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ライフィル（Life＋Feel）
現代社会において、障がい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。
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が
増えるに従い、浮き彫りになるのは、障がい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がい者の方たちが、読むことで「こんな風
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。
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、障がい者同士の共感や、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、醸成
していく挑戦的な媒体となることを目標とします。

障がい者のための生活支援雑誌「Lifeel（ライフィル）」を定期発行し、障がい
者の自立、社会復帰に資することを目的に設立しました。全国に障がい者は
656 万人いるといわれ、多くの障がい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、
障がい者ごとに縦割りになっている団体の垣根を越えて、あらゆる障がい者
を読者の対象とすることで、障がい者の本当の支援を実現してゆきます。

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）

表紙画作者　菅谷勇希
平成 5 年 12 月 26 日生まれ　21歳　男性　 
星座　やぎ座　血液型　A 型

これまでの僕
家庭・地域では障がいと捉えずに個性として捉えてくれ、高
校までの学生生活は分け隔てることなく育まれて来ました。
高校の先生にアドバイスを受け、通院し知的障害と診断を受
けました。 
現在は就労継続 B 型の事業所にて仕事をしており、キャラ
クター作成も仕事になっています。 

小学生のころからゲームが好きだった僕は、スーパーマリオ
の中に出てくる キャラクターやサンリオのキャラクターを
描いていました。 現在の職場に通うようになり半年ほどで、
オリジナルのキャラクターを生み出す様になり その数今や
54体。季節毎にキャラクターが繰り広げる世界を制作中です。

■STAFF
矢澤信哉　佐藤侑子　
富田裕司　小倉美紀 

■デザイン　
長谷川義行
■取材協力　
砂長美ん

■カメラマン
（アスリートページ） 
金壮龍
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なかったんです。その日に飛ぶことはできたんで
すね、ポンポンポンって。
　自分が走りたいって思う気持ちで私の力とか努
力ではなく、周りの人が手助けしてくれて人が道
を作ってくれた、私はそこにのっていけばよかっ
たという感じ、いろんな人に助けられた。それだ
けでここまでこれました。18 年間走ってない人が
走るってそうとうな気持ちよさなんですよ。

練習はどのようにやっているんですか？
月曜日から金曜日 フルタイムで仕事したあと

午後７時から午後９時くらいまで。３種目は難し
いので２種目はやるようにしています。でも土日

トライアスロンと出会ったきっかけは？
一番はまわりがやっていたからです。自然な

流れで始めました。2008 年から稲毛インターとい
うスイミングクラブで競泳を始めてその中でトラ
イアスロンコースに入ったんです。でも私は競泳
しかやっていなかったのでそのあとでみなさんが
バイク乗って、ランを練習する中でよく周りから

「いつからトライアスロンやるの」って言われてい
たんです。
　そんなとき 2016 年からリオのパラリンピックで
トライアスロンが初めて種目になるっていうのを
知ってコーチと相談したら背中を押してくれて今
思うと周りに助けられました。
 

実際やってみてどうだった？
本当に世界が変わりました。始める前までは

18 年間ずっと走ってなかったんですけど、陸上用
の義足になって初めて走ったときにものすごい楽
しかったんです。でも初めは怖くてなかなか走れ

「オリンピックはゴールじゃない 人生の中の通過点」

Q

Q

Q

A

A

A

A t h l e t e  F i l e 2

yukako Hata

秦　由加子（はた　ゆかこ）  

2015年JTUパラトライアスロン強化指定選手
パラトライアスロン

「
競
技
に
対
す
る
視
点
が
変
わ
っ
た
。 

　
　
　
　
　出
会
い
も
あ
り
世
界
も
広
が
っ
た
」

2016年リオデジャネイロ・パラリンピックか
ら正式採用されるトライアスロン。
ロンドンで落選した悔しさをバネに
世界の大舞台に挑む
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はそれ以上はやるようにしています。３種目の複
合競技なので。
　メニューはランダムに。体の具合をみながら。
そしてこの競技の一番いいところは〝気分転換″が
できることなんです。今日はスイムがいいなとか
よしバイクにしようとか。３種目やることによっ
て体の具合をみながらメニューを決めています

トライアスロンの魅力ってなんですか？
スポーツの中でもトライアスロンは達成感を

感じられるスポーツ。 
　1 時間半泳いで漕いで走って、苦しい分ゴール
した時の達成感や喜びが大きい。それを一度味わっ
てしまうともっと練習を頑張って、辛いことを乗
り越えたらさらに大きな達成感を味わえるのじゃ
ないかと。それがやみつきになるんでしょうね。

これまで競泳だけでしたが
３競技になって変わったことは？
視点が変わるというか、競技に対する見方が

変わりました。弱い所とか自分の強みとかほかの
競技をやっていると、よりわかるようになります。
あ、足が弱かったからこうだったんだとか、とい
うのは感じますね。
　 あとはものすごい友達の輪が広がったんですよ
ね。３種目もあるのでいろんな環境で、いろんな
場所にもいけていろんな方との出会いもあって。
それこそ陸上の練習会にいけば陸上の方と知り合
うし。本当練習は楽しいです。

転機となった大会、出来事は？
2013 年の夏に初めて地元の千葉の幕張でチャ

レンジトライアスロンに出たんですけど、それが
トライアスロンとしてのデビュー戦だったんです。
義足で出る人が私だけで、今みたいにパラトライ
アスロンを受け入れるようなところがなくて一般
のレースに出させてもらったんです。
　 運営側も私をどうすればゴールできるかってわ
からない状態で事前にすごい打ち合わせさせても
らって。スイムからあがったときには義足をつけ
ていないので、運営側の人に両側についてもらっ
たりとか、ランはラン用の義足、バイクはバイク

用の義足があったり。一般の方の中にいると私だ
けものが多い。
　だからスペースを確保してもらわないといけな
くて配慮をいただきながら大会に出場しました。
だからゴールしたときは自分も当然うれしかった
んですけどまわりの方がすごく喜んでくれて、そ
の経験が私にとって、トライアスロンを続けたい
と思ったし、みんなの中にアスリートとして入れ
た実感があった大会でした。

ロンドンオリンピックについて
家でテレビを見ていました。本当にすごい行

きたかったです。2008 年から競泳始めて、北京オ
リンピックがあってその時は出たいとか出られる
と思ってなかったですし、目指していなかったん
ですけど、それからコーチとのめぐりあわせとか
あってロンドンを目標に競泳をやってきたので最
終的に標準記録をきれなくて。そのとき練習して
た同じ仲間がロンドンの舞台に出ているのを見た
らやっぱり行きたかったです。

リオオリンピックについては？
不安とか全くないですね。今まで練習をやっ

てきたことをそこで発揮するだけだと思うのでそ
れ以上のことはできないし、とりあえず全力をつ
くすということが一番なので不安はない。そこに
立っている自分を想像するとワクワクする。
　オリンピックはゴールじゃないし、それは人生
の通過点という感じ。１つの目標がリオであっ
て出場したら達成感を味わって「よっしゃ次だっ
て！」なるんじゃないかなと思ってます。

今後やりたいこと、
競技を通じて伝えたいことは？
今トライアスロンは女子の人口がすごい少な

くて。国内の大会に出ても数人しかいないんです。
だから 2020 年の東京パラリンピックではたくさん
の女子選手と一緒に出るのが夢なんです。そのた
めトライアスロンに女子選手もたくさん挑戦して
もらいたいし、もっともっと楽しさを広げて魅力
を伝えていきたいです。

「不安は全くない。今まで練習を
やってきたことを発揮するだけ」

秦 由加子（はたゆかこ）

1981年生まれ。千葉県出身、趣
味は人の心が見える映画を見るこ
と。
　13 歳中学１年生のとき骨肉腫
で右大腿部を切断。2008 年 24
歳のとき水泳をはじめ 2012 年ロ

ンドン・パラリンピック出場を目指していたが一歩及ば
ず。その後 31 歳のときトライアスロンと出会い来年の
リオデジャネイロ・パラリンピック出場を目指す。

Profile

種目と種目の間には “ トランジッション ” がある。
スイムからバイク、バイクからランへと競技種目を
転換し専用の義足に付け替えたりすること。ここで
の作業がタイムに影響するため「第 4 種目」といわ
れることもある。

○c MARS FLAG Corporation

○c MARS FLAG Corporation

第１種目：SWIM 750mを義足なしで泳ぐ
第2種目：BIKE バイク専用の義足をつけ20km
第3種目：RUN ラン専用の義足に替えて５㎞を走る

パラトライアスロンとは？
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であり“親御さんと語り合うこと”だと渡邉

代表は言う。

「アスペルガー症候群ひとつにしたって、それ

は人それぞれ違う。福祉の専門家が “アスペル

ガーはこういうものだ” と言ったとしても、そ

れは一人ひとりを現していない。親御さんか

ら全てを聞いて、一人ひとりと向き合っては

じめて可能になることもある」

　そう語る渡邉代表だが、もちろん最初から

全てが上手くいっていたわけではない。疑い

の目を向けられたことも一度や二度ではない。

けれど話し合っていくうちに理解してもらえ

る。今では日本中の親御さんが相談にくるよ

うになった。

　もちろん働きはじめてからも、楽しいこと

ばかりではなく、上手くいかないこともある。

不満を言いにやってくる親御さんも多いとい

う。しかしその環境が良いのだと渡邉代表は

考えている。

　「解決策を出していくことができるので、不

満を言ってもらえるのは良いことです。私も、

出来ないことは出来ないと言って、それに対

してじゃあどうすれば出来るようになるのか

一緒に考えてもらう。意見を交換し合えばど

んどん良くなる」

　「皆ここライフから別の会社に行くのです

が、最後はうちの会社に戻ってきてください

と言います。最後の居場所にしたいし、そう

ら見渡せば、メンタル不全の方がたくさんい

た（笑）それがはじまりです」

　昔を懐かしむように渡邉代表は語ってくれ

た。自らの体験を経て、メンタル不全でも雇

用を守ると決めた。そう決めて経営に真っ向

から取り組んで行くと、いつの間にかノウハ

ウが身に付いていた。それが障がい者雇用の

そもそものはじまりだったという。

　「普通は障害者自立支援法（現在の障害者総

合支援法の前身）があって、だから障がい者

を雇い始める。でも僕は全く逆だったんです。

最初から雇っていた。障害者自立支援法を知っ

たのは後になってからです」

　他企業や団体などからの依頼を含め、年間

を通して約 150 回ほど講演を行っている渡邉

代表だが、「ご家族と語るの会」という当事者

の親御さんと直接話しをする機会を定期的に

設けている。障がい者雇用を進めるうえで一

番大事にしていることが「ご家族と語る会」

なりたい。それはずっと思っていることです」

　障がい者雇用の本質を鋭く見抜き、渡邉代

表は企業と福祉の境目さえも無くしていきた

いと考えていた。

「福島でカフェをはじめたんです。でも、オー

プンして 11 日目で震災にあってしまった」

　当時、同じモールに入っていた飲食店は、

震災を機にほとんどが撤退。残ったのは、そ

のカフェを含めた数店舗だけ。一日の売り上

げが900円。けれど月に180万の経費がかかっ

ている。普通だったらとても続けてはいけな

い。けれど、渡邉代表は絶対にやめなかった。

雇用の維持。それを貫くと決めていたのだ。

笑いながら渡邉代表は話してくれたが、確固

たる決意がなくては出来ないことだろう。

　その後はカフェスペースを半分に減らして

お弁当を作り、県や市の施設に売りに行くよ

うに展開していった。その頃には「赤字でも

やめない会社」として地元で知られていた渡

邉代表のカフェは、どこに行っても喜んでも

らえるようになってきていた。多い時で１日

に 260 食も売れた。

「いける、と思いました。あそこの会社は絶対

にやめないぞ、なんて言われて（笑）。皆さん、

その姿勢をかってくださったんですね」

　しかも、これで終わりではなかった。同じ

タイミングで今度は福島県から話が来た。県

の所有するレストランを提供してもらい、今

度はそこではじめることに。店の大きさはこ

れまでのカフェの約４倍。場所代、電気・ガス・

水道代などが全て無料。何故ここまでしてく

れるのかと聞けば「長いこと赤字だったでしょ

　障がい者の就労移行支援事業拠点を全国に

展開し、様々な障がい者支援を行うアイエス

エフネットライフ。今回、その代表取締役で

あり、アイエスエフネットグループの代表で

もある渡邉幸義さんを訪ねた。明るく迎えて

くれた渡邉代表は、とても巨大グループの代

表とは思えないほどに気さくに、自らの体験

を冗談を交えて話してくれた。

　なぜこういった事業をはじめたのか。最初

の質問から渡邉代表の答えには驚かされるこ

とになる。

　「自分自身がメンタル不全だったんですよ。

上司からの圧力など色々と重なって、ストレ

スで疲れてしまっていたんでしょうね。でも

会社を自分でつくるって、その時に決めたん

です。メンタル不全でも絶対に雇用を守るって」

　そう言ってから「もちろん今はストレスゼ

ロですよ」と付け加えて渡邉代表は笑った。

「メンタル不全でも雇用を守る。そう決めてか

人間ドキュメント 渡邉幸義 さん

H u m a n  　 D o c u m e n t

アイエスエフネットライフ / 
アイエスエフネットグループ代表

メンタル不全でも雇用を守る
それがはじまり

大事なことは親御さんと語り合うこと

「赤字でも雇用の維持を貫いた。
おかげで、絶対にやめない会社として知ら
れるようになりました」
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う？取り戻してください」と激励を貰ったと

いう。

　これをキッカケに渡邉代表の会社は「赤字

でもやめない会社」として広く知られるよう

に。しかしそれは、渡邉代表がどんな逆境に

あっても信念を貫いたからだ。

　障がい者雇用を進めるうえで、難しい問題

はたくさんある。少なくとも、そう思う経営

者は多い。誰よりも障がいのある方と向き合っ

てきた渡邉代表は、そこをどう捉えているん

だろうか。質問してみると、考えこまれてし

まった。

　「皆さんにとって難しいことが、僕にとって

は難しくないことなのかもしれません」そう

言って渡邉代表は笑った。

　話を聞いてみると、少し前にパソコン３台

を４階の窓から投げ捨てた方がいたらしい。

そこで普通の経営者はどうするだろうか。烈

火の如く怒るに違いない。しかし渡邉代表は、

やはり普通とは違っていたようだ。

　「きたー！って思いましたね。講演のネタに

しようって」冗談めかして渡邉代表は笑った

が、話を聞いていた一同は唖然としてしまっ

た。「パソコンが僕に馬鹿って言ったんです。

だから捨ててやったんです。そう彼は言った

んです。面白くないですか？」

　それを面白いと思えること自体が凄いこと

なのだろう。パソコンを投げ捨ててしまった

彼は、同じようなことをして、前に二度、会

社をクビになったことがあったらしい。それ

で母親が飛んできた。泣いて謝る母親に渡邉

代表は、泣かなくてもいいよと慰めた。薬を

飲んでいなかっただけだから責めたりしない。

でも、これからは薬を必ず飲もう。そう言っ

たという。きっと彼は過去に起こしたことが

トラウマになって、クセのようになってしまっ

ていたのかもしれない。彼は今、しっかりと

薬を飲むようになり、何の問題も起こさなく

なった。

　「あの時お母さんは泣いていたけど、今は僕

の顔を見て笑うようになりましたね。僕も一

緒に笑っちゃいます（笑）」

　「やりたいことはすぐにやる。だって自分の

身にいつなにがあるか分かりませんから」

　５年 10 年先にやりたいことは？と聞いてみ

れば、こう答えられた。渡邉代表はいつでも

本気だ。

　「とにかく今は、あらゆる障がいのある方を

雇いたいですね。誰が何を出来るのか。そう

いうのは雇ってから決める。そのほうがドキ

ドキしますよ。僕のビジネスモデルは全て先

行投資です」

　自信に満ちた渡邉代表だが、不安はないの

だろうか。「毎日、中島みゆきの「地上の星」

とロッキーの「アイ・オブ・ザ・タイガー」

を聞いて自分を戦闘モードにするんです」

　笑いながら見せてくれた音楽プレーヤーに

は、確かにその二曲が入っていた。「戦闘モー

ド」に入った渡邉代表は、そうして日本語が

出来ない外国人もどんどん雇ってしまう。今

は働けなくても２年後は働けるはずだ。そう

確信がある。アイエスエフネットグループの

障がい者雇用は日本に留まらず、韓国でも実

際にカフェ事業を展開させている。目標は全

世界でやること。渡邉代表にとっては、これ

ら全てが先行投資なのだろう。

　「僕、日本人である前に、人間なんで」

　渡邉代表に話を聞いたのはここまでだが、

その後スタッフから興味深い話を聞いた。

　「とても健脚で、健康にも配慮していて、移

動の際にも時間を見つけては歩いていかれま

すね。」これは道案内をしてくれたスタッフが

教えてくれた話だ。

　「よし！今から一駅歩くぞ！なんて言って歩

き出そうとしたことがありまして、私の足で

は講演に間に合わないので電車でお願いしま

す！と引き止めたことがありました。こんな

時は困っちゃいますよね」

　笑いながらそんな話をしてくれたが、その

話し方からは「あの人にならついていける」

という、信頼のようなものが垣間見られた。

何よりも渡邉代表の人柄を現しているように

感じた出来事だった。

・障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業、
就労継続支援（A型・B型）を行う通所型多機
能事業所。障がいのある方の就労支援を日本各
地で行っている。

（※１　アイエスエフネットグループ：ICT（情
報通信）事業を主軸とする株式会社アイエスエ
フネットを母体とする企業グループ。国内のみ
ならず、海外はアジアを中心に８ヵ国で事業展
開している。）
・アイエスエフネットグループでは「25大雇用
（一般的に就労が困難とされる方々の雇用）」を
掲げ、実際に行っている。
１：ニート・フリーター、２：FDM（※１）、３：
ワーキングプア、４：引きこもり、５：シニア、６：
ボーダーライン（軽度な障がいで障がい者手帳
を不所持の方、７：DV 被害者、８：難民、９：ホー
ムレス、10：小児がん経験者、11：ユニークフェ
イス（見た目がユニークな方）、12：感染症の方、
13：麻薬・アルコール等中毒経験者の方、14：
LGBT（性的少数者）、15：養護施設等出身の方、
16：犯罪歴のある方、17：三大疾病、18：若年
性認知症、19：内臓疾患、20：難病、21：失語症、
22：生活保護、23：無戸籍、24：児童虐待の被
害者、25：その他就労困難な方（破産者、父子
家庭・母子家庭、記憶障がい、就労国の言語が
出来ない　且つ　専門スキルがない外国人）

（※１ アイエスエフネットグループでは障がいの
ある方を「未来の夢を実現するメンバー」として、
FDM（Future Dream Member）と呼称してお
ります。）

株式会社アイエスエフネットライフ
（アイエスエフネットグループ ※１）

会社概要

難しいことが難しいことじゃない
会社全体に満ちた信頼感

「地上の星」と「アイ・オブ・ザ・タイガー」
で戦闘モードに

H u m a n  　 D o c u m e n t
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03-6441-0484
info@nasid.jp

お問い合わせ

一般財団法人 全国障害者自立支援の会（事務局 株式会社 Rabikeri）

お気軽にお問い合わせください。

株式会社サードセブン様
チャリコス実行委員会様

シニアレップ株式会社様
株式会社 Enter ！様

特別協賛

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。
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間足を止めてくれる客は少なかった。し
かし百貨店での販売は、多くの客がじっ
くりと品物を見る。きっと良さに気がつ
いてもらえると思う。美んさんはそう
語ったが、確かに会場を見渡す限り、多
くの客がじっくりと商品の説明を聞くた
めに足を止めている姿が目についた。
　「楽しんでいってね！」と笑って会場
を案内してくれた美んさんは、いつも笑
顔だ。これだけのスペースに、これだけ
の商品を集めるのは大変だっただろう。
苦労はないんですか？ 尋ねてみると、
美んさんは首をひねる。「マイナスの話
はあんまりしないんです。良いことばっ
かり考えちゃう。だって、今回も大変だっ
たけど、良いことのほうが多かった。仲
間が増えたし、何よりも新しい販売場所
も見つかった（笑）」すでに別のデパー

　5月29日から６月１日まで東急百貨店（吉祥寺店）で開催された「福祉もの
つくり展」に足を運んでみた。会場には菓子類だけではなく、衣類やバック、ア
クセサリーに小物類、様々なものが並んでいる。全てが手作りで、手の込んだも
のも多い。これは全国障がい者施設の手作りグッズを販売する「ありがとうショッ
プ」経営の砂長美んさんの考えに東急が賛同し、実現されることになった百貨店
での商品販売会だった。障がい者雇用の問題を、寄付や補助金で解決するのでは
なく、仕事をし、働くことによって社会と関わり、自分のお金で人間らしい生活
が送れるようにと願う砂長美んさんこと通称「美んちゃん」の活動のひとつだ。

ありがとうショップ
　ひとつひとつの商品がどれだけ丁寧に
出来ているか知って欲しい。「障がい者
のつくった商品、良いじゃない！そう思
われたい。それが最大のポイントであっ
て、売りです！」そう笑顔で話してくれ
る美んさん。その思いで、二ヶ月間良い
ものを探しまわった。集まったものは、
どこに出しても恥ずかしくない一級品ば
かりだ。商品自体の良さを知ってもらう
には、百貨店などのデパートで販売会を
開けたのは良いキッカケになったと美ん
さは言う。使っている材料は良いものば
かりだし、何よりも時間をかけている。
少しずつでも商品価値をあげていきた
い。その想いがある。
　野外での販売会が多く、今までは長時

商品の良さを感じてほしい第一回　福祉ものつくり展
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いきたいと思っています。それが世界中
の福祉に関わる人の給料をあげることに
繋がるはずですから」

　東急の縁の下の力持ち。通称「えんち
か」。普段は東急たまプラーザ店の地下二
階で仕事をしている。2012 年に立ち上
げられた東急の障がい者を中心とした部
署だ。ここでは伝票の記入や包装紙のシー
ル貼りを主な業務として行っている。そ
のえんちかチームが今回は販売員として
参加をした。ひとつひとつ丁寧に商品を
説明してくれるえんちかメンバーは活き
活きとしている。良い刺激になったこと
は間違いないだろう。美んさんの活動が、
ここにも良い波をもたらしていた。

　自身も障害を抱える大橋さんも、今回
は美んさんの薦めで会場の一角にスペー
スを設けたひとりだ。今まで多くの人の
似顔絵を描いてきた。それでも百貨店で
行うのははじめてのこと。「最初は緊張し
たけど、やってみて良かった。凄く喜ん
で貰えるから嬉しい」そう話しながらも、
絵を描きつづける手は止まらず、慣れた
手つきでさらさらと描き進めていく。今
回は大橋さんに美んさんの似顔絵を描い
てもらった。「いつも何か新しいことを考
えている美んさんを表現しました」

自身がディレクシア（LD・学習障害のひとつで、
知的に問題はないものの読み書き能力に困難を伴
う症状）を抱えている。ヘアメイク事務所「Tokyo 
Mekeup」、全国障がい者施設の商品を販売する「あ
りがとうショップ」の経営を通じ、障がい者の賃
金向上のために活動をしている）
http://arigatoshop.jp/

縁の下の力持ち。
チーム「えんちか」

似顔絵を書きます！

トでの販売会も決まっているらしい。美
んさんの人柄や考え方に賛同して、協力
をしたいと思う人は後を断たない。
　「世界中で展開したい。たとえば、
ニューヨークの施設で作られたものを日
本で売って、日本で作ったものをあっち
で売る。そうやって輪を広げていきたい。
福祉をキーワードに、世界中で展開して
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　先日『ドラムを中心とした楽しい打楽器の演
奏会』の司会で東広島市へ。実は4年前、この
演奏会で、大きな音が苦手な、当時小学4年生
のたっ君と出会いました。ドラムを習いはじめ
て3ヶ月で初演奏だったのに、迷いのない、力
強い演奏をした彼に、「演奏の出来は？」と聞
くと、「完璧です !」と笑顔で答えてくれたのが
印象的で、そのたっ君と今年も再会し、お母様
とお話をする機会を頂きました。「4年前、息子
は大きな音が苦手だと思っていた時に、知人の
薦めでドラムスクールに足を運んだ際、ドラム
の大音量に驚く様子もなく、音楽に逆に興味を
持った息子を見て、受講することに。これまで
一度もレッスンを辞めたいと言ったことはなく、
ドラムレッスンを通して、人とのコミュニケー
ションも少しずつできるようになっていく我が
子の姿に、音楽の力は凄いと思うと同時に、ド
ラム以外でも出来ることがあるのかもと前向き
に考えられるようになりました。息子はこれま
で、何か始めようとする度に、抱えているハン
デの事について書類記入を求められましたが、
ドラム教室では一切求められず、特別扱いもな
く、他の生徒さんと同じように普通に接して下
さった事が嬉しかったです。ハンデを抱えてし
まった事をしんどいと感じたこともありました
が、音楽を通して、可能性の世界が広がったと、
親子で感じられるようになりました。」と話をし
て下さり、お母様の一言、一言が胸に響きました。

読者投稿・恋愛相談・就職相談

この日、演奏が終わっ
たたっ君に「今日の演
奏を自己採点すると何
点？」と聞くと、とび
きりの笑顔で「200点
か300点です !!」

ドラム講師になって四半
世紀になる中光先生の
モットーは、「身構えずに
人を受け入れること」

　ドラム講師の中光先生に伺うと「音楽は、国境・
性別・年齢・肩書き・体のハンデの有無など関
係ない世界だから、常に自然体で接しています。
たっ君はピュア（純粋）で裏表がなく、言葉で会
話をするのではなく、音で会話をする彼の感性
は人並み以上。楽譜は不要で、耳から入ってく
る音楽を身体で感じてドラムと向き合っており、
彼のドラムを聴いていると、音楽に理屈は不要
だと感じます。これからもたっ君をはじめ生徒
の皆さんと、音楽の楽しさを共有していきたい
ですね。」と語ってくれました。音楽を通して広

がるバリアフリーの輪が、
更に広まると良いなと思っ
た、広島でのお仕事でした。

〒739-2102 
広島県東広島市西条西本町28-30（西条プラザB1）
Tel：090-7894-2722（中光）　
　　 090-9468-9613（今井）
営業時間：10:00～25:00　　定休日：不定休
http://nstudio.info/　　
E-mail nstudio@crest.ocn.ne.jp

ドラム教室＆レンタルスタジオ
NStudio（エヌスタジオ）

ナレーター・声優　　宮﨑　暁子 (ミヤザキ アキコ )

福岡県出身。ナレーター・声優として作品と向き合う傍ら、司会・
取材・歌・イベント企画・ボランティア活動など、マイペースで
活動中。(東京在住)

Interview

PARK

７月４日（土）　ＯＳシネマズミント神戸
７月４日（土）　名古屋ピカデリー
７月４日（土）　ＴＯＨＯシネマズ天神　ソラリア館
７月５日（日）　ＴＯＨＯシネマズ流山おおたかの森
７月５日（日）　ＴＯＨＯシネマズ梅田
＊上映時間、料金、アクセス等は劇場へお問い合わせください。
＊上映時間は決まり次第以下のサイトにも情報がアップされます。
http://www.toho.co.jp/theater/bf/31

※ 音声ガイド付きで日本語字幕版を上映する形式となります。
※ 音声ガイドは、上映と同時進行でＦＭ送信致します。
※ イヤホン付きＦＭラジオをご持参いただきますと、88.5MHzでどなたでも音声ガイドをお聴
きいただけます。
※ イヤホン付きＦＭラジオの貸し出しを劇場にて実施致しますが、数に限りがございますので
予めご了承ください。
 日本語字幕版の上映スケジュールに関しては下記サイトをご覧ください。
http://www.toho.co.jp/theater/?no=31

umimachi.gaga.ne.jp海街diary
2015年6月13日（土）全国東宝系公開
○c 2015吉田秋生・小学館／フジテレビジョン　
小学館　東宝　ギャガ

ストーリー

まぶしい光に包まれた夏の朝、鎌倉に住む三姉妹

のもとに届いた父の訃報。十五年前、父は家族を

捨て、その後、母（大竹しのぶ）も再婚して家を去っ

た。父の葬儀で、三姉妹は腹違いの妹すず（広瀬

すず）と出会う。三姉妹の父を奪ったすずの母は

すでに他界し、頼りない義母を支え気丈に振る舞

う中学生のすずに、長女の幸（綾瀬はるか）は思

わず声をかける。「鎌倉で一緒に暮さない？」しっ

かり者の幸と自由奔放な次女の佳乃（長澤まさみ）

は何かとぶつかり合い、三女の千佳（夏帆）はマ

イペース、そんな三姉妹の生活に、すずが加わっ

た。季節の食卓を囲み、それぞれの悩みや喜びを

分かち合って。しかし、祖母の七回忌に音信不通

だった母が現れたことで、一見穏やかだった四姉

妹の日常に、秘められた心のトゲが見え始める。

バリアフリー上映のお知らせ！ ＊音声ガイド・日本語字幕付き
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