人海戦術でひたすら利用者に寄り添い、お互いに今できることを精いっぱい取り組んで、人間環境、生

活環境を整えてきた。』とあります。 

 その頃昼休みや勤務時間が終わったあと、とき江さんの机の前には保護者か職員の誰かが座って話し

込んでいる風景がよく見られました。とき江さんは一人ひとりの話に耳を傾け丁寧に応じていました。皆

が先の見えない不安の中、皆がしんどい中、モチベーションを切らさず取り組み続けられたのは、皆の不

満や我慢や心配を全部引き受けて包み込んでくれていた、とき江さんの人柄に支えられた部分が大きか

ったと思います。 

 私（所長）は設定した目標に向かって、ひたすら前に進むことしか考えていなかったので、副所長の吉

田とき江さんというパートナーがいて、支えて貰っていたおかげで目標に近付くことができたというこ

とを、今になってもさらにしみじみと感じております。 

 心の通った支援のあり方を、身をもって示しながら、べにしだの家の支援の基礎を築いた「吉田とき

江」という人がいたことを、若い人にも知ってもらいたいと思うのです。 

療育援助 No.543 ４月号にてお知らせしました、「第１４回フォーラムあさみどり」「第５８回心身障害問題

を考える集い」の延期につきまして、コロナウイルス感染拡大収束の見通しがなかなか立たない状況を鑑

みて、今年度の開催を見送らせていただくこととしました。 

また、１０月１０日に予定しておりました「わらび秋まつり」は中止とさせていただきます。 


