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ライフィル（Life ＋ Feel）
現代社会において、
障害者へ向けたノーマライゼーション（福祉環境の整備・
実現を目指す考え方）は少しずつですが浸透してきています。

C

しかし、公共・商業施設のバリアフリーや、ユニバーサルデザインの製品
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が増えるに従い、浮き彫りになるのは、障害者とそこに接する人々との精
神的な壁、
いわば「心のバリアフリー」はまだまだこれからという現状です。
本書は、読者ターゲットである障害者の方たちが、読むことで「こんな風

o

障害者のこれからを支える情報誌

になりたい」
「働きたい」
「遊びに行きたい」などの能動的な気持ちを持て
るコンテンツを、さまざまなジャンルにまたがって紹介していきます。

4 巻頭インタビュー
一般社団法人 Get in touch 代表 東ちづる
6 アスリートファイル
2014 年度日本パラ陸上競技連盟
強化選手 村上清加

そして、社会とより強くつながるためのきっかけとなることを目指します。
同時に、今まさに社会に対して積極的に活動している人々の姿、世の中に
対して日々感じていることなどを伝え、障害者同士の共感や、共通の意識
を向上させることで、よりよい社会での在り方、新しい関わり方を模索、

8 企業探訪 -1
B 型事業所 みなとワークアクティ

醸成していく挑戦的な媒体となることを目標とします。

14 人間ドキュメント 砂長美ん
16 企業探訪 -2
障がい福祉サービス事業所 アプローズ南青山
20 特集
studioCOOCA（スタジオクーカ）
26 Lifeel PARK
ナレーター・声優 宮﨑暁子
一般財団法人「全国障害者自立支援の会」
General incorporated foundation
“National Association for the Support of Independence for the Disabled”
（NASID）
障害者のための生活支援雑誌「Lifeel（ライフィル）
」を定期発行し、障害
者の自立、社会復帰に資することを目的に設立しました。全国に障害者は
656 万人いるといわれ、多くの障害者団体が存在しますが、横のつながりは
ほとんどなく、大きな力をもつことができません。この財団が発行する雑
誌は、障害者ごとに縦割りになっている団体の垣根を越えて、あらゆる障
害者を読者の対象とすることで、障害者の本当の支援を実現してゆきます。
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■ STAFF
矢澤信哉 佐藤侑子
富田裕司 小倉美紀
矢澤憲治
■カメラマン（巻頭ページ）
金壮龍
■デザイン
長谷川義行
■取材協力／案内人
砂長美ん

表紙画作者 堀川真也
平成 5 年 9 月14 日 徳島生まれ
幼い頃から言葉の代わりに絵を描くことで気持ちを表現。
小学６年生の時に初めて新宿の三井ビルを実際に見てか
らは高層ビルの絵をたくさん描くようになる。
堀川真也のホームページ
http://shiya.iinaa.net/
真也ママのブログ
http://sinyano1.blog.shinobi.jp/
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Int e rv i e w
一般社団法人 Get in touch 代表

東ちづるさん

目指すは「まぜこぜの社会 」イメージは 混ぜご飯

とちょっとムッとされて…。ですが、マイノリティ
の彼らのアート作品や音楽ライブを一緒に楽しん
で、最後までいてくれたんです。
帰るときに「すごく面白かった。こんな居心地
のいいパーティ初めてです。東さんのいうまぜこ

「普通の人なんていない」
Q すごくいきいきしているように見えますが…

ぜってとってもいいですね！」って。一緒にいる

東 準備で毎日とっても忙しいけど、面白いです
ね。やりたくてやっていることなので。あらゆる

からこその気づきがあるんです。

ジャンルの人とつながれますし。ブルーカーパレー

「原宿・表参道・青山をブルーに」
Q 4 月 2 日に行われる「Warm Blue Day」とは

女優やタレントとして活躍しながら
現在は一般社団法人 Get in touch の代表として
「まぜこぜの社会」を目指す活動に取り組んでいる。
東さんが考える「まぜこぜ」とはどんなことなのか？
そして今年で３回目となる
「Warm Blue Day」への思いとは？

自発的に取り組むようになればと思います。

ドもするので、ハーレーやドゥカティの人とも打
ち合わせするんですよ（笑）
。

どんなイベントですか？

Q 最後に読者の人に伝えたいことは何ですか？

東 4 月 2 日は国連総会が定めた「世界自閉症啓発
デー」
。2012 年にアメリカのニューヨークで 13 か

東 普通の人なんていない。みんな何かしらある
はず。だから他人ごとではなく自分ごととしてぜ

国による国際会議に参加したんです。

ひつながりましょう。知識とか理解とかなくても

その時のテーマのひとつが「４月２日」
。私は全

一緒にいる。誰も排除しない。
「まぜこぜの社会」

然知らなかったのですが、世界をブルーにする日

はもっと自由に、もっと自分らしく生きられるよ

だったんです。

うになります。

ピラミッド、ナイアガラの滝、オペラハウス、
エンパイアステートビルディングなど、ありとあ
らゆるものがブルーに染まる。ニュースキャスター
や政治家もブルーのスーツにネクタイでテレビに
出ていたり。

「まぜこぜの社会は居心地がよくて面白い」

「混ぜご飯」はあらゆる食材を切って、味付けし

もちろん、日本でも東京タワーを初めあらゆる

て混ぜ込む美味しい料理ですが、それを配慮しな

ものがブルーになっていると担当者が発表しまし

Q 「Get in touch」とはどんな思いで始めたので

いでごちゃまぜにすると不味くなってしまう。よ

た。ところが、
「どれだけのニュースになりました

すか？

く「ごちゃまぜ」と間違えられるんですけど（笑）
、

か」と聞かれて「Nothing」だったんです。すると

東 22 年前から、仕事以外のことを始めてどこに

全然違って「配慮のある社会」
。今は「遠慮しあっ

「なぜメディアは取り上げないのか。日本の有名人

も所属することなく団体も作らないで、全国各地

ている社会」だと思うんです。例えば「ベビーカー

のお子さんに自閉症の子はいないのか」って。な

のボランティア団体・学校・企業・行政などとつ

の人」でさえ、論議の対象となる。
「車椅子の人」

ぜ？と考えたらモヤモヤして…。するとある国か

ながりながら、骨髄バンクやドイツ平和村などの

にも本当は一声かけるだけでいいのに、それが言

ら「日本は 20 年前のうちを見ているようだ」
「日

活動をしていました。しかし 2011 年３月 11 日東

えなかったりする。

本の啓発についてみんなで考えましょう」となり、

日本大震災で、被災地の避難所で障がいがあると

ですが、車椅子の人が困っていたらみんなで手

かマイノリティの人たちがやんわりと排除されて

助けして「よーいしょ！」とか、自閉症のお子さ

いる現実を知ったんです。

んにはどうすれば居心地がいいか尋ねてみる。そ

それから Get での取り組みがまたひとつ増えた

ういう 配慮のある社会 は誰もが暮らしやすい

訳です。
３年前から開催し、
まずネーミングを
「Warm

と思います。

Blue Day」としました。

Q 「まぜこぜの社会」って難しいと思うんですが？

ない人も、いろんな人達と「配慮があれば大丈夫」

ましたが、繋がらないことには社会変わらないの

東 頭で考えるより、知ること、体感することだ

と感じるワクワクする空間・時間を用意して、新

で、行くぞ！みたいな感じで「Get in touch」って

と思います。Get が主催する「まぜこぜパーティ」

しい人間関係が生まれればと思っています。

しました。

には義足や自閉症、知的マイノリティ、ダウン症、

今年は原宿・表参道・青山で展開します。青いも

難病と色とりどりの人が参加します。

のを身につけて遊びに来てほしい。アート展、お

そこで１人での限界を感じ、いろんな団体で活
動している人と一緒にやりましょうと呼びかけま

Q 東さんが目指すものは何でしょうか？
の社会です。イメージは
「混ぜご飯」
東 「まぜこぜ」
です。
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と言い切ってしまった（笑）
。

自閉症の人も車椅子の人も見えない人も聴こえ

した。 絆 とか 寄り添う っていう言葉を「そ
んなに簡単なものじゃないのに ･･･」って思ってい

思わず
「大丈夫です。日本もすぐに追いつきます！」

するとあるお客様が「見たことのない人がいる」
と。
「途中で帰るかもしれません」とひるんでいた
ので「大丈夫ですよ、同じ人間ですから」と言う

笑いライブ、音楽ライブなど。すべてまぜこぜで
開催します。
この活動は種まき。いずれはいろんなところが

Warm Blue MAZEKOZE LIVE

開催日程：4/2（木）17 時 30 分〜 21 時
開催場所：東急プラザ表参道原宿 6F「おもはらの森」
PART1 17 時 30 分〜
NHK バリバラ「生きづらさだよ全員集合」お笑いラ
イブ＆熱唱ライブ
PART2 18 時 15 分〜
MAZEKOZE 音楽ライブ
司会：矢野デイビッド・宮本亜門・東ちづる
出演者：GOMESS、佐藤ひらり、
YANO BROTHERS、森本ケンタ、松永貴史 新倉
壮朗（タケオ）ジャズセッション、
白須今（バイオリン ギター キーボード 三味線）
SOCIAL WORKEEERZ
Warm Blue MAZEKOZE ART

「Warm Blue」をテーマとしたアート展を開催
開催日程：4/2（木）〜 4/24（金）11 時〜 19 時
会期中無休
開催場所：伊藤忠青山アートスクエア
詳しくは Get in touch ホームページをご覧ください。
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Athlete File

障がい者アスリート

1

Q 自分の中でパ

ラリンピックに出
るために足りない
ものは何ですか？

A 正直足りな

2014年度日本パラ陸上競技連盟 強化選手

村上

いものが多すぎ
て・・・今は「時間」が欲しいですね。けど時間

清加（むらかみさやか）

があれば出場できるというわけではないですけど、

Sayaka Murakami

しっかりと目標を作り練習をしていきたいです。

「世界最高峰パラリンピックの舞台へ
Q どのようなきっかけで陸上を始めたのでしょうか？
A 入院中、インターネットを使えるようになった
とき、とにかく義足のことを調べていて、本当に
生活できるのか、普通に自分で歩いてどこかにい

目標は金メダル」

本当楽しいです。運動できるっていいな〜って。

Q 最高峰の大会、パラリンピックは村上さんに

とってどんな存在ですか？

けるのかって調べているうちに前みたいにスポー

A 2012 年のロンドンオリンピックのあと本格的

ツが出来ないかなと思ったんです。

に出たいと思い始めました。

あと気持ちでも自分が何を目指しているのかを

そういうのも含めて義足だから振られたんだとい

毎日忘れないようにして、けどやり過ぎると怪我

う感じにはならなくて、助けられているという思

をするので自分の体をしっかりと知る、ケアも練

いですね。本当に義足はかっこいいし、大人っぽ

習が増える分しっかりとマッサージとか針治療と

いなって思います。

かしないといけないと思います。

「かっこいい私の義足を見て！

これが私の相棒 」

Q 最後に読者の方に村上さんが「伝えたいこと」

はありますか？

A 私は義足をみんなに見せることや、走れること

が偉いとは思ってはいません。

Q 自分はどんな性格だと思う？ 客観的にみると

どう？

私が障害者になったときに、
“もう幸せに暮らせ

そしたらたまたま「ヘルスエンジェルス」とい

一応 B 基準は切っていて、強化選手にはなって

うスポーツクラブの名前が出てきて、メールした

いたのですが、いくら人口が少ないとはいえ、そ

A 頑固。結構突っ走る系だと思います。あと好き

ういうことが一生できないんじゃないかと思いま

ら、もし時間があれば義足の人もいるから来れば

の競技を初めて２年目だったのでロンドンオリン

嫌いも激しいかな。好きなことは100にしたいけど、

した。でもあとから考えると私は障害者をそうい

といわれたのがきっかけです。そして実際行って

ピックの時は考えていませんでした。

他はどうでもいいやみたいな。みんなにそこはや

う風に見てしまっていたのでは？と、自己嫌悪に

らないの？っていわれるんです。

なってしまったんです。

ない”友達と遊んだり彼氏を作ったり・・・。そ

みるとみんな凄く楽しそうで。ただやっているう

けど実際に見て考えが変わりました。８万人も

ちに欲が出てきて、もっと早く走れるようになり

入る競技場でお客さんが、義足の選手とか、違う

けどそんな自分が好きです。嫌いになったこと

けど落ち込むところまで落ちたら前を向いて一

たいとか、大会に出てタイムを計りたいとか、タ

障害の選手だったりとか、本当に競技として見て

はないです。ただ失敗もあるのでもうちょっと自

歩踏み出してほしいかな。絶対その一歩はマイナ

イムが上がっていくうちにパラリンピックに出た

いて、しかもすごい声援で。どの選手にも偏見が

分を大切にして、まわりの人は自分のことを考え

スにならないと思うから。あきらめないで踏み出

いという気持ちがだんだん湧いてきたんです。

なく、どの選手も応援していてこんなの見たこと

てくれているので、もうちょっと相談しようかな

してほしいです。

けど初めは「あそこへ行けば何か変わるかもしれ

ないって。日本だと少しずつメディアとかに取り

と思います。自分の尊敬できる人とか親とか間違っ

ない」と正直走りたいというより「走っているとこ

上げられて、認知度があがっていたとはいえ、日

てないので、人の意見を聞こうと思います。

ろにいけば友達ができるかな」と思っていたんです。

本の大会は身内ばかりですごいガラガラなんです。
こんなに埋まっているところで走れる気分ってど

Q 義足は村上さんにとってどんな存在ですか？
A 義足は相棒です。義足があるからいろんなこと

Q 陸上競技の魅力ってどんなところですか？
A 0.01 秒を縮める難しさと縮めたときの爽快感

んなんだろうって。
スタートラインから見えるものを自分の目で見て

ができるし、いろんな人と出会えるし、かといって

です。今は陸上中心の生活になっているので、陸

みたい。限られた人にしかあそこの場所に立てない。

楽しいことばかりじゃなく悲しいこともあるけど。

上をやるためにそのほかの時間をどう過そうかと。

イメージというより、より立ちたいって思いました。
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恋愛だと、義足だから嫌だ、障害者だから・・・。

Profile

村上 清加（むらかみさやか）
1983 年 東 京 生 ま れ。2009 年
４月、25 歳のとき事故により右
足の大腿部を切断。義足生活に。
2011 年から本格的に陸上の試合
に出場。趣味は映画鑑賞
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企業探訪
藤田さんをそう紹介してくれる美んさ
んは、仲良しの友達を紹介するように嬉
しそうに話す。
現在ここに通っている利用者さんは 30
人ほど。作業内容はお菓子作りをメイン
として、梱包や公園作業。被災地事業所
商品などを仕入れて販売するという販売
活動も行っている。
園清掃のリーダーなんです」と嬉しそう
に名札を見せてくれる利用者さんがいた。
「原則として一人で通える人。まず、こ

彼にとってリーダーに選ばれるのは誇ら

れが条件です。それがクリアしてから、

しいことなんだろう。にっこり笑って、

実習を経て、特性にあった分野で作業を

この作業も特別なんだよ、と梱包作業の

してもらっています」

最終段階を任されたことを教えてくれた。

そう言いながら施設内を案内してくれ

企業探訪

B 型事業所

みなとワークアクティ

平成 10 年、それまであった施設を複合

「美んちゃん」と友達のように砂長さん

させて現在の姿に。浜松町から徒歩 10 分

を呼ぶ穏やかな女性が、ここの施設長だ。

という都会の好立地。
【工房アミ】
【こども

「藤田さんは長年知的障がい者に向き合っ

療育パオ】
【地域活動支援センター】など

てきた人だから、こういう言い方したら

が一緒になった「港区立障害保健福祉セ

変かもしれないけど、すごいプロなんだ

ンター」は見上げるほどに大きな建物だ。

よ。そういう方のケアを凄い分かってく

みなとワークアクティは、この中にある。

れてるの」

お菓子作りの製菓室を覗いてみると、

た藤田さんに、利用者さん達がみんな嬉

衛生管理の行

しそうに挨拶をするのがとても印象深い。

き届いた場所

詳しくお話を聞く前だったが、人柄の良

で、ほとんど

さが滲み出ているのがよく分かる光景だ。

歌うように数

梱包作業の様子を見学していると「公

を数えている

今回ここに、
“砂長美んさん”と一緒に
尋ねた。
・みなとワークアクティは、一般企業に
就職することが困難な障害のある人に、
仕事を提供し、生活活動・就労支援・生
活支援を通して自立を支援するための
就労継続支援 B 型施設。
・18 歳以上の知的障がい者で、原則と
して単独で通所が可能なことが条件。
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施設を案内して
くれる藤田さん
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企業探訪
利用者さんもいる。作っているのは丸い
スノーボールで、ここでは一番人気のも
のらしい。きれいな丸いスノーボールを

藤田さんが目指すもの。それが工賃アッ
プだ。
「目標は工賃五万です」

作るのには、数をちょうど 20 数えるまで

力強く宣言する藤田さんだが、現在の

くるくるとこねるのが良いのだと彼女は

東京都の平均工賃が一万三千円という現

言う。一緒に数えようとばかりに、親し

状を鑑みると、なかなか難しそうにも聞

げに手を引いてくれた。

こえる目標だ。しかしこれを目標に掲げ

見学者がいるということで、緊張して

はないが、藤田さんには「工賃アップ」

販売会が行われた。今までにない取り組

に強い信念を持って取り組んでいる。

みだった。

※工賃とは？
最低賃金が決まっている A 型と違い、
工賃というのは B 型施設特有の給料形
態。東京都の平均工賃（一ヶ月分）が
一万三千円。

「去年、一万八千円にはなりました。平

砂長さん「障がい者年金で７万から

で話しかけてくれる方もいる。それを職

均よりも大分高くはなりましたが、それ

８万もらったとしても、工賃を合わせて

員の方が「みんな緊張しちゃってますね」

でもまだ低い」

月に 10 万程度の収入では、生活はしてい

と楽しげに笑っていた。そういう優しい

「目標は工賃五万です」

をあげれば変わるものもある。区も応え
てくれる。これから一緒になって頑張っ
ていきたいと話してくれた。

る藤田さんには強い想いがある。

手がとまってしまう方もいれば、興味津々

雰囲気に満ちた場所だった。

現状維持が精一杯という現状でも、声

けないよね。もしも結婚したいって思っ
就労継続支援 B 型事業所にも種類があ

ても、それじゃ難しいよね」

「自分だったら？
常にそう自問しています」
現在セブンイレブンを含む８カ所で、

る。のんびりと自分のペースでやってい

たとえばここには、45 年通い続けてい

このみなとワークアクティで作られた菓

けばいい、工賃は二の次だ、活動の場と

る利用者さんがいる。すでに親は他界し

子の販売が行われている。その他にも販

して利用者が地域の中で、その人なりの

ており、現在は兄弟と共に暮らしている

売所が７カ所。それでもまだまだ販売先

ペースで生活していけるように支援しよ

らしい。今は親の元で暮らしている利用

を増やしていきたいと、藤田さんはこれ

う。そう考える事業所もある。もちろん

者さん達も、いつか親とはいられなくな

から先の構想を話してくれた。

それも大切なことで間違っているわけで

る。その時にどうするのか。この問題は

「もっと一般の人の目につきやすい場所

深刻だろう。だからこそ高齢化社会が進

に、お店が欲しいですね。もちろん、ま

む日本ではこれから先、障がい者の工賃

だまだ難しいとは思いますが挑戦したい

アップは必要になってくるのだと藤田さ

と思っています」

工賃アップのために奮闘を続ける藤田さん

んは言う。
最後に、藤田さんにとっての理想の施
藤田さん「年金に合わせて工賃五万を
実現できれば、グループホームでの生活

設は？と言う質問に、迷いなくこう答え
てくれた。

が可能になってくる。親亡き後や、本人

「自分が利用したい施設です。売り上げ

の自立のために、工賃アップはどうして

も大切ですが、家族を通わせたいと思え

も必要だと思います。そして工賃アップ

る施設であるか、私自身も通いたくなる

のためには、良い物を作らなくてはなら

施設か。常にそう自問しています」そし

ないんです」

て職員の人達にも「あなたはアクティを利
用したいですか？」と投げかけています。

港区の障害者福祉課も、そのために動
いている。
たとえば去年のクリスマス。港区の福
祉課の取り組みで、お台場で各事業所の
10
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静かに話を聞いていた砂長さんも、そ
れを聞いて嬉しそうに笑った。
「そうだよね、自分が通いたい、働きた
いってすごく大事。頑張ってほしい！」
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◆健康な方も、健康増進・アンチエイジング

バランスパッド オーダーシューズ

足ゆび
R
特許申請済
と
健康 美容にミラクル！

￥2,200
（税込）

ご購入は店舗またはネット通販で！
http://www.belshan-net.com

の100倍効果！
「タオルつかみ」

常に体重がしっかりと趾先（ゆびさき）
にかかるので、足と下半身の筋力が強化
され、代謝機能や免疫力が高まります。

履きやすい靴をお作りします。
どのようなサイズ・変形足にも対応！
◆外反母趾の方へ！健康保険が適用可
＜メディカル整形靴＞
かかりつけ医院の診断書が必要です。
◆足の疾患等で、身障者手帳をお持ちの
方、公的補助や、健康保険の適用が可能
です。お気軽にご相談ください。

【公的補助適用の場合は、首都圏近県限定】
オーダーシューズ・メディカル整形靴の店

下記症状の方、ぜひお試しください

腰痛・肩こり・頭痛・外反母趾・タコ・ウ
オノメ・巻爪・足痛・むくみ・疲労・下半
身太り・便秘・冷え症・O 脚Ｘ脚・猫背 ( 姿
勢改善）
・生理痛・モートン病・リウマチ・
自律神経失調症・更年期障害・うつ病・認
知症…他、体調不良

池袋店

東口 1 分

☎ 03-5950-4088
日本橋人形町店 人形町駅1分

☎ 03-3662-7657

http://www.belshan.com

ベルシャン

検索

あなたの｢できない｣は、
障害が理由になっていませんか？
ボクは目が全く見えません。社長になって 15 年です。

「障害者だから・・・」という言い訳は、もう止めにしませんか？

ボクの超プラス思考の発想は、
そんなあなたのハートを強烈に揺さぶります。

株式会社ラビット
視覚障害者 IT サポート

〒 169-0075
東京都新宿区高田馬場 1-29-7
スカイパレスビル 401
電 話 03-5292-5644
FAX 03-5292-5645
Mail shacho@rabbit-tokyo.co.jp
URL http://rabbit-tokyo.co.jp
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代表取締役 荒川 明宏
盲導犬 荒川クォーツ

全盲
8歳
13
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社会貢献商品店、ヘアメイク事務所経営

人間ドキュメント
H

uman

砂長美ん さん

D

ocument

Q 就職活動、そして職についてからのことを教え

て下さい。

Q 最後に、これからの目標を教えて下さい。
A 障害を公表する前は、友達が減っても仕方がな

A 帰国後、美容師を目指して美容試験を 8 回も受

いと思っていました。でも「話してくれてありが

けたんですが筆記試験で駄目になってしまう。

とう」と言ってくれた。昔は私を怒鳴りつけたこ

諦めて事務職にして、履歴書を改ざんして障害

とのある親も、映画が作られたことで理解を示し

者だと隠して、外国人秘書など英語を使う仕事に

てくれて、私の講演会に顔を出しては「母です～」

就きました。

と声をあげてくれます。

でも、事務作業が困難で、打ち込みは文字が変形

やっぱり知ってもらうことって大事です。隠し

して見えるので、何度確認しても間違えは減らず何

ていると改善を求められる。でも、それが生まれ

度も怒られました。10 年間で 12 回も転職しました。

つき改善できない障害だと分かれば、援助の手を
差し出してくれる。しばらくの間は、結婚・出産

Q 映画が作られたキッカケを教えて下さい。
A あまりにも色々なことがあった人生なので、監

AR 対応ページです。
美んさんの写真を
COCOAR アプリでか
ざしてみてください。

彼女がどうしてここまで明るく前向きでいられる
のか、お話を伺いました。

Q まず最初に「美ん」さんの名前の由来を教えて

私自身、頑張るというよりも、うまい逃げ方を

欲張らないこと。背伸びしないこと。自分をよく

それからとりあえず、半年間密着してもらいま

見せようと、持っている以上の“かっこつけ”を

した。やらせなしの展開の良い映画が出来上がっ

しないこと。困っている人に対して、手を差し伸

て、本当にびっくりしました。その後、文部科学

べることをずっと続ける。

ごしていました。

A 私の「美ん」という名前は、瓶のように痩せて

Q 周囲の反応などはどうでしたか？
A 発達障害という言葉自体がやっとここ数年で定

いて、というところから来ています。

着したので、ディスレクシアなんて全く聞いたこ

ください。

するなどこれにはびっくりしました。

覚えてしまって。テストの前は必ず、料理をつくっ
たりテレビを見たりと、わざと勉強をしないで過

中学時代のあだ名なんです。最近は、ヘアメイ

とはなかったですから、母親もそうとは分かって

クの仕事もするようになって、
「美人だけど貧乏」

いなかった。努力が足りないんだ！と怒られたこ

と冗談を言っています。
（笑）

ともあります。

あとは、
一般企業に就職することも諦めました（笑）

督が
「あ、
これは映画になるぞ」
と思ったみたいです。

省選定作品に選ばれたり、児童福祉文化賞を受賞
いつでも明るい「美んちゃん」こと砂長美んさん。

はなさそうなので、
Todo リストから外しました（笑）

最近、スイッチが入ったのか、ますますやる気
が出てきて、全ての困っている人に自分から声を
かけることが出来ます。例え「余計なお世話」と

Q なぜ美んさんはそんなに明るく前向きなので

思われてもくじけません。

A 前向きとか明るいとか、ポジティブとかの前に、

技術、そういうものを紹介していきたい。

しょうか？

終わった過去に引きずられない。すぐに忘れちゃ
います。
人と会った時に良い部分しか見えない。鼻水が
出てたら注意すると思うけど（笑）
あとは、他人と比べない。比べた途端に自分の
魅力・自信がなくなると思っています。過去の失

世の中の障害を持っている人たちの、長所や物、
私のような人間が必要なんだと分かったからで
す。恥ずかしかったり、目立つことを怖がってい
る人の背中を押してあげたい。英語で言うところ
の「a piece of cake」です。そんなことは「たやすい」
ことだよ、と背中を押す役目をしたいと思ってい
ます。

敗に浸っている時間よりも、明日どんな楽しい事

Q 子供時代について教えてください。
A 読み書き障害 LD（ディスレクシア）だと知らな
いまま大人になりました。
子供の頃は努力しても成績があがりませんでし

Q いつディスレクシアだと分かったのか、また周

囲の変化はありましたか？

A ロンドンの美術大学に留学中に教授に言われた

んです。ディスレクシアではないかと。

があるか、明日みんなに役立つことが出来るか、
気にし過ぎて鬱になったり、二次障害になって
しまう方もたくさんいます。その周りの人も同じ

最初は落ち込みましたが、クラスメイトに「ディ

です。弱い部分が目立ってしまう大変な人もたく

いたりする時間がなく、最後までできなくて点数

スレクシアは芸術的なので幸運だよ」と言われま

さんいますが、どんな人にも良いところはあるの

に繋がらない経験をしてきました。

した。実際に一番成績の良かったのがイギリス人

で、そこを探してほしいです。

国語は長文が苦手で、算数は分数の計算のとき
ました。

のディスレクシアの生徒でした。
私もアイディアでは優でした。クラスに一割ディ
スレクシアの人がいるので補助 PC をもらえたり、
論文の字数を半分にしてもらったりと、できない

Q 当時、辛い思いをしたことはありますか？
A 23 歳までディスレクシアだと気がつかなかっ

たので、辛いということは感じなかったです。

14
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Q 今いちばんやりがいを感じていることは何です

か？

A 現在関わっている、障害者施設で働く人達の工

ところは軽減し、できる部分はとことん褒めて伸

賃の向上です。商品販売はずっと続けていきたい。

ばそうとしてくれたので、自信を持てるようにな

売れると喜んでくれる人がいるし、そもそもそう

りました。

いうことが好きなんです。

文部科学省選定作品
厚生労働省
児童福祉文化賞受賞

生活
ドキュメンタリー
映画

DXな日々」

「

主演 砂長 美ん

東京都渋谷区代々木 3-1-16
090-8454-2409 Facebook Bin sunanaga

現在、活動ボランティア
募集中です。

た。テストは答えがわかっていても、読んだり書

に分子と分母が入れ替わってみえたりして苦労し

Info

そういうことを考えています。
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企業探訪
て光枝さんは続けてきた。
「去年の十月く
らいでしょうか。右肩上がりに利用者様
が増えて、今では 40 名ほどが在籍してい
ます。ほとんどがクチコミですね。
」
確かにアトリエを見渡せば、たくさん
の利用者が楽しそうに話をしている。細
かな作業を真剣にそして黙々と取り組ん
でいる人もいれば、明るく会話をしなが
と利用者の方に高い工賃が支払える事業
所を作れないだろうかと考えるようにな

写真を撮ってもいいですか？と声をか

りました。でも、ロールモデル的な事業

けたところ、
「どうぞ」と、快くアレンジ

所が少なくて、だったら自分でやってみ

した商品を見せてくれた。

ようかなと思い（笑）
。それが最初のきっ

企業探訪

障がい福祉サービス事業所

アプローズ南青山

「従来とは別のアプローチをしている場
所だから、そこがすっごくおもしろいと

福祉施設で作っている花と思ってもら

かけですね。
」明るく語る光枝さんだが、

いたくない。光枝さんたちが強い信念を

もちろん都庁を辞めここに来るまでの道

持って出している商品だ。どれもこれも

のりは平坦ではなかった。最初の四ヶ月

完成度が高い。確かにこれだけのものを

は無収入。スタッフの給料を含め、貯め

作り出せるのなら、利用者もかなりの自

ていた資金はすぐに底をついた。

信になるのではないかと感じた。

不安だったが、良いサービスを提供す

光枝さん「最初のうちは手探りで、普通

ればきっと分かってもらえる。そう信じ

のフラワーレッスンのように集団の中で

ワーショップだ。
一般社団法人として名前を
「アプローズ」

ころなの！」案内人の美んさんがそう紹

としているが、フラワーショップとしての

介してくれた施設は、南青山の住宅街に

名前は「BISTARAI BISTARAI（ビスター

ひっそりとある。

レ・ビスターレ）
」ネパール語で「ゆっく

施設というよりも、お花のアレンジ教

りゆっくり」という意味を持ち、そこには

室のような佇まいで、堅苦しさはどこに

「ゆっくりでもいい。着実に力をつけてほ

もない。

ら試行錯誤している人もいる。

しい」という願いが込められている。

それどころかノックをして入ってみれ
ば、たぶん誰もが驚くだろう。明るく活
気のあるアトリエ。センスの良い花に囲

迎えてくれたアプローズ理事長の光枝

まれ、とても福祉施設とは思えない雰囲

茉莉子さんはまだ若い女性だ。都庁に８

気だった。

年勤めた。そのうちの 3 年間、施設で働

ここは平成 26 年４月１日に開設された、
東京都指定障害福祉サービス事業所で、
心や体に障がいを持った人が働くフラ
16
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く障がい者の工賃アップ事業に従事。
「たくさんの事業所を見てきました。
」と
いう光枝さんは続けて「現場を見て、もっ

営業も何でもやります、という光枝さん
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企業探訪
を見渡して光枝さんは話してくれた。

「働くこと。それは、
生きることそのもの」

「たとえば、こんなことがありました。

だった。余程、
嬉しいことだったのだろう。
「働くっていうことは、単に手を動かす

十年以上も家に引きこもっていた、とあ

ことじゃなく、その人の尊厳そのものな

る対人恐怖症の方は、人前で顔を出せず

んだなって強く感じました。働くことは、

帽子を目深にかぶって、道の端を隠れる

生きることそのものなんだなって」

最後に、これからの目標を聞いてみた。
「夢は大きく持とうと思って」と少しだけ
恥ずかしそうに、けれど強い決意に満ち

ように歩いていたそうです。でも、アプ

光枝さんたちの努力の甲斐あって、今

やっていました。でも、
理解されていない。

ローズに通い始めて、まず帽子がとれる

ではアプローズの花（ビスターレ・ビス

「5 年後の、東京オリンピック・パラリ

これではいけないと気がつきました。

ようになりました。次に、道の真ん中を

ターレ）は、会場などの装花も頼まれる

ンピックでは、例えばビクトリーブーケ

歩けるようになりました。そして、人前

ようになってきた。最近では有名人のコ

などたくさんのお花が必要になるはずで

徹底的に考え、今では作業の基本事項につ

で笑えるように、人前でご飯が食べられ

ンサート会場の装花も担当した。その他

す。その一端をアプローズのスタッフで

いて 20 項目の具体的なチェックポイント

るように……。はじめての工賃で、障害

にも、今年四月には豊洲 PIT、十月には

担えたらと思っています」

者年金の保険料を払ったそうなんです。

東京国際フォーラムなど、大きな舞台で

何が駄目なのか、
説明の仕方が悪いのか。

を作り、一人一人の特性を見てやり方を変
えています。
」

『私はいつも誰かのお世話になってきた。

た迷いのない声で光枝さんは語る。

オリンピックという大きな舞台での夢

の注文がきているそうだ。

を語ってくれた光枝さんに、いつでも明

諦めずに何度も試行錯誤をしたのだろ

それが苦しかった。まさか自分の働いた

う。何をしていいかわからない。そんな

お金で、自分の保険料を払える日が来る

「ビスターレ・ビスターレ」として評価さ

美んさん「言葉に出せば叶うから、きっ

顔をしている利用者は一人もいなかった。

とは思わなかった』そう言ってくれまし

れている。これは光枝さんが最初から掲げ

と叶うよ！」光枝さん「チャンスは待っ

「みんな、楽しそうだよね！」そう言う

た。今、その方は民間企業への就職を希

ている“良い商品をつくりたい”という気

ていても来ないので、自分で掴みにいか

望しています」

持ちに対しての、明確な答えだろう。

ないとね」

美んさんの言葉がしっくりときた。
ここには色々な方がいます。アトリエ

「福祉施設で作られている花」ではなく、

るく前向きな美んさんが答える。

話してくれた光枝さんが、一番幸せそう

そう言って笑う二人は、同じ目標、同
じ土俵で戦う戦友のようにも感じた。

「夢は大きく持っています」

事業所概要
一般社団法人アプローズ「アプローズ南青山」
〒 107-0062
東京都港区南青山 4-3-24 青山 NK ビル２F
電話 03-6804-3623
HP http://www.applause-aoyama.com
「BISTARAI BISTARAI」
オンラインショップ
http://www.bistarai-bistarai.com/
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案内人 美んさん
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ディープなアトリエ空間
白い壁に大きな虹と女の子が描かれた建物を入ると
すぐ目の前に飛び込んでくるユニークなイラストが
来訪者を一気に非日常空間へと誘う。

ペンや手芸用品、さらには工具などが無

黙々と手を動かしてイラストを描く横

なく、熱心に作品を制作するメンバーや

溝さやかさん。絵本コンクールの一般の

談笑するメンバーの様子が、まるで図工

部で最優秀賞を受賞した経験を持ち、絵

の時間を彷彿とさせる。

本作家としても活躍している。

「COOCA には、創作活動がしたくて利

自分の記憶と想像を頼りに描かれると

用している人が多いです。気の合う仲間

いうオリジナルな世界観は、愛らしいキャ

と働くというのは、すごく大事だと思っ

ラクターたちで彩られる細かな作風。

ていますが、メンバーが楽しんで通って

自らが読み上げる「さやか劇場 ピ・ヨン

就職をしたけれど、うまく行かず COOCA

ジュとオレ三世の大冒険シリーズ」公演

にやってくる方もいて、精神障害、知的

を各地で開催。横溝さんに「会いたい」

障害など様々な利用者がいますが、作品

と工房まで訪れるファンもいるという。

COOCA（スタジオ クーカ）
」
。
2009 年に設立された施設

には、精神障害・知的障害・身体障害
など様々なハンディキャップを持った

メンバーが、それぞれのやりたいこと、
得意なことで活躍しながら仕事を得る

ことを目指して、日々、絵画やパフォー
マンス等の創作活動を行っている。

障害のある人たちの福祉施設である

と同時に、約 90 名のアーティストが
所属するアトリエでもある。
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COOCA で生み出される作品は絵画や紙

ぞれに良い影響を与えているのだと感じ

芝居だけにはとどまらない。

ます。あの人と一緒の空間で作品を作り

音楽や陶芸などの作品を制作するメン

たいとか、あの人がいるから毎日来よう

バーもいれば、自らが監督・脚本を手掛

とか」

ける人形劇団、そして、ライブペイント

この空間で生み出される作品はユニー

式会社 愉快が運営する
「studio

現在では、絵本を紙芝居仕立てにして、

くれる様子が嬉しいです。大学を卒業して

や人柄など、お互いに認め合って、それ

神奈川県・平塚市にある株

クに富んでいる。

造作に置かれている。特に決まった席は

などのパフォーマンス公演。メンバーに

ユニーク過ぎる
アーティスト集団
初めて目にする施設の中は、壁であり
階段といった建物全体がアート作品に
なっている。
「創作活動の場の提供、材料の提供、発
表の場の提供。
この３本柱でやっています。
」
COOCA のデザーナーで、副施設長を務
める北澤桃子さん。施設のみんなから“モ
モちゃん”と呼ばれ愛されている北澤さ
んが創作活動の工房を案内してくれた。
「毎日 60 人程のメンバー（障害者）が
通われています。
」
広い工房のテーブルの上には、カラー

誰もが知っていると昔話をアレンジした人形劇。
ブラックユーモアあふれる内容は大人も子供も楽
しめる。人形制作や人形遣いはもちろんのこと、
クーカメンバーが脚本・監督・声の出演までも担
当している。
メンバー随一の
“ ゆるゆる作家 ”
清水壮一郎さん
がマイペースな
社交性を駆使し
て、道行く人に
自分の作品を描
いてもらおうと
いうお気楽な全国縦断企画。毎回、どんな笑える
ハプニングが起こるかにも注目だとか。
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よる活動は多岐に渡る。

が制作したものだ。永谷さんに、色々と

くれる人たちが出てくるのがすごく嬉し

ギャラリーで展示販売されたりデザイン

施設の中を案内してもらっていると、

話を聞いたが全てニコニコ顏で返されて

くて。メンバーにとっても自信になって

として使用されるなど、個人の能力の部分

突然、美味しそうな香りが漂ってきた。

しまった（笑）人の好さと、味への自信は

います。
」

が多いものは、半額を本人に還元して、残

食欲をそそる香りが溢れ出す部屋はすぐ

伝わってきた。

にわかった。これまで見てきた工房とは
違い、そこはどう見てもキッチンなのだ。
「ここは株式会社 愉快の裏組織として、
株式会社 不愉快（屋号）というチームが
活動しています。
」
厨房に立ち大きな寸胴鍋を振り続けて
いるのが永谷浩一さん。大きな体格から
は想像がつきにくいが、料理を得意とし
ている。

愛さずにはいられない
COOCA グッズ
COOCA ではメンバーが作り上げた作品

りを経費とメンバーの工賃にしています」

います。
」

仕事につながる創作活動

studio COOCA の目指す、
“やりたいこ
と、得意なことで活躍しながら仕事を得
る”まさに、体現しているのではないだ

を購入することができる。ペンケースや

「前進の団体がスタートした２０年前は

キーホルダー、ブックカバーなど、20 以

今よりもっと障害のある人に社会が閉鎖

今後、様々な場所でメンバーの作品や商

上のアイテムが並ぶ。

的で、描かれた作品も保護者からは、名

品に触れられる企画展示や障害を持った

思わず「カッコイイ！」
「オシャレ！」

ろうか。

前を出して飾って欲しくないと言われ

方との空間を楽しむカフェギャラリーの

そう言わずにはいられない、どこか力の

ていたと聞いています」しかし今では、

オープンなど精力的に活動を行う予定だ。

抜けた表情を見せつつも、１つ１つのア

COOCA の芸術活動が認められるようにな

「COOCA は、空っぽであることの可能

イテムがユニークで、存在感を放ってい

り、メンバーの登録者数も増え、障害を持

性から着想を得ています。１人１人の得

るのだ。

つ方の身内からの相談が多くなってきた

意なことを見つけ、それを伸ばして、メ

という。

ンバーが直接個性を発揮できる場を作る。

手にとって見ているだけでも楽しい気
持ちにさせてくれる。筆者も気に入った
ペンケースを購入させてもらった。
メンバーの作品は全て商品化されるの
だろうか？北澤さんに尋ねてみた。
「だいたい 1,000 作品の中で、ひとつ商

400 円（税込）限定商品となっており、不定期で製
造しているためなかなか手に入らない稀少なポッ
プコーン。濃厚でビターな自家製キャラメルがたっ
ぷりとかけられていて、食べ始めたら止まらない
美味しさ。もし見つけたら一度ご賞味あれ！

「今後は、半年に１回ずつくらいは、新
しいものを出せるようにしたいと考えて

現在、COOCA には約 90 名が登録し、
アーティストとして活動している。施設

studio COOCA は、これからさらに注目

は 10 時から 16 時までの間であれば、い

されるであろう個性的なスタジオの１つ

つ来ても良いようになっている。

とも言える。彼らの素直な表現が、我々の

タイムカードによる勤怠管理を行い、

品化される位でしょうか。１日 100 枚書い

通っているメンバーには、給料も支払わ

ちゃう人もいますけど（笑）
」

れる。商品などの売り上げが出勤時間で

制作されたもの全てが商品化されると
いうわけではなく、しっかりと施設スタッ

そういう機会を増やしていきたい。
」

心をどのように彩るのか楽しみにしたい。

分配される。
「商品とは別に、メンバー個人の作品が

フで吟味してから決められるという。
「商品を通して、彼らのファンになって

この日は、チームで開発した自信作の
“キャラメルポップコーン”を作っていた。
濃厚でビターなキャラメルポップコーン
は、イベント前などに 200 個程を製造す
るが、あまりの人気ぶりにすぐに完売し
てしまうという。
存在感のあるロゴデザインもメンバー
22
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INFOMATION
皆様から情報を募集します。
このコーナーでは今後、映画やブックレビュー、
イベントなどの情報を紹介します。
「取り上げてほしい」
「みんなに伝えたい」等、
皆様の情報をお待ちしております。
こちらのアドレスまでご連絡をお願い致します。

info@nasid.jp

広告掲載募集中！
！
Lifeel（ライフィル）では広告及び各情報の募集を行っております。
広告に関するお問い合わせ

03-6441-0484
info@nasid.jp
一般財団法人 全国障害者自立支援の会
お気軽にお問い合わせください。
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読者投稿・恋愛相談・就職相談

Interview

私が生まれ育ったのは福岡県北九州市で、
実家のすぐ近くに盲学校があり、子供の頃
から、視覚障害者誘導用ブロックの上を、
杖をたよりに盲学校に通う生徒さんと、よ
くすれちがっていました。いま思えば、そ
れが、私と身体にハンディをもった方との、
最初の接点だったように思います。ですが、
当時の私は視覚障害者の方に声を掛けるわ
けでもなく、ただ、見ていただけでした。
それから月日が流れ社会人になり、地元で

Lifeel
PARK

ち始めた言葉が「障害者」という言葉です。
「障害者」もしくは「障がい者」と表記され
ますが、私は、この言葉こそ、心のバリア
フリー化を妨げているような気がしてなり
ません。もっと他の言葉があるように思え

ナレーター・声優
宮﨑 暁子 ( ミヤザキ アキコ )

てならないのです。
地球上にいる私達は、身体にハンディを
持った方も含め、性別・人種・宗教・生ま

ナレーター・声優として、長年、
作品と向き合う傍ら、取材・歌・
イベント企画・ボランティア活動
等、日々、マイペースで活動中。

れ育った環境も違い、私達一人、一人、人
格があり、個性があり、得意なこと、不得

開催されていた BPM( 盲人音楽家 ) 支援会の

意なことがありますが、まぎれもなく、こ

チャリティーコンサートで、長年、影アナ

の地球上で、たった一人のオンリーワンの

ウンスのボランティアに携わる機会を頂き

存在です。身体にハンディを持った方＝「障

ました。この会の名前になっている、ＢＰ

害者」という大きな枠に入れて考えるので

ＭとはＢ
（Blind）
Ｐ (Professional）Ｍ
（Musician）

はなく、心の中をもっとバリアフリー化し

の略称で盲人音楽家のことを指し、盲人音

の方々の姿に胸が熱くなり、また、演奏会

分車いすマラソン」に初めて取材に携わっ

て、助け合いながら、支え合いながら共に

楽家を支援するチャリティーコンサートで

当日、盲人音楽家さん達の身の回りのお世

た際に、ハンディを乗り越え、車いすで走

生きてゆく一歩を、もっと多くの人達が踏

あると共に、売り上げの一部が、盲導犬協

話をするボランティアの皆さんの立居振舞

り抜けていく選手の姿に涙が溢れ、この競

み出すべきではないかと思います。

会への寄付や盲導犬貸与希望者への合宿助

をみて、
「視覚障害者の方にはこんな風に接

技に寄せる熱い想いをインタビューを通し

心の中に秘めた支援への想いは「お手伝

成金にもあてられていました。1998 年、レ

すれば良いのだ」と知ることができた事で

て選手からも伺うことができ、
「自分も更に

いしましょうか ?」
「何かできる事はありま

イ・チャールズさんが同じステージにたっ

心の扉が開き、それ以降、横断歩道で信号

頑張らなくは・・」と強く思いました。そ

せんか ?」など、短い一言から始まる援「始

て、地元の盲人音楽家の皆さんとセッショ

待ちをしている、杖を手にした視覚障害の

して、取材の仕事を通して、車いすの方へ

援」がきっかけで「支援」となり、そして、

ンをした時の感動は、今でも鮮明に心に残っ

方をみつけると、近くに足を運び、
「こんに

の対応を知り、駅構内や街中で車イスの方

支える縁「支縁」の輪が広がる事を願うと

ています。

ちは。ご案内しましょうか ?」と声を掛けら

を見かけると、
「お手伝いしましょうか ?」

同時に、私は、この支援を志す気持ち「志援」

れるようになりました。

と声を掛けられるようになりました。

を、一人でも多くの方と共有できたらと思っ

私は、このチャリテｨーコンサートを通し
て、目にハンディがあっても、それを感じ
させない素晴らしい演奏をする盲人演奏家
26
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そして今から 10 年以上前になりますが、
大分で毎年開催されている歴史のある「大

それから数年間、この大分車いすマラソ

ています。

ンに携わったのですが、次第に違和感を持
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