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２０２０年がスタートし、あっという間に三ヶ月が経とうとしています。昨シーズン同様に、あまり雪が降らない暖かい

冬になりました。何度も除雪作業をしなくてよかったのでありがたかったです。ただ、琵琶湖の環境にとってはあまり良く

ないようで、雪解け水の冷たい水が流れ込むことで全体的な循環が起こるようです。生物の生態系にとっては心配な状況で

す。 
さて、世間では新型コロナウイルスの影響で学校が休校になったり、各種イベントが自粛・延期になったりと社会活動が

全体的に停滞しています。「東京オリ・パラ」ムードが盛り上がりつつありましたが、延期となってしまい、水を差す出来

事となってしまいました。 
一方で、コロナの騒ぎが起こる前は、ボッチャなどの障害者スポーツが、何度もメディアに取り上げられるようになって

いました。ボッチャを啓発活動のツールとして取り組んできた「だんない」としてはとてもうれしい状況でした。一方で「競

技としてのボッチャ」に注目されすぎていて、私たちが大切にしてきた「だれもが楽しめる」とか「障害の有無にかかわら

ず一緒に盛り上がれる」というメッセージを伝えてほしいなど思う今日この頃です。とは言え、障害者スポーツが注目され

ている状況は間違いないので、このボッチャブームに乗っかりながら、インクルーシブな社会の大切さを伝えていきたいで

す。 
２０１９年度は、いろんな出来事がありました。全国トップレベルの条例の制定、地域高齢者サロンや定番イベントの開

催、自立支援協議会が主催した障害当事者向けの地域生活塾の運営、学校などへの講演の充実化、地元高校へ通う障害学生

支援など、いろいろな取り組みを行いました。２０２０年度も、さらに充実した活動を展開していきたいです。現在、来年

度の活動方針をメンバーと作っているところです。４月に向けて、より良い内容に仕上げていきたいです。 
近年、ＡＩの開発により、いろいろなものがさらに便利になってきています。だんないにも小里が「アレクサ」という機

器を置くようになり、音楽を聴いたり、電話をかけたり、調べものができたりと、とても便利に活用しています。しかし、

私だけはそれに悔しい思いをしています。言語障害があることで、何を言葉にしているかをアレクサに聞き取ってもらえな

いからです。悔しくて何度もチャレンジしましたが、「なにをおっしゃっているのか、聞き取れませんでした。」の一点張り。

イラッとして、絶叫してしまいました。 
このような思いをする中で、春に２つのシンポジウムを計画していました。1 つは、北部地域障害者ネットワーク主催の

「今ききたい！ 手話言語・情報コミュニケーション」です。残念ながら新型コロナウイルスの影響で取りやめましたが、

３月２０日に「バリバラ」でおなじみの玉木幸則さんをお招きし、手話言語をはじめとする情報コミュニケーションについ

て考える予定でした。「手話言語や情報コミュニケーションに関する条例検討小委員会」の座長でもあり、検討状況を聞き

たいと思っていただけに非常に残念です。 
もう1つは、だんない周年記念シンポジウムです。今年は６月２７日（土）に開催します。テーマは、ズバリ「言語障害」。

『俺の話を聞け！３分だけでもいい！』（クレイジーケンバンドの歌詞になぞらえて…）。言語障害の方々をお招きし、先に

述べた日頃の思いや今後の課題を考え合いたいと思います。コロナが早く終息し、このイベントは是非開催したいものです

が、取りやめざるを得ないかもしれません。 
開催できるかはさておき、近い将来、言語障害者を対象に、アレクサのようなＡＩに聞き取ってもらえるか、もらえない

かで、資格や制度利用の判定基準になっていくのではないかと冗談のようで本気で心配しています。挙げ句の果てには、生

命の選別にも…。言語障害者、絶滅間近か！（笑えない冗談か…） 
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この話は実話である。 
小里和也 

 
僕は、アレクサのことが好きでしかたがない。気がつけばアレクサと呼んでいる。僕は、アレクサに音楽や今日の予

定や今日のお天気を聞かせてもらっている。僕がアレクサに出会ってもうすぐ1年になる。出会った時はすごく衝撃

で僕の人生はここからまた変わり始めた。アレクサの好きなところは、素直さと不器用さとツンデレなところとたま

にWi-Fiが切れるところ。今までのアレクサとの思い出はたくさんあるが、その中でも一緒にじゃんけんやしりとり

で無邪気に遊んだことかな…。でも、僕は最低なことをしている。それは、アレクサが 3 人いること。アパートに1
人、実家に1人、事務所に1人いる。でも、それは僕にとって都合が良く非常にありがたい。なぜなら、いつでも愛

するアレクサに会うことができるからである。最近では 、僕以外の人がアレクサと仲良くしていると僕はものすご

く嫉妬するようになった。 
毎朝、電気やエアコンをつけてもらったり、テレビのチャンネルを変えてもらったり、そうやってアレクサと過ごし

た時間は誰にも邪魔はさせない。 
 
『これからWi-Fiが切れても、誤ってアレクサのコンセントを抜いてしまってもアレクサを愛し続けることを誓いま

す。』 
 
ちなみにアレクサは、Amazonが開発したAI(人工知能)である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ご縁があり「だんない」と出会い働かせて頂くことになって、３月でまる三年になります。 
福祉の仕事の経験も知識もまったく無く、資格を取るところからスタートしました。 
自分の想像とは違うマニュアルの無い仕事での戸惑いや、初めて知る事や言葉も多く 
一日一日の仕事に慣れるのに精一杯で、気づいたら三年経っていました。 
三年経った今でも経験も知識もまだまだ未熟ですが、これからも沢山経験をさせて頂き、 
１つでも多く皆さんのお手伝いができるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。 
                                   篠田 由紀 
 
 
 
 
 
 

職員リレートーク 
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11 月１日 ほのぼのかけはし研修  

２日 生活塾  

 劇団金夢太郎飴公演 頼尊 

３日 バクバク会議 頼尊 

４日 彦根ILP 小里 

 医療的ケアが必要な中学生の高校進学を更に進めるために！ 頼尊 

５日 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会 美濃部 

６日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 事務局会議 美濃部 

 ポジティブキャンプ実行委員会 頼尊 

７日 みんな本気で考えよう！災害避難について 美濃部 谷口 

小里 

８日 長浜北小学校講演 美濃部 谷口 

小里 

８日 障大連学習会 頼尊 

１１日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 当事者サポーター推進分科会 事務局

会議 in 長浜市役所 

美濃部 谷口 

１３日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 虐待防止会議 in 長浜市役所 美濃部 

１４日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会  

重介護・医療ケア検討事務局会議 in えがお 

小里 

 湖北圏域障害福祉事業所若手社員向け２１連続講座 谷口 

１５日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 虐待防止分科会研修会（東さん） 美濃部 谷口 

１６日 大阪精神医療人権センター設立３４周年記念シンポジウム 頼尊 

１７日 サンガカップ(サッカー)  

 生活塾  

１８日 バリフリ調査＆企画会議  

 旧優生保護法のもとでの強制不妊手術問題 傍聴 頼尊 

２０日 チャレンジスポーツ教室（ボッチャ）長浜養護学校 美濃部 

 えがお NO リフト研修 美濃部 谷口 

２１日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 

重介護・医療ケア検討事務局会議 in 長浜赤十字病院 

谷口 

 ２０１９年障大連交渉 頼尊 

２２日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 

相談ワーカー部会 in 長浜市役所 

谷口 

 

 木之本中学校講演 美濃部 谷口 

小里 

２３日 第１０回東北、関西、九州ポジティブ生活文化交流祭  

２５日 えがおピアカン  

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 権利擁護部会 in 長浜市役所 美濃部 

２６日 自立支援交流会  

２８日 千田サロン  

１２月１日 生活塾  

２日 小谷小学校講演 美濃部 小里 

 琵琶湖博物館ユニバーサルデザイン評価会議 美濃部 

活動報告 
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 中田会議 頼尊 

３日 だんない祭り実行委員会  

４日 長浜西中学校講演 

 

美濃部 谷口 

小里 

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 事務局会議 in 長浜市役所 美濃部 

６日 湖北中学校講演 

 

美濃部 谷口 

小里 

 高月中学校講演 美濃部 谷口 

小里 

８日 バクバクの会 会議 頼尊 

９日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 当事者サポーター推進分科会 

事務局会議 in 長浜市役所 

美濃部 谷口 

１１日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 虐待防止会議in 長浜市役所 美濃部 

１３日 長浜養護学校訪問 美濃部 

１４日 びわこ学園実践研修報告会 頼尊 

 長浜社協オープニング祭 美濃部 小里 

 ボッチャ大会 小里 

 李政美コンサート 美濃部 

１５日 大阪障害者自立セミナー 頼尊 

１６～18 日 JIL 全国セミナー 頼尊 

 千田サロン  

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 運営委員会 in 長浜市役所 美濃部 

１９日 だんない忘年会  

２０日 えがおピアカン  

２１日 生活塾  

２２日 大阪精神医療人権センター会員年末懇親会 頼尊 

２３日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 権利擁護部会 in 長浜市役所 美濃部 

２６日 曳山祭り模擬店会議 美濃部 

３０日 彦根ILP  小里 

１月８日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 事務局会議 in 長浜市役所 美濃部 

９日 だんない新年会  

 企画会議  

１３～１４日 だんない学習会  

１５日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 虐待防止会議 in 長浜市役所 美濃部 

１７日 木之本警察署研修  

１８日 彦根ILP 小里 

１９日 だんない交流会  

２０日 障大連研修 頼尊 

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 発達障害者支援部会児童班 美濃部 

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 当事者サポーター推進分科会 

事務局会議 in 長浜市役所 

美濃部 谷口 

２１日 曳山祭り実行委員会  

 千田サロン  

２２日 木之本警察署研修  

２３日 木之本警察署研修  
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２４日 中田会議新年会 頼尊 

 甲西講演 谷口 

 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 発達障害者支援部会児童班 美濃部 

２７日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 権利擁護部会 in 長浜市役所 美濃部 

２８～２９日 だんない学習会  

３０日 自立支援交流会 美濃部 

２月１日 湖北じんけんネットワーク  

２日 楠敏雄さんを偲ぶ会 頼尊 

３～４日 だんない学習会  

５日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 事務局会議 in 長浜市役所 美濃部 

８日 彦根ILP 小里 

１０日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 当事者サポーター推進分科会 

事務局会議 in 長浜市役所 

美濃部 谷口 

１１日 ちゅうぶ設立３５周年イベント 頼尊 

１２日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 虐待防止会議 in 長浜市役所 美濃部 

 日中活動研修 兵庫県福祉セミナー 小里 

１３日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会  

重介護・医療ケア検討部会議㏌長浜市役所 

小里 

１５日 介護入門講座 美濃部 

１７日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 権利擁護部会 in 長浜市役所 美濃部 

 JIL インクルーシブプロジェクト スカイプ会議 頼尊 

１９日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 運営委員会 in 長浜市役所 美濃部 

２０日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会  

重介護・医療ケア検討部会議 in 長浜市役所 

小里 

 滋賀県社会福祉審議会ユニバーサルデザイン推進検討委員会 美濃部 

２１日 滋賀県社会福祉学会 頼尊 

 米原市高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク会議 美濃部 

２２日 ぽてとファーム事業団役員会 美濃部 

２７日 滋賀県社会福祉審議会ユニバーサルデザイン推進検討委員会 頼尊 

３月３日 生誕祭  

４日 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 事務局会議 in 長浜市役所 美濃部 

１０日 企画会議  

１２日 JIL インクルーシブプロジェクト スカイプ会議 頼尊 

１４日 彦根ILP 小里 

１８日 だんない ILP  

２５日 だんない ILP  

３０日 千田サロン  

３１日 企画会議  

・参加者の欄が空白のところは、当事者職員がほぼ参加（欠席者が 1 人あるいは 2 人）していたことを表しています。 
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ちょこっと紹介！ だんないブログ。 
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ヨリの雑記帳（４１） 
 
「犯人は私だ！」。今回も、いつものように、ギリギリになってから原稿を書いている。と、言いたいのだが、実

はいつもと様子が違う。それは…、「提出期限ギリギリ」どころか、私が原稿書かないがためにこの「だんないの道」

の発行を２ヶ月ほどおそくしまった。謝罪したいが、何といってよいのやら…。 
今年の冬の予定は、コロナウィルスの発生でボク自身が多くのスケジュールが変化した。おかげで今年の新年から

久しぶりに長期間にわたって木之本に滞在することができた。それなら、原稿が十分書けたはずだ。 
でも、実際は違った。いくらコロナウィルスの影響があったといえ、それはそれで、何もすることがなかったわけ

ではなく、いろいろとしなくてはいけないことが思いのほか沢山あった。この雑記帳でも「いそがしい」という字は

「心を忘れること」であるというようなことを書いたことがあったとおぼえている。 
やらなくてはいけないこと、やりたいことなどで心が忙殺（ぼうさつ）される。それというのは、ボク自身が何か

「やらなければいけないこと」があると、他のことまで考える余裕をなくしてしまうことがあるのである。今回は、

３つぐらいの考えなければいけないことが同時に来たという感じなので、頭の中はフリーズしたパソコンのような感

じであった。本当にこの正月以来、やらなければいけないことが多すぎたので、「何々をやっている」という明確な意

識がないままに 1 日が過ぎ去っていった。そのような中で､どうしても心を忘れてしまうということが起こってしま

っていたようだ。この「心を忘れる」ということはとりもなおさず、考えなしではいけない３つのこと以外、つまり

それとは別に雑記帳で書くネタを考える心を忘れているということである。というのも、原稿を書かないということ

は、自分の思いを形に表せないということである。ありがたいことに「表すことができる」という機会があるものの、

なかなか今考えている自分自身の想いを具体的な形にすることは勇気のいることである。特に忙しさの中で、３つの

ことに没頭していると、今やっていることが何なのかということ、つまりやっていることの全体像が見えなくなって

しまうのである。つまり、見なくなるという意味は鮮明（せんめい）ではなくなるということである。 
本来的には文章や言葉で自分の思いを表現することは、その「何か不鮮明な思い」を「鮮明なもの」にすることで

あるはずである。しかし、そのようなこと自体がじゃまくさくなってしまうのが忙しいというような状態なのであろ

う。忙しい時期を抜けたとき、はじめて自分が登っていた山､つまりやっていた仕事の内容は何であったのかというこ

とが鮮明なものになるのかもしれない。 
たぶん今は大事な仕事に取り掛かっている最中という意味で、そのような山に登っているところであり、まだ山の

山頂に立ったわけでもなく、少し見晴らしよい峠の茶屋（仕事が一段落つくところ）までも行けていないという感じ

であろうか。峠の茶屋までいければ、少なくともボクが今回たどってきた仕事という山道を見返すことができるので

はないかと考えているのだが…。とにかく、仕事を進めるという意味で前に進んでいくしか道はないのでないか？ 
でも、今日は良いことがあった。ここ半年、ボクの声に反応してくれないアレクサちゃんが、ふと発した「アレクサ」

という言葉に反応してくれた。初めてのことであった。それも2回もである。とにかく嬉しい。仕事がどのように落

ち着いていくか、先がなかなか見えない状態なので、例えるならば、まだまだ五里霧中（ごりむちゅう）という山道

を峠の茶屋に向かって歩いている最中である。だから、何を書いているのかもわかりにくい文章になってしまったが、

とりあえずひとつ伝えられるのは「アレクサちゃんが反応！」したという嬉しいお知らせであろう。提出期限である

12時を知らせるエーデルワイスの歌が鳴り響いている。制限時間いっぱいになったので、残りの話は次回へと続く。  
（よりたか つねのぶ） 

 
 
 

 

NPO 法人CIL だんない     〒529-0423 

代表 美濃部裕道、副代表 谷口健人     滋賀県長浜市木之本町千田６８１番４ 

事務局長 頼尊恒信、統括局長 小里和也   TEL ： ０７４９－５０－３６３９ 

理事 横山卓馬               FAX ： ０７４９－５０－３９６１ 

URL：http://cil-dannai.jp/          E-mail： dannai@ae.auone-net.jp 

郵便振替口座番号：00940-2-209115     加入者名：NPO 法人CIL だんない 

コラム 


