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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　中島拓未
平成 6 年 6 月 4 日生まれ　21歳　男性　 
神奈川県立鶴見養護学校分教室　卒業
東急百貨店　たまプラーザ店　チームえんちか勤務

仕事の中で気をつけていることは、
お客様の気持ちを考えること。
お客様に笑顔で使ってもらうことを心がけています。
将来の夢は一軒家を買うこと。
ずっとアパート暮らしだったので家族が喜ぶ広い庭がほしい。
最後に表紙絵で頑張ったところは、動物の感情表現です。
カバがお化けを見て焦っていたり、猫が虫をとっていたりと、
現実にない世界観をぜひご覧下さい。

■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
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実際にやってみて、大会に出てどうでし
たか？

中高と柔道をやっていましたが、７年の
ブランクがありました。そもそも柔道着を
持っていなかったので、まずは買いにいく
ところからでしたね（笑）
　はじめは試合に出るのが嫌だったんです
よ。負けるのがこわかった。でも試合に出
ないと分からないんじゃない？と言われて
出て、良い成績を残せた。一歩踏み出した
ことが、大きな転機になりました。

視覚障がい者柔道をはじめるきっかけ
は？

目が悪くなったのが大学２年の終わり。
生活に慣れるまでかなりかかりました。ま
わりの人のフォローがあって、なんとか卒
業間近になった時です。友人たちの就職が
決まりだしている時、僕ひとりだけ何ひと
つ進路が決まってなかった。焦っていまし
たね。そんな時、柔道をやってみないかと
勧められました。
　僕にとって目が悪くなってはじめて、自分
で決断して一歩踏み出したものが柔道です。

「一歩踏み出す勇気」

Q

Q

A

A

A t h l e t e  F i l e 3

yusuke Hatsuse

初瀬　勇輔（はつせ　ゆうすけ）  

広州アジアパラ競技大会 2 連覇
視覚障害柔道

「やりたいことがあったら、
やってみたほうがいい。

行動してみないと何も分からない」

これまでに国内大会９連覇。2008年北京
パラリンピック出場するなど、数々の輝かし
い戦績を誇る。柔道の傍ら、自らの経験を踏
まえ、障がい者の就職・転職を支援する会社
を設立。柔道家として、経営者として、未来
を見据える初瀬勇輔の今までとこれから。
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初出場で優勝されていますが、特別な思
いはありますか？

前日まで進路も何も決まっていない大学
生が、大会で優勝したことで翌年の国際大会、
アジア大会と世界選手権の代表に決まって日
の丸を背負うことになったんです。一歩踏み
出したことで、大きく変わりました。同じ視
覚障がいの仲間と出会えたことも大きいです
し、家族は泣いて喜んでくれました。目が悪
くなってからようやく安心を与えられたんだ
と思います。僕自身も、ようやく居場所が見
つかった。そんな気がしました。

練習はどのようにやっているんですか？
大学の道場で練習しています。だからま

わりはみんな健常者。障がい者は自分一人。
そういうところが他の障がい者スポーツと
は少し違うかもしれません。本当に健常者
と一緒にできるんです。

視覚障がい者柔道の魅力とは？
組んでからがスタート。離れてしまった

ら待てがかかる。それ以外は健常者と全く
同じルールです。おもしろいところだけを
凝縮しているんですよね。刀をお互い喉元
に突きつけ合っているような真剣さ。柔道
は障がい者も健常者と一緒にできる。目が
悪くなってから改めて柔道の良さに気がつ
きました。畳の上では平等。そこが面白い
ところです。

リオ・東京パラリンピックについて
リオはまだ最終予選が決まっていない

んですが、最後まで諦めずに出場を目指す

つもりです。東京パラリンピックについて
も同じです。その年はちょうど 40 歳になる
年で、まだ出来ると思う。自国開催ですし、
東京に住んでいるので出たいですね。何か
得るものがある気がします。

会社を設立されたきっかけは？
色んな理由があります。もともと障が

い者に仕事をつくる仕事がしたいと思って
いたんです。それで自分がちょうど 30 歳に
なった年に考えました。30 歳という節目の
年齢でもありますし、2011 年の震災のこと
もあった。未来って普通に来るものだ、明
日って普通に来るものだって思っていたん
ですよ。目が悪くなったのも突然だったし、
急に見えなくなったので。その時に、当た
り前の明日なんてないって思いました。や
りたいことがあるなら頑張ってみよう。柔
道をはじめた時に実感したので、自分にし
か出来ないことをやろうって。

今後やりたいこと、競技を通じて伝えた
いことは？

たとえばパラリンピックについてなんで
すが、障害をもっている人が飛んだり走っ
たり、それを見て、そこに障害があるって
いう同情の気持ちなんて無いですよね？ 一

人の人間として認め合うような社会がそこ
にはあると思うんです。そういうものをきっ
かけに障害者と認め合うことが出来る社会
が生まれればと思っています。
　やりたいことがあったら、やってみたほ
うがいい。行動してみないと何も分からな
い。僕自身の経験からそう思います。まず
は一歩踏み出す勇気を持つ。外に出ないと
仲間もできないので。同じ障害を持つ仲間
が出来るってすごく大きいことです。外に
出れば、何かが変わると僕は思います。

○c MARS FLAG Corporation大会実績

第 20 〜 26 回全日本視覚障害者柔道大会
90kg 級　優勝（7 連覇）

2005 〜
2011 年

フェスピッククアラルンプール大会
（アジア大会）　金メダル

2006 年

IBSA 柔道世界選手権　トルコ大会　
90kg 級　7 位

2010 年

広州アジアパラ競技大会　90kg 級　
金メダル（2 連覇）

2010 年

北京パラリンピック　90kg 級　出場2008 年

人材紹介サービス
障害者雇用コンサルティング
セミナー・研修・講演
点字名刺・シールの販売
ユニバーサルデザインのマーケティング
福祉機器の販売

事業内容

http://www.universalstyle.co.jp
株式会社ユニバーサルスタイル

障害者の就職・
転職をサポートする

Q

Q
Q

Q

Q

Q
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A
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　「28歳で目の病気になって、このまま生き

方さえも色褪せてしまうんじゃないかって、

落ち込みました。でもそうじゃないって気

がついた。クライミングは自分が愛してき

たもの。目が見えなくなっても出来ている

んだから、他の人にも出来るし、伝えられる。

そう思ったので、モンキーマジックを設立

しました」

　モンキーマジックの掲げるキャッチコ

ピー「見えない壁だって、越えられる。」は、

小林さんの経験から、強い説得力を持って

語りかける。誰にでも出来る。やってみな

ければわからない。その思いが込められて

いる。

て。でも、そういうわけじゃないんです。

　目が悪いことがクライミングを辞める理

由にはならなかった。それだけなんです

（笑）」そう気負いなく語る小林さんは、７

月に行われたアメリカ・アトランタでの全

米障がい者クライミング選手権で金メダル

を持ち帰ったばかりだ。

　「クライミングは楽しみ方に幅があるんで

す。自然の岩を登るのも楽しいし、施設の

中で誰かが設定した課題に挑戦するのも楽

しい。とにかく登るのが好きなんですよね」

　小林さんがフリークライミングと出会っ

たのは高校生のとき。たまたま本屋で手に

とった雑誌がきっかけだった。16歳でクラ

イミングをはじめ、その後28歳で進行性眼

病を発症。けれど今も、障がいを抱えなが

ら登り続けている。

　「よく聞かれるんです。クライミングがあっ

たから障がいを乗り越えられたんですよねっ

そんなクライミングイベントが
渋谷で奇数月に開催されている。
これは NPO 法人モンキーマジックの活動のひとつだ。
ここには自らも視覚障がいを抱える
モンキーマジック代表の小林さんも参加している。

「見えない壁だって、越えられる」

人間ドキュメント 小林幸一郎 さん

H u m a n  　 D o c u m e n t

モンキーマジック

「フリークライミングは
障がい者のスポーツじゃない。
障がい者も楽しめるスポーツなんです」

見えない壁だって、越えられる

8-11.indd   1-2 15/08/24   15:21
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　ここには様々な人がいた。健常者の他に、

目の悪い人、耳が悪い人。一緒になってチー

ムを組む。ほとんどが初対面だ。その中で、

たとえば目が見える者はアイマスクをつけ

てクライミングに挑戦する。点数をチーム

ごとに競いあい、サポートに回るものは、

どうすれば相手に指示が伝わるか考え、悩

んで答えを出す。どんどん広がるコミュニ

ケーションの輪は、すぐに障害という垣根

を飛び越えてしまう。目が見えなくても伝

わる。手話なんて出来なくても伝わる。そ

んな気づきが、確かにそこにはあった。

〒 180-0002 東京都武蔵野市
吉祥寺東町 4 丁目 11 番 6 号
TEL ╱ FAX 0422-20-4720
Email：info@monkeymagic.or.jp
HP ：www.monkeymagic.or.jp
各地でイベントや、スクールを開催中！！

NPO法人モンキーマジック

法人概要

H u m a n  　 D o c u m e n t

「障がい者」という
垣根が取り払われたイベント

　「実はクライミングってすごく「ゆるい」

んですよ。それがクライミングの魅力。ずっ

と登ってるわけじゃなくって、空気を感じ

て、静かな時間も楽しむことが出来る。旅

みたいなものなんです」

　だから誰だって出来る。小林さんはそう

繰り返す。子供から大人まで。大人からお

年寄りまで。目が見えない人も、聞こえな

い人も、誰だって出来る。いつまでだって

出来る。そういうスポーツなのだ。

「僕はいつまでも岩登りをする、
小僧みたいなじいちゃんになりたい」

小林幸一郎
2006 年第１回パラクライミング
ワールドカップで優勝。その後も数々
の障害者クライミング競技会で優勝
の戦績をもつクライマー。クライ
マーとして大会に出るだけではなく、

NPO 法人モンキーマジックの代表として、視覚障害者
クライミングの指導・普及活動を行っている。

Profile

8-11.indd   3-4 15/08/24   15:21
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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。

第42回 国際福祉機器展（10/7〜9 東京ビッグサイト）に出展致します。

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。

12-13広告.indd   1-2 15/08/24   15:21
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　東急百貨店 たまプラーザ店の地下には、
縁の下の力持ちがいる。それが「チーム
えんちか」だ。
　伝票記入や箱作り。袋を折って、紙を
分ける。地味だとしても、必ず売り場の
誰かがやらなければならない仕事。そう
いったものを一手に引き受け、百貨店で
働くスタッフを、更には買い物に来るお
客様を、縁の下から支えている。
　現在は７名の知的障害を抱えるメン
バーと、それをサポートする２名のスタッ
フが働いている。今回訪ねたのは、チー
ムえんちかの発足から関わっている松田
さん。縁の下の力持ちのはじまりは、松
田さんからの発信だった。

　「34 歳の時に脳梗塞で倒れ、それ以来右
手・右足がうまく動かなくなりました」
　自分の体験をそう松田さんは語る。倒
れるまで、売り場に立って仕事をしてい
た。病気をしてから売り場の仕事が出来
なくなり、事務職を担当。自分のことを
考えた時、このまま納得のゆく仕事が出
来ずに定年を迎えてしまうのは勿体ない。
そう思って自分の考えを会社に語った。
障害者雇用と真っ向から向き合いたい。
　それが「チームえんちか」が発足され
るそもそものはじまりだった。
　「今はすごく充実しています」笑って
語ってくれる松田さんは、えんちかの未
来を常に見据えていた。

　障害者雇用。そう聞くと、和やかな雰
囲気で、楽しく仕事をしているようなイ
メージがある。けれどこの「チームえん
ちか」は違う。自分たちの給料は「お客
様からいただく」を徹底しているので、
仕事に対する姿勢は厳しい。これは実習
や訓練ではなく、仕事だからだ。その意

企業探訪

チームえんちか
東急百貨店 たまプラーザ店

東急百貨店の経営理念実現のため
のスローガン「hug everyone」
の中にある行動指針のひとつ。

「働く仲間と hug」に基づいて
取り組んでいる

自分たちの給料は
「お客様からいただく」を
徹底している

14-17企業探訪.indd   1-2 15/08/24   15:22
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識をメンバー全員にもたせているため、
滅多なことがないかぎり誰も休んだりは
しない。作業する手を止めずに、メンバー
は真剣に仕事をしていた。
　松田さんと大野さん、この２名がメン
バーを支えるスタッフだ。「このふたりを
どう思いますか？」と尋ねてみると、仕
事の手を止めてメンバーは恥ずかしそう
に笑った。「厳しい時もありますけど、で
も私たちのことを本当に考えてくれてい
ます。すごく感謝しています」その返答

からは、厳しいだけではなく、確かな信
頼感がそこにあるのだと感じられた。

　今年の５月末、東急百貨店 吉祥寺店で
開催された「福祉ものつくり展」。これは
全国障害者施設の手作りグッズを販売す
る「ありがとうショップ」の考えに東急
百貨店が賛同し、実現された商品販売会
だった。そこにチームえんちかメンバー
は販売員として参加した。メンバーにとっ
ても良い経験だったようで、これからも
機会があれば参加したいと松田さんは考
えている。もっと外に出て、彼らを知っ
てほしい。キーワードは障害者も健常者
も「一緒に働く」こと。もっとたくさん
のことを経験して、社会とのつながりを

深めてほしい。まだまだ縁の下の力持ち
として、出来る仕事はたくさんある。え
んちかの未来を語るのは、もちろん松田
さんだけではない。メンバーを支える同
じスタッフである大野さんもまた、えん
ちかの未来を思い描いている。
　「ものづくりが得意な子がいるんです」
一緒に働くメンバーを自慢するような口
ぶりで、大野さんは話してくれた。「もの
づくりが好きな子が多いので、そういっ
た子の思いを形にしてみたい。障害者が
作りましたと言って出すのではなく、商
品やノベルティとしてお客様に提供でき
るようなものを作れたらと思っています」
その話ぶりからは、一緒に働く仲間への
信頼や期待、愛情までも感じられた。次
は何をしたい。その次は何をしたい。や
る気に満ちたふたりのスタッフが、常に
メンバーを先へ先へと導いていく。そこ

には何があるのだろう。えんちかの未来
がどこまで広がるのか、それを楽しみに
したくなる訪問だった。

全国障害者施設の手作りグッズを販売。
障害者雇用の問題を、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
願う砂長美んさんの活動のひとつ。
http://arigatoshop.jp/

ありがとうショップ

これからも続く
「えんちか」の挑戦

14-17企業探訪.indd   3-4 15/08/24   15:22
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PARK

る時のほっとする感じ。朝一番に飲むお水
の清々しさ。窓の光と風の匂い。残業帰り
の夜空の月の色。台風が過ぎて陽が昇る安
心感・・ふとした日常の端々に、花や自然、
宇宙を感じて私たちは生きています。

　日常のほとんどは、そんな自然との関わ
りに気づかず、自分対誰かの関係の中で終
始しています。その関係の中で嬉しくなっ
たり、怒ったり、悲しんだり。そして誰か

との関係の中で自分を認めてもらい、満足
する・・。
　でも、心のどこかでもうひとりの自分が
いて、何か言っている。
そんな風に感じたことはありませんか？
もうひとりの自分が感じている、思い。
もうひとりの自分がやってみたいこと。
行ってみたいところ。話をしたい人。
　セラピーとは単なる癒しではありません。
もうひとりの自分に出会うこと。対話をす

ることです。
　フラワーエッセンスは、そんな内なる私
に気づき、内なる声に耳を澄ますことの面
白さを教えてくれます。
　これから、そのガイドをつとめていきた
いと思っています。
　どうぞ楽しみにしていてください！

　フラワーエッセンス、耳慣れない言葉か
もしれません。
　フラワーエッセンスは、植物を使った自
然療法、ナチュラルセラピーのひとつです。
イギリスで生まれたこのフラワーエッセン
スは、花や植物のエネルギーで、人間の気
持ちや感情・・いわゆる心に働きかける、
静かな、でもパワフルなセラピーです。日
本に入ってきたのはまだ数十年ですが、欧
米では歴史は古く戦前にさかのぼります。
フラワーエッセンスの原型は、花の朝露。
古代の人々は、花の朝露を飲み健康を増進
し、儀式や季節の節目に用いて花のエネル
ギーを取り入れ、花とともに、宇宙ととも
に生きてきたのです。
　
　花や自然、宇宙とともに生きる。そんな
ことを今の私たちはすっかりわすれてし
まっているかもしれません。しかし、よく
思いめぐらしてみると・・お祝いの時に花
を送られる喜び。家にある木の椅子にすわ

読者投稿・恋愛相談・就職相談

フラワーエッセンス・プラクティショナー　
上村　美和子 (うえむら　みわこ)

神戸市出身。香川県高松市在住。
フラワーエッセンス・セッションルーム
「心晴日和」（こはるびより）主宰。
フラワーエッセンスの魅力と可能性を皆様に伝え
るべく、高松、大阪、神戸を中心に活動中です！
blog: http://itumokoharu.blog.fc2.com/
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