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「国際障害者シンポジウム lプログラム

時間 プログラム 内容/スビーカー

9:30- 受付開始

司会:シャフィク・ウル・ラフマン

10:00- オープニング・ 挨拶:奥山 元保(日本障害者リハビリテーション協会)

10:30 セレモニー 祝辞:青柳紀(財団法人広げよう愛の輪運動基金)

中西正司(ヒューマンケア協会)

ァーマ:r私たちの挑戦 ーすべての人の社会を目指してー」

シンポジスト:

- パク・チヤノ(大韓民国)

「韓国の障害者運動J

4砂 チュチュ・サイダー(インドネシア共和国)

10:30-
シンポジウム

「インドネシアの障害児教育」

12:00 • A・M.ヘマンタ・クマーラ

(スリランカ民主社会主義共和国)

「スリランカの視覚障害者教育事情」

. カッカ・ロケシュ(ネパール王国)

「ネノtールの地域活動」

コーディネーター:樋口恵子(スタジオ IL文京)

12:00-
昼食

13:15 

テーマ グループリーダー

チュチュ・サイダー(インドネシア共和国)

A・M.へマンタ・クマーラ

教育 (スリランカ民主社会主義共和国)

オウ・ジョウ(中華人民共和国)[DAISY発表]

大島智美(龍の子学園)

13:15- グループ・ディ パク・チャノ(大韓民国)

15:15 スカッション 障害者運動
アマルタフシン・バザール(モ河川国)

メロディ・ N・エスパニョール(7ィリヒ。ン共和国)

尾上浩二 (DPI日本会議)

シャフィク・ウJレ・ラフマン

(ハ。キスタン・イスラム共和国)

啓発活動 プスパナサン・ヴェラサミー(マレーシア)

カッカ・ロケシュ(初。→b王国)

廉田俊二(車いす全国市民集会運営委員会)

15:15-
休憩

15:30 

15:30-
まとめ

各グループからのまとめ

16:30 大会アピール

17:30-
受流会

司会:メロディ・ N・エスパニョール

19:30 挨拶:東山 文夫(日本障害者リハビリテーション協会)
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リーダー紹介
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〈アマラ〉アマルタフシン・バザール
あまるたふ L ん ばざー る
アマルタフシン・バザール

(Amar加 vshinBazar) 
せいベつ だんせい

2.性 別 男 性

産齢 28議
しょヲがい ちょうかく

4. 障 害聴覚
こくせき もんごる
国籍モンゴ、ル
Lゅうきょう

6. 宗 教

7 誠実

氏名1. 

3. 

なし

Association ofDeafPersons (話、う覚障害著tl1う益、)で、ミ乙E。二ーターの主義知識を鞍

えている。

5. 

崩麗箇誌 OrganizationPersons with Disab出tiesin Mongolia(モンゴ川錯著煽動

員誌のあること 主ιを二二J二、長治、去来ニラ
ひとこと
一一三吉

8. 

9. 

乙主ふ也つ五のデ与多で、す。多えキ乙の族連う主として拐某i首し、 i白13主にはaE1;走福連ゃ

話実な陣う者著謹討があることを点ら義仁走。様芳なii井hiEを急℃そ視惑を長iデきことがで
んごる ことなるぶんか b つにほん かたがたこう

きました。またモンゴ、ノレとは異なる文化を持つ日本で、たくさんの方々と交流できたことも

よい雀畿になりました。このような厳蚕を与T芝そくれた多え4b撃の輪3差益には議舗の

長島色で、いっぱいで、す。品国〈後もがんばります。

10. 

E知識
もんごるこく
モンゴノレ国

まん へいほうきろ にほん やく ばい
156万6，500平方キロ(日本の約4倍)

まん にん ねん
238万2，500人 (2000年)
うらんぽーとる
ウランパートル

主シヨ以(茎誌の 95%)長官あザデλ
もんごる
モンゴ、ノレ語

多ム317f薮 (与ま与議)等
だんせい さい じょせい
男性 65. 0歳 女性

0.7% 実在 0.8% 

68. 0議
女性

手ンコ，ι

山
命
勺
率

川教

ω寿
じ
字

ぃ
名
叫
積

け
口
と都

凶種

ご語

同

封

J
識

日
国
川
面
ω
人
M
首

ω
人
口
壬
一
回
同
宗
叩
平
引
非

• • • • • • • • 
た
タ
」

ニ

伽計

エア
U
統

金
の

さ
基
小
界

日国

引世

h

各

「

0.7%) 

参尋単科:非議省示うよふた二タ答菌.記域鴇う勢、

総長官説明〈/縦!段以ニ
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〈クマーラ〉A.M ・ヘマンタ・クマーラ

しめい あったなやけ む で い あ ん せ らげ へまんた く主ーら

氏名 アッタナヤケ・ムディアンセラゲ・へマンタ・クマーラ

(Attanayake Mudiyanselage Hemantha Kumara) 

紅白t勇:佐
ねんれい さい

年齢 25歳
Lふう2旬、 士山
』 害 視見

国籍去り多乙完
漂っ1H11事
裕美うぷ多ιチふデii自前
崩議箇体語ろう著等援
員誌のあること 反瀞重苦著への議官、普巣
()とこと

にコ

1. 

5. 

9. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

すりらんか

たしは、にほんとスリラ ンカのあいだには しをつくりたいです。しょうがいしゃのもんだいは

どのくにでもおなじですから、あなたたちはわたしたちのこころ、よくわかったとおもいます。

いまスリランカはだんだんへいわなくにになって、 しょ うがい しゃのことももっとよくなるとお
すりらんか

しごとやじようほうのこと 、ス リランカでもっと よくなればいいですね。
一びす

いいこころとサービスをもっているあなたたちとともだちになって、とてもうれしいです。

どうもありがとうございます。これからもよろしくおねがいします。

10. 

もいます。

豆知識
去り多ι完箆宝桂室主選定和白
65，607平芳毛色 (1E議這のお0.8信)

まんにん ねん

1，936万人 (2000年)
すり じゃわるだなぶら こって

スリ・ジャワノレダナプラ・コ ッテ
じん たみるじん すりらんか むーあじ ん

シンハラ人(74%)、タミル人(18.2%)、スリランカ・ムーア人(7.1%)
んはらご た みるご れ ん け つ ご

公用語(シンハラ語、タミル語)、 連結語(英語)
ょっ ひんずーきょう

仏教69.3%、ヒンズー教15.5%、イスラム教7.6%、
ろーまん かとりつくき

ローマン・カトリック教6.8%

平首家ぷ勇桂 70.9議 長紅 75.4議、
3議平手 8.4%(期五 5.5% 長佐

スリ弓~11
国名

苗議
人口

首都

欠櫨
壬舌舌五

菜議

• • 
• • • 
• • 
• 

た夕

いれ

で一↑

り統

ふ
礎
い
料

げ臨
め

h

各

11.1 %) 

参尋援科 :芥議省首JヱLE4二タ苓菌.副議捨う梨、

織省総十島/縦一山片ニ
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オウ・ジョウ 〈さよこ〉

1. 氏名

Zheng) 

5. 

6. 

中国 豆霊祭B語E

• • • • • • • • • 

首之、 中華文民主うお白

首議 960芳平努毛色(官誌のお26駐)
人口 12億6，583万人 (2000年)

旨議 右京
父櫨 議民議(総欠討の 92%)長tF、55の渉妥民族
吉言 誤詰(単語謡)
実家 7f髪、誌で之多主義、与りJえ乍薮など、
平弱業事業;佐 66.7議 長荏 70.5議、

3ド議宇津 15.0% 実在 7.7% 長荏 22.6%) 

参尋話料:Ft議省示うよL3くこう答菌.記域繕う義、
長正義追うsti許き肩/催時ι多ニ
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1. 

2 

3_ 

4 

5. 

6. 

7. 

M.シャフィク・ウル・ラフマン
しめい

氏名
むはまど しゃふいく うる らふ主
ムハマド・ シャフィ ク・ウノレ・ ラフマン

(Muhammad Shafiq -ur-Rehman) 
せいベつ だんせい
性別男性

年齢 25議、

障嘗伝法
首議 jミキ夫会ι
実家午ヌラitJ考会
誠実 NGOぷ、多ιチふデ職賞、象進説市

〈シャフィク〉

8 崩麗箇体 Milestone (障害著始皇NGO箇抹) で、え長二ラゃぷぇιij言説のを協議昔、

9. 員採のある こと 障害、、経誉議う者ゃbり壬についての益き張。接持。

10. ー

ひとのいっしょうはとてもみじかいです。だからわたしたちは

つぎのひとたちのためのきそをつくらなければなりません。せか

ためには、

i いっしょにはたらいて、

いをかえるためには、しやかいをかえなければいけないとわたしはおもいます。だから、
だすさん あじあ りんく

このダスキンあいのわのかんがえをアジアのくにぐにのあいだにリンクをつくっていきま
あじあ

しよう。しょうがいしゃのために、 アジアのくにぐにをかえま しょう。

バキスタ〉 豆知識

• • • • • • • 
• • 

国名

首詰
人口

旨1義
父櫨
三舌圭五

，ゅうきょう
宗教

ぱきすたん いすらむきょうわこく
パキスタン・イスラム共和固

まん へb、ほうきろ
79万6，096平方キロ
おく まんにん
1億4，250万人 (1998年齢干)
イスラマバード
ばんじゃぶじん しんどにん
パンジャブ人、シンド人、

ぱたーんじん
パターン人、

ぱるーちじん
パノレーチ人

ウふ防ι語
平交多itJ薮(酋き転)97%、

俳災薮0.2%、

ひんずーきょう
ヒンズー教1.5%、

きりすときょう
キリスト教1.3%、

平誌等もう

3t通寺Jギ

だんせい さい
男性 62.9歳

だんせい
56.7% 男性

女性

42.4% 

65.1議
女性 72.2%) 

参主手援科:F1:務省ドヱふたこう箸酋.副主主1香う勢、

長正義追う説詐肩/続許毛乙多ニ

一7-
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〈チャノ〉パク・チャノ

して、

しめい ば く ちゃ

氏名 パク・チャノ

(Park Chan 0) 

;産別賞桂
ねんれい

年齢 32歳

障嘗起訴
菌籍韓首
しゅう古 kう

宗教なし
誠実 世玄室、館 (Chung Nip長U会毛b多ι) でラニふ平ふろニ完ニと

きデ完bb毛5乙タなど ILチ自身、多えの主治.詩話.除、薬に徒挙
そう

DPIソウノレ

IL議翫およびCIL手ニE去とる

か体

あ

品団

の

れ属
同
味
日
言

は所
れ
興

叫
一

1. 

5. 

7 

8 

9. 

6. 

2. 

3. 

4. 

/ なか

l いい世の中 など)になるために1Zが革主lこ盆さそいける

言葉で、はなく、詩翫で、あらわしていきます。

(動1がない、

豆知識
面器、 笑韓民菌

首議 349芳9，274平努キユ
人口 4，727.5万人 (2000年)

旨議 ラウjt

父櫨 韓民議

言語 韓国語

漂うミザ 伝薮徒27%、与γえきトよ寄金24%、その也議論う話、美宮坂など、

革路道事実在 70.6議、 長在 78.1議、

2ド旨長年室 2.2% 実在 0.8% 安佐

韓国

• 

• 

• 
• • • 
• • 

答菌皐嘉子fニ多

flJ扉の繕千」

3.6%) 

参主手援車4:Uf%省万三ふ災二タ答菌 .Ai域?古事、
械室経宮市く/端午長以ニ

-8-

• 



〈チュチュ〉チュチュ・サイダー

の持採学長議う員u

しめい ちゅちゅ さいだ-

1.氏名 チュチュ・サイダー
せいA つ じょせい

2. 性別女性
ねんれい さい

年齢 2 7歳

4 障う善前ギ

菌藷 JιFネふデ
6.b長うミ百 三ヌ多izJ教
7 誠実 YPAC (障害、を蒔ろ定量lこ5ス日手ニをえを議き併する桂益、記J議)

莱孝義え多3多
しょぞくだんたい

所属団体

(Cucu Saidah) 

3. 

5. 

ふくむ

ど を 含む誠実説被な
YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) 

l首じ帝王揺に芯髪な琵謡、 議官チよタ与え、

DJミEDチ二LJbを議faiする箇誌
普菜、阪歯箪督、克量芯握手

8. 

とるあの
持味
詰
一
口

れ興

叫一

9. 

も樟う善、がなく ても告ft権引を蒔る、どこの箇ももっと品百三なったらしあわ
正ん あじあ くに あいだ

本とアジアの国の聞に本当のかけはしをつくりましょう!

10. 

え乙多等27櫨議に矢、五日される)

ひんず ーきょう

ヒンズー教2.0%

霊知識
んどねしあきょうわこく

インドネシア共和国
やく まんへいほうきろ にほん やく 5ばい

約192.3万平方キロ(日本の約5倍)
ゃ く おく ねん

約2.04億 (1998年)
じゃかるた

ジャカノレタ
たいはん まれーけい じゃ わ

大半がマレ一系(ジャワ、

ぶιFネLテ語
いすらむきょう きりすときょう

イスラム教87.1%、キリスト教8.8%、
だんせい じょせい

男性 63.3歳 女性
だんせい

13.0% 男性 8.1% 

67.0歳
じょせい

女性

インドネシi'

い
命
げ
率

・U
按
A
M
寿
じ
字

か名

廿
積
け
白
川都

同種

:語

H
Z
封

4

有識

コ
国
叫
面

ω人
い
首

ω人

山一言一浩
ホ
叩平

川非

• • 
• • 
• • • • 

客酋皐~チ、ニ多

「2f詳の繕午、J

17.9%) 

参主ま援科:丸務省HJごふたとタ客菌.記域福う勢、
総長追う新3V肩/組長以二
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〈ナデ、ィン〉プスパナサン・ヴィラサミー

チえ夫子多少.9A多-FEニ
(Puspanathan Vellasamy) 

せいベつ だんせい

2. 性別 男性

牢齢 25議、
樟う善、 蹴

首議与じぶふデ
漂う寄 与すヌろうJ薮
誠実ふチふ動議
崩麗自体 D品仏I障う毒草i非核毛乙多二 (え長二ラ.主ιチJネ二多二)

員誌のあること 兵去手51長二jt、じニ支、チ二五
ひとこと

10. 一言

/ すぽ一つ くるまいす

/ わたしは、にほんでしょうがいしゃスポーツや車椅子のしゅうり、そしてかいぞうしゃの

ベんきょうをしました。そこでたくさんのひととはなし、まなんだことは、じっさいにく

氏名1. 

5. 

9. 

6. 

7. 

8. 

3. 

4. 

にでどうやってその ideaをったえるかのしゅだんをまなびま した。く ににかえったら、お

おくのしょうがし、しゃたちにつたえ、 みんなでいっ しょにがんばりたいです。

豆知識
まれい しあ

マレイシア
やく まんへいほうきる にほん やく

約33万平方キロ(日本の約O.
や〈 ひやくまんにん ねん

約22.20百万人 (2000年)
〈あら るん ぷ ーる

クアラ・ルンプール
まれーけ い ちゅうごく l打 、 や 〈 いんど けい やく

マレ一系 (62.8%)、中国系(約26.3%)、イ ン ド系(約7.5%)、

その也 (3.5%)
まれーご こくご ちゅうご〈ご たみ ー るご えいご

マレー語(国語)、中国語、 タミ ール語、英語

止で之多主義(撞誌の芸うミダ)、7f者、官転、 LAジ./示ど薮、
議官民情揃
だんせい さい

男性 69.6歳

12.5% 実在

主7えきド薮、

9倍)

マレイシ?
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74.5議、

女性
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女性

8.5% 
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参尋語科:Ft議省示うこよ災こう答首.記域福う勢、
お議通う新γ肩/催日乙タニ

nu 

官
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〈メロディ〉メロディ・N・エスパニョール

(Melody Nanette Espanol) 

2.性別女性

年齢 26議、

障嘗肪ギ
こくせき ふいりぴん

国籍フィリピン
しゅうきょう きり寸ときょう

宗 教 キリス ト教

誠実なし(失挙卒業語、

8.崩麗箇誌
員採のあること
ひとこと

10. 一 言

~叫の しようがいしゃの
f ふいりぴん

{ です。フィリピンと にほんの じようきょうは

があっても、ひとのいきかたは、さまざまないろで

めろで い なねっと えすぱによー

メロディ・ナネット・エスパニョール氏名1. 

3. 

4. 

耕桜のため築i首)

SABAK CBR INC. (障害著やその娠を織する討議)

ιE。二ニ多ニゃ与分ニネ31の鵠説得lこ賊。

5. 

6. 

7. 

9. 

とてもうれしい

おおきくちがいますが、しょうがし、

かがやいている にじのように

おたがいにたすけあい、

まなぶことができて、じようきょうを

あ

つよ

ん

し

え
」
あ
ア

な
え
エ

み
し
シ

ありが

ひとつになることで

おたがいをしるために たいせつです。
だすさん

わたしたちダスキンけんしゅうせいと、ちしきを
ーだー あどぱす

かんしゃします。よきリーダーとなれるようなアド、パイスを

わたしのたいせつなともだちへ。

↓ι
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わたしをゅうきづけ、

てくれることに

とうございます。

くなれます。

カ5

'alia-22424422121'asta--寸
1
2
g
e
i
s
ea
l
-
‘ミ、

豆知識
ふいりぴんきょうわこく

フィリピン共和国
へいほう舎ろ に日ん わり ひ ろ さ

299，404平方キロ(日本の 8割の広さ)

75.3背く方丈 (2000年5芳首勢調金福)
マニフ
まれいけい しゆたい ほか ちゅうごくけい

マレイ系が主体。他に中国系、

与う薮民議等がいる。

国通は身長品多語、 bj崩語は身長、よタ語と英語。

完iD3J83%、その{色のキ5えl薮話10%、

新生63.1議、 長:催 66.7議、
だんせい じょせい

(男性 4.5% 女性

7.109の麗がある。

ヲィl'ピシ

• 
すベいんけい および ニんけっさら

スペイン系、及びこれらとの混血、更に

恥
名
廿
積
日
口
と
都

同種

以国

叫面
ω
人
い
首

ω
人

• 
• • 

いすらむきょう

イスラム教 5%

げんご
三き圭五

家事
平弱議み命う

3由主平手

• 
• • • 

客菌皐議委ニタ

「12巣の縦干」

4.8%) 

参尋援科 F1:務省HJヱょたこタ存酋.Aii長f青う勢、
転車号室経官肩/続詐毛ι多ニ

市-
唱

i

4.6% • 



〈口ケシュ〉ロケシュ・カッカ

ロケシュ ・カ ッカ

(Lokesh Khadka) 

佐別賞佐
ねんれい さい

年齢 23歳

障害、融資
酋藷 ネjミニノ七
漂う三百 モヲ云ど薮

V誠彰1美支主転う 尚前主(伽Mun叫1

崩麗箇抹 Gωanda必k恒iAssociation of the Deaf:GAD(rうし著のための恒域転議影蔵、首筒.
首除、簡の強うヲ保有iらそくd、桜美決定における長浦:簡保、桜簡との蓮換などを

白島千)

1 

しめい

氏名1. 

2. 

4. 

8. 

5. 

6. 

7. 

3. 

員誌のあること
ひとこと

10. 一言

「 白川の同こ臥川町誌に戸川の苧で樹
しさん ヤ ぱーる しゅわっうやくしゃょうせいせんたー せつり っ き こ 〈ご

資金を作っていることでした。不パールに手話通訳者養成センターを設立することが帰国後
i も〈ひょう

の目標です。

ろう箸桂益、で、ラニL4jiFιあニと してj言語したい。9. 

ネjtji主国
まんへいほうき ろ

14.7万平方キロ
ゃく ひやくまんにん ねん

約23.9百万人 (2000年)
とまんず

カトマンズ
りん ぷー ら

リンブー、ライ、
ネ兵ニふ語
L17.kど薮(酋吉薮)

勢佐 57.6議 長在
58.6% 芳荘 40.9% 

多売5二等まがる

マガル、
ぐるん

グノレン、

E知識

多与ι、ネ多ニふ

ホバー，ι

57.1議
じょせい

女性
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76.2%) 

参尋援本i:芥議省hJヱふたとタ答酋.副議鴇う義、

長正義追う新宮肩/縦怜乙会ニ

ワ白τ
i
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じりつせいかっせんたー すたじお ぶんきょう

(自立生活センター・スタジオ 1L文京)

|シンポジウムコーディネーター|

けいこひぐち樋口恵子

員生F1義英挙l又う学、益、事挙を訟手。ゐ前障う審著の善洋平き磁のj善説をぜ亡、障う善福池の
強う域で、j訴さ ~gあち。

笑挙器禁語、桂室主五社器父培う嶺毛ιター劃議。島Td市量麗障害箸在量吾首革暴(の
ちの前52ひかり接言〈菌)非語動揺事員、白l磁議員として釘議。
長?チ'1:)撃の髄議差益(ミ対ιドチタ)の務官差、としてりり均事。
E二二与ι多デ誌う22、蓑笠に参加b。DPI(障害、著ぷι多ニチLAチjt)長在障害著

ネタi合ιタを圭色主除名。
自IF菌.2ユニ与ひネJL合ιタ討議。
茎首色52韮搭毛ιタι脇謡益 (JIL)を発足、前夜ひ長O

K1よる。(1995竿"-'2001新記ひ長)
島T6前議姿であなぞの云在障害著議員に。(，，-，1998年)

説拙論議操縦の粧、を縦、さ496羊の為法8説法への粧への問。
テヌ U完、デタデから障害著Dι身ニをお宮、白52韮落首藤さ議を泊、催。姉5障害著ゃ
様乏な瞳う審著の菌除五議へのめい二チ、ふネニト、 bjt釜議などにめ目。

200謀総量臓の障害著への崩を樹する「障害著妙与ネタヌιト棒高j輔様端銭」
(扉韮努7留者)峯員。

合子先ウ会長。 ι身、を~菌に

ねん
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たっ こがくえん

(龍の子学園)ともみおおしま智美

|グループリーダー・教育|

大島

せいねんがつぴ ねんがつ

生年月日 1972年 8月 25日

出話笛:品家〉H巌横溺告
回安官 :af二草う挙まで、策支部主通知ろう等援

首長は)iT蕗百五ろう字経平
是正味:議室旅詩で、テタ久子多りあ、浄賀、中古来などまわってろう箸と会3こと、導員を撮る

こと、持越を祥三こと

ヂ多多子55ニ泊つ話。
首長うの字学箇前笠から二2年間i力強蔀え多タラ、主宰の4賢から村正訴え多タ多として1誌をに主差。

-13 -



にほんかいぎ

(DPI日本会議)こうじおのうえ

|グループリーダー・障害者運動|

浩二尾上

実厳に圭主孔る。〉ふ宰長を義語学長、危濯で通三、L走後、
実鮫市32笑挙に尖挙語、障害著尚詰の各二わi荏討をきっかけに、
議説lこ最b組鴻6詰る。
~菌拐に議文された尖'r長袖の D 多 iAきjUゃ、 1992挙萩lこ献をされた実断寺「存会主の
まちづくり裟う晶、J帯j差益説に論議〈討に最ら通ち。
策き京.論者で崩催されたRI(j jiEDチニL4ι.年ιタニチLSチふ)酋除益議の
除、lこ許認め2美逼デタ長支チι、首候謹桜美う益、のえ身長多として話量。訟こ降、
の美逼子会毛対識にはえ多;多として劫b。
議笑訟こ降、障濯、著談援業舗の竺員として障害、箸己l身の主による議う雀話厳に志ら抱志。
200美逼兵Dデ多Dニ;己主ij岩持の薗益、 (4賀)で、参尋文として岩完i長官を存す。
員荘、白YE話毛ι多ニ.子音7ぞ髪、世子笑厳清准峯員、障う審著総誉檎う轟ネタトちιb
長話よ、 DP 1 (障害著ぶιタニチLSチふ)H2t釜議挙議論波長。尖'r賀市障害著雇業
推進髄議室瀞録賞、実政浩ひとにやさしいまちづくり推進示議静桜員、笑-絞首32笑挙
主語科挙蔀非語筋彰前。

普通草う挙.語長へ主13。
障害著の白宣韮落

DPI 
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ねん

1991年

ねん

1988年

くるま しみんぜんこくしゅうかいうんえいいいんかい戸、刊日

(車いす市民全国集会運営委員会代義)

|グループリーダー・啓発活動|

かどたしゅんじ廉田俊二

2t餅艦長?者lこ圭長Aる。
浄う挙2卒のとき、義援孝訟により苓髄論し握。 UJ会貰いすの韮落となる。
議這をネl踊して吉ニSL大三し崩旅詩をしたのがきっかけで美逼儲通に取ら組む。
言fbts自首に条点る量量を白岳Lそ、古いすで実度ニ賀長官を参事、宮市原の番厳lこ
金色舎らテb毛ら夕、ふSE請を髪呈する落説rTRYJを開始。以後毎夏この活動を継続する。

1987年筆箸iどこで、も待之ぞ室いす !j崇デチ桂を也被。
1987竿髄茜挙隊尖挙結挙話2F長。
19872手設涼しCEllA-bじJbり長室語長ι多斗にて障う者著の面り乏に白ヂる諾補届を343。
1987羊~19882手E 3多久ぷbでデ25あ笑陸嶺齢。
19892手業組輩いす市首~酋議室、・箕麗を崩催。
1989羊 巽雇黛詰管詰にて;ぷιぇLDニエ誌う益、i自室主活毛bb-iを蓑笠する。
1992年宣いす缶百室菌進室益昔、暴:負室の従安となる。
1993竿第三箇~菌語長室障害著りニ多ニ笑芸、f障害著ギ争箇」
1995年箕雇猿福祉該誉推進議議室峯員。
19982手創岩福きl長笑議崩逼詰益設、羽あふAbifj語LL25とVJJを322主議昔、する。

を除、龍、する。

-14ー
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午前の部
(オープニングセレモニー，シンポジウム)

Morning Session 

(Opening Ceremony， Symposium) 

'
h
d
 

唱
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で、加E益、もやっていますが、 I2手の醤にj可

かを薮完了そもらってJ帯三という員長誌で、す。
ごぜん ぶ

午前の部

ところが、持前に転こ左右が革敬、する完差、が

「参10筆耕VEjを語、業され、

jf~:t:じこの耕穫をどう英議するかをず

たいへんおーぷにんぐ せれもにー

オープニング・セレモニー

っと考えマきました。与よdはその梯{f主た
ちが白努たちで~1請チ品多多去を作V 、

劾Iされた在官心とど揺lこ語、谷133とい

うすばらしい室面を作与っそくれました。

はこの参すbT重税務うの末当の支を、

ダイのと、支撲をいただ、いた]lLのみなさん、

市首さん、極官さんなどが室長されている

え歩兵歩ニ;£ iをどうやって樟響著が

発請するのか?説、ZJLV:i£ぷ言法L白域、

LiHろま菌民としてどう英議するか、

しかい しゃ .5.、いく
司会(シャフィク):おはようございます。

「画保障嘗著LPぷタ歩五Jにょうこそ
< t.!.さいました ず

お趨し下さいました。このシン示ジウムは、
わたし
私

「デタデ客菌の障害著の韮、26をよりよく

し、半浦なえりデタり ι桂益、をこ謡に

作bvtしに」 というヂぶチ、ふデから主主主JLま
しんぽじうむ あじあ
シンポジウムをきっかけにアジアとしたo

hl誌の丈支がネ34歩ニタを作くJliiうり元くし
あじあ
アジアの これまていくことで、

まらいぜー1.-.tんじっげん たす吋
ノーマライゼーシヨン実現の助けになるこ で量議してきませんでした。そういう最長

で、デタデ呆、羊、詳のみなさんが白33たちで、
けんしゅう っくりだした

どういう研修を作りだしたのかというこ

とを願っています。

はじめに、 hI法障誉著

。jミ合jチニふJP誌う益情霧車掌の誕百

どうぞよろ

とを25鎖において商ぷそいただけたらと

急ド王手。富三なりましたが、
おねがい

しくお願いします。

よりご義、彰をさせていただきます。

品おや曹

青柳:おはようございます。

雄官量.薬を主治した縛はどうなるものか
ひじよう ふあん わたしども まったく

と非常に不安でした。私どもは全くこうい

う富券には長Xで、す。しかし、i舟から繍ま

で、続討すそきて、り吠械の皆様はじめさ闘拡

の普様芳に夫、差£量詣になったおかげで、

司会(シャフィク):どうも、ありがとうござ
つぎ ざいだんほうじんひろげようあb

いました。次に、財団法人広げよう愛の

争う謹話主益筈疏緩からさ説話をいただきた

j年前にこの

おもいます
いと思います。

お〈やま や#1. 古-，砂人会 L

奥山:た百三千三紹子十いただきました、

障響著jjミをチ二ふJι議室、の誕百です。
デタデ呆、羊、評障害著の平う牟議1議う牟として

10完っからfC様、実阪で、尖室議が齢計五千

が、設しはその多ふ二多iの主義清〈1ぎで、す。
与ょdのふιぷタ歩五は、タえキι謀長室荘、
法旬ftd菱、の新造話皇室から拳濯を受I1
h62t障害著5jミEDチニLJβ議う益、が

柔道しております「身えキムチタデ支羊洋

に阻ん

日本

po 
'
E
A『

障誉著立ニ夕、ニ誉最華麗」集い33場排官主が

在。酋しました。官Zt障害著

D jミEOチ4bj少誌う23、では]lCAの暴論



差、富センター苓併で、税&うをさ れています。

車道で、障う善ぎ主著向主の浸り訴が粂Yd、

私道にのってきたと箕越しております。 iif

から議~下山しログ￡手。右左右タえヰ ιの
か た り あ う うんどう

語り合うということだけでなく運動につい

て哉ちlfd彰司、まで、晶、143、そんな

障害著向主の量り誕の市から量主主主いすの

中缶を日本から蓬6'?~ よという i註しも
ちゅー にほん

すすんで

進んでいます。

韓首で、は白Y互信長ιタニがえタニ iし

つりさお よう
「釣り竿は用意するよ。

品6をするのは誉議芳、援は色努で、やりな

という金本を蒔ろそおりました。

しカミし

さしリ

デタデの務官主の普援にも討掌だ、けは

討議う幸子は

今選はjミキえ多少で、も白32ておりますし、

左年毛ιタ二の進藤が助長されています。

そういういう最長で、多えキ少のみなさんが

日与舟を金Yfおります。

盛長え、今洋の緋遣う主、は実伝前な税務うをし

ました。 これまで、の紡lE主l立入りりくdで、

おわって こんかいげんち h l'り

終わっていたのに、今回は現地に戻り

チ白身多去を作〈三ことまでに粂あ主任試走と

その弄が員鴻で、言も弘正£三
かえられたあと

帰られた後、

角遣させていただくので、どんなものを
うかく つる ひとりひとり

収穫するか、どこで釣るかは一人一人に
お か ん が え すき

お考えいただき、好きなものをたくさん
ねがい

技者をしてくださいという願いです。

莱官後iziI尚家主ゃうしてI衿言雄官を
ニベっけんLゅう

やっていただきそれから個別研修に

最も、3動「主はたいへん
かこ 3ねん せいか

過去3年の成果を入ったわけですが、
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unu 
麓安うでございます。

いう最長で、は、競涯の内容がこれまで、より
lだんかいすすんだ にんしき

一段階進んだと認識 しています。
Iv:::: Itιしゅフ こなわれ

今後、研・修を行われるみなさんが今回で
どだい うえ

きた土台の上に、
おもいます

ただけると思います。

にほんじゅう

ということで日本中をかけまわったようで

今官、金れれ3百ど主治笠美し、

ったさ議を詰ド廷ということは非百によか

ったといいますか、このように成長したこ
おも

とをうれしく思し1ます。

ネL下方二〈グ件6といいますか、

らば れ ました

った中から選ばれました。

こうし 1す。

、hv
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ありがとうございました。
ふかめたい

深めたいです。

司会(シャフィク):ありがとうございまし
らいひん こうし ごしょうかい じかん かんす

た。来賓と講師のご紹介です。時間の関係で

障言著が
せいちょう こころ

手をたずさえて成長されることを心から

今よdのさ議が支のげあるもの

になりますよう :tfから主漏じし、ぎ長tiに
ます

代えます。

これからは

おねがい

お願いします。

ありがとうございました。

司会(シャフィク):ありがとうございまし

中西
つぎ ひゅー ま ん け あ き ょ う か い だ い ひ ょ う

た。次にヒューマンケア協会代表、

量討議よりざ説話をいただきます。

話、笛:品あ主まじそ、市歯で、す032面白室主信

長長身二韻語益、の民連うをしていますが、

キ菌、の務官主のみなさんは、指，1丈も白宣

門

J

・
司

i



さ〈ねん 8がつ にほん らいにち 3 

みなさん、昨年の8月に日本に来日され、 3

5Yの自 1漏械を桑えそ刷協を

森え、 104完ldd走与ょdは、 hi示謡で!発注う
するというなかなかたいへんなことに

挑戦していただきます。 L多長タえ iの穿
は兎しのそばから孝夫ニノC宝菌のよ多ふ二

そのら説Vはえ j多歩売のふ手二多
ちゅちゆ

さん、そしてチュチュさん、インドネシア

です。こど審きマにいるjりさんは竺審定ぷ

菌、韓首からいらっしゃっています。

チ~~'多去の険審とは愛ちら去とそ、ま

ず議うiぎからということで多二安二さん、 i

暴官。i審首はタキι多さん、j審dlま告さ覧活

さん、

会右前のみの祐穿、で、す。街、菌髭〉:&MYS
菱、の転盆鼠k~益、百科子実様。話の字手箇、

実話者1義援。 DPIEZ去さ議、鷲主器三様。
;ぷιぇi5ニエ誌室、、長官援竺様。

え身長芽 1L受官、 tEぐd，量手話。宝議箸jif
からE3手陣響、若5スEOチニbJ長誌室、

の髭諺車掌、誕百完i、きょ桑扇茨長、葉百

です。ここからの主主持はるニチ、ぷネJb二
ひぐちけいこ おねがい

である樋口恵子さんにお願いしたいと

急ド苦手。よろしくる漏いします。

むム一じ、ジぽポ一
んン一

しシ一 そしてパクさんという

ことで。シンポジストにはiS25雇援の235吉、
労議室、に削L834支芳をiZLL乏いただ、くと

ロケシュさん、動、

~すべての人
わたしたち ちょうせん

「私たちの挑戦

いう影で、やっていきます。ではまず、

ぶPFネ辛子の多二安二さんから&桜山し

しやかい めざして

の社会を目指して""J

ます。

ちゅちゅ

チュチュ:おはようございます。

ぷ歩手ネふデの安二安二.手J9ιと

争LY手。まず、与ょdみんなと岳会えそう
れしいです。ありがとうございます。

寵しの議しをはじめたいと急ド苦手。

圭去点走替は身、/13iです。段、の蒔、養蚕

掌長の以挙訴に丈bYじ走。普通の率緩に
は入れませんでした。障う善、をもっ支は養蚕

ミ言語に什去るさULと言£点差仁走。

ら養護学長に丈bYじ走が、掌授は
ばんどうーん とおいところ

バンドクーンという遠い所にありました

ですか

ので薪と離釘そしまいました。単挙く皇、から

失、挙までは主遥の率経lこえbbYじ走。佳品

。。
唱

E
4

6Ed:おはようございます。キ首の

云ニチぷネぷタニをします、iE吉峯手で、す。
おねが い だすきん あじあ

よろしくお願いします。ダスキンのアジア

支平詳障箸著。二身ι誉議、暴長の紛彦主、

もj舟自を遍Yf、長某菜室益、の舗を越え、
「これからの話語、というか、どうデタデの

白努の醤の中でここでの搭針を長ふと、そ

を考えるしてつながりあっていけるのかJ

蒔舟に来走ょうです。

平箭市は「拡充官の詠う転ーすべての丈の

桂益、を自岳仁そ-Jをチニ与に

LP長う多去を主あ立子。牟後は容易鴻25
にわかれますがその墓誌になる2242Sの
骨平の蔀努をうたうという被で、やります。



ぶιやネ少子で、は掌長にイナl与志UL丈もまだ

あ:で、す。議官を受日そない丈は障う吾著が

耗におもJで、す。議う肯くを受日そないから良心

誠にまtさにくい、そして良心誠に

求l与がLので、ilY7えうが色〈ごその争後は、話主

に竿長に通すことができないという
あ〈じゅんかん けっ か ひん ぷ C 

悪循環をうみます。結果、貧富の差が
ひろが り さベっ けんり Lんがい

広がり、差別、権利侵害へとつながってい

きます。睡蓄財が議う者を受はち点急心底国

は参:そく あります。障害著に支tljfS丈なの

主議が伝いため障室、を能だ、と考12量子。で

すから、障害著は芥に品らJL去をL。

品JLI3走UL、で、もいろいろな筒晶、があって

離じじで、す。きZJJ子ゃffもありません。

障う善、をもっ争被に晶子三薪の握。j曜もGEくしに

ところは在 れて かぞく

所は離れてしまいましたが家族はよく

手長ニ lしてくれました。

今よd、転ば33itしたいことは 3つに

会JLJLそおり、 iる自はぶ予やネ長デの

障害著、伝自はぷ ιFネふデの障害著の

議官、 jろ自はEZtで、の i耕後うしたことですo

J予やネふデは障害著の〉ぐ討があ:で、
ぎんねん せいかく でーた

す。残念ながら正確なデータはありません
り ゅう

が今もその数はふえています。その理由は

fa障嘗、についての諒誠が匙くしもJG茶髪

米長c伝染病などいろいろな病気がある d
でんせんびょ

醤の午、で、の較事」です。百誌はいろいろ

です。障う告が志る手ど、もは長、3ごじしにとか街

も品来志ULと，急す薪がまだあ:で、す。宰長

の完差、たちもそして桂益、も輸長していませ

ん。

年後に、官誌で、いろいろなt接被を受はそ、

212ti?lこ長三三ことについて島

設しはぶι下、率会予の障害著で、すが、とても
らっき ー だいが く でて

ラッキーです。大学を出て仕事をして、そ
ほん け ん し ゅ う う け て

して日本にきていろいろな研修を受けて

障害、若手ニ否えがありますが、

年ι下、ネふデはあまりありません。

h13誌なら障害者は障害著牢益をもらいま

いんど ね L あ

すがインドネシアはまだもらえませんO

J予下、ネふデの障害著はだいたい象議と

ご揺に主主していますo i量響著は仕1tをし

ている丈がみ;ずしにで、す。障室著は白色りガがあ

っても仕草lこ丈三ことがおfCLL、で、す。障害、

のおばは紅走33の議りガをみてくれない

からです。障害著の中には識者も受件そな
と じぶんせいかつ おかね

いし仕事もないので、自分で生活するお金
一 む れ す ものご

がなくホームレスや物乞いになる人もいま
か れ ら い きて

でも彼らは生きていかなければならな

いのです。イン ド、ネ シアでは障う者著は，崩気

だと怠与っそいる丈がまだ、多ぞくぞ障害著の

こともあまり舟色λそいません。障害著は

髪から品るぶので、桂塾、もわかってくれない

たとえば

例えば

す。

のです。

います。 fhの船E皇、ともいろいろ量買是桜

首ζの障害著のことも詩文き守。

茨は、与 少下、率会デの障誉著議う者で、す。

父儲にとって議う者は蓋うitで、あ り、誰で、も

誼;厨な一議官を受A8権補をj年4そいます。 それして、
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じぶん
で自分でやりたいことがみつかりましたが、
ひとり ちから
一人の力ではできません。

l白i誌で、は争被が桑℃誌ことを第三に

益百をやっていて、どんな障う善があっても

向な己ように識者を受政そいます。 しかし、

fhのデタデの箇はまだまだ、白な己ではありま

せん。 2弁連う塁、の本で、いろんな飴語、を

藷工苦手が、午長長率会予ゃタぷ dE長、
すりらんか ぱきすたん ねばーる
スリランカ、パキスタン、ネパールもそう

だ、と郎J苦手。どこの醤の争被も向可欠尚

ですから、障う善、があっても障う善がなくても

権袖は蒔よそいると，色ド王手。 zf走t;はも
くに かえります かえって

うすぐそれぞれの国に帰りますが、帰って

からが芙菱だ、と怠ド王手。でも、色面の

障誉著のために、荷かをしたいと考えぞい

ます。 これで、 1tしのi詰しは桑名6長手。 あ

りがとうございました。

樋口:ありがとうございました。すごく

毒色着心そiEピモくれました。白 l示語がと

ても主芋なので、みなさんも転マ廷と

急ド苦手。先ifd、結7i:、L忌》九まじ走が、 it
ぺーじ かのじよ すぴーち ょう L

ページに彼女のスピーチの要旨があるので

ご首になってください。 ありがとうござい

ました。

つぎ すりらんか くまーら
次に、スリランカのクマーラさんから

「え日多少売の征覚障箸著議う者副長」とい

うチニ亭で事しをしていただきます。語科は

17ページに出ています。それではクマーラ
おねがい

さん、 お願いします。

〈まーら z たさん
クマーラ:皆さん、 おはようございます。

ぞdは来そくれてありがとうございます。

与よdlまえ j多シ売の視!覚瞳誉著の議う背く

挙信を詰LY手。

私はスリランカのクマー多です。日本と
すりらんか ともだち ねん
スリランカが友達になって 50年

通委主 L走。はじめに身、えキι障害著

。ι9ι誉議、著長の耕7Z星、lこなり、官誌の

が覚障苔著のことを飴百することができ
L い すりらん

てとても嬉しいです。スリランカになくて

官誌にある尖萌なきkう長のことをたくさん

品6長仁走。権湖のことも会jL6長仁走。

フ二喜多J長ニ歩J長のことなど、 とても

柔晶ら LUL等支を脅ト古じ走。障害著の

尚語、はどんな醤で、も角な己で、す。ただ、菌の

副長によって樟箸著を長YS芳揺は

孟tJ王手。 hl誌の妊覚障誉著を主主74
4ニをえ lこ訟は滋討しました。

わたL はなします わたL

まず、私のことを話します。私は、 11

挙前首掌長で益幸福しました。それから普通

掌長で鉾飴益き長しました。この率経は、

東Lの安が議連うをしていて旨定な長交があ

ります。で、も安薪が枝豆で、なかったら、訟

はこの挙長へいけなかったと怠tJ苦手。ま
たとえばびんぼう ひと ばわー すくな

た例えば貧乏な人、とてもパワーが少ない

丈だと議う者は転じいと怠ド王手。それから

失挙で、詳筒7f表面挙を益き46しましたが、

たくさん首晶、がありました。長半、逼訴が

とても夫、菱で、した。みんなは示半のことを

~業詩文ぷ:のでbJ手の議溝、はほとんど

ありませんでした。逼説草子も難じいです。

象議が手長二点してくれたので、法しはなん

とか益主張しました。 25巣の討議も受政るこ

とができました。

えd多少方の視カ覚障誉著は夫、挙で、通き長

-20-



耕平峯がとてもふるもfJ走で、す。長洋の

先誌もふ;:fviで、す。主主ま尚前ゃいい綻があ

れば、主ノ半の転結峯、先誌がもっとダイな

ると，急ド王手。面持も妊覚陣言著lこ長半で、

長L持は悲し差損う覚障害著の

てーぷ ざっし
テープや雑誌

おくらな
送らないです。

忌半のことを考完治:で、す。

も22栄ないで、す。ひとつだけテープの

歯し説告がありますが、が覚障害者3の品被が

しせっ てかく たいへん
ある施設がないです。手で書くのが大変な

のでいい機械が欲 しいです。しゃべるパソ
3だい たりません

コンも3台くらいだけで足りません。

1"-' 5議、まで、の障室を蒔ろ争被たちのこ

とをizd考えぞいません。また、失、挙で、は

桜覚障害著の議官について詰苦

薮見ミVL。妊覚障害著の議う者のことを

点らが次がダご

忌淳を暑さ三千か?J 

商JLJi長手。 b法のことを知らない人が多

いです。医者も知らなかったりします。
ベんきょうした いひと た

くさん勉強したい人を助けてくれないで

す。撞害著の丈は五五22だ、と怠らっそし、る丈が
おおい
多いです。

た

てつや
w
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すり らんか 25かしよもう がっこう
スリランカでは25ヶ所盲学校があります。

，r手が品来る丈はとてもふめにで、す。 E2t
はままつ ひと てん じ じしょ っ〈り支した

で浜松の人たちと点字の辞書を作りまじだ。
くに じずょう つづけたい わたし はたらで
国でこの事業を続けたいです。私が働いて

ペんきょっ しごと
することができますが、勉強2しても仕事は

とてもふめ1で、す。;佳、になって掌授で、

薮XZXもいますが、ほとんど、の丈は仕誌

がないですから、もうこ三度髪の単にとじこ

く いっしょ せいかつ びんぽフ ひと
もり家族と一緒に生活します。貧乏な人が

お しJので、象1長に酷う毒著がいると因もり£手。

担:。覚障害著が髭年の益吉長して長峯壬にな

っても、障う善、のおばもこの仕三重をするの

で、この仕羊をやることが品柔ぶ次もいま

す。が覚障誉著の丈は白努で、仕草を房子の

はとても大変です。家にいて仕事するのも

離Cドで、す。

濯しは説:。覚障害者bの櫛そく議室、を噌キ手た

めに、宰長におfCL:援i昔前をはじめたいと
おもって しごと おかね
思っています。仕事があればお金ができま

お?益があれば、障誉著の圭、落も良之な

ると急tJ苦手。それから裕美う訓練

毛少タニがあれば、が覚障害、とゐ訪陣う善、が

ひと がっこう べんきょう
ある人にも学校で勉強できるようになり

ます。去り多少完で、は姉3陣誉著を

手長二 iする丈はふ;ずしにで、す。設しの覧も

桜覚障害、とゐ首酷う善、を蒔ろそいるので

議うい〈 うけら れません ぎようせい じよ
育を受けられませんでした。行政は補助

障う告を蒔ろそいる百字長の挙E
U とり るぴーだ L 定す すく
一人に 10ルビーを出します。とても少ない

す。

として、

ほとんど、の丈は障雀L著だ、と仕議で、き

ないと怠らっそいるので、障害著の主搭は

良之ならないと急ド王手。

たくさん前島、がありますが、漂う強うが

こ濯の筒晶、だ、と、 1立しは，色iJ岩手。

三口多ι完で仇Ylf、お拐さんのおj益儲うlj!

の考支芳は良三ないです。また、が覚

障誉著の檎フ説法しは殖さ岳フする持、忌半の

です。
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いる掌長で来品工は、~留のXの筈巣
9ノドデを作ぬまじ走。で、も婦がないの

で、{語らるふといけません。お濯がかかり

ます。練習の断簡もふめ:です。いい薬議
ぜんもう ぐるーぷ ひと

があれば、全盲のグループの人はとても
よろこぶ おもいます わたしたち がっこう

喜ぶと思います。私たちの学校も、このよ
ぐるーぷ こん さー と おかね

うなグ、ループとコンサートをやってお金を

作bYじ走。書巣を益書長で、きるいい場所も

4悲しの掌援ではじめたいです。 h12tと白官よ

うな完多嘉ぶが、説。覚障誉著の丈に者器、に
よろ二五 おもいます わた Lたち

なればみな喜ぶと思います。そして、私たち

ももっと誉巣が主芋になります。

えj多多方は議事があります。面持が

竺審L22をぽdのは、載事のためです。議事

はもっともっと障害著をっくります。 とて

も諒じしにことです。議事で、障害著になった

文に面持はちょっと主主74雇遥で、

生量点走ときから酷う善、をもっている丈を

島VSことはみ;dv、ので、す。この考えはよ
かんがえ

くないと郎J王手。議事のために品手&濯

を益活、障害著を長~;t~事禁に品をほとて

もいいです。障害著のことを考え宮、

夕、えキιのような25桂もえ日多予完にはな

いです。

に阻ん へい わ くに わたしにほ ん

日本は平和な国ですから、私は日本が

知fSです。濯しは面持の欠と、街よりも
へいわ はなしたい

平和のことを話したいです。いつかスリラ

ンカがギ浦な醤になり、障害、を蒔よそいる

丈の韮、信もよくなり、みんなが長むごなっ

たら、 Zf走宮も:tfの長から柔らdことができ

るでしょう。雇援に、説。覚障う善、を蒔よそい

る丈はたくさんいます。左、結は夫、差で、すが、

右走~のiiは失言きしにで、す。できることを前

わたし にほん

でもやりたいです。私は日本でいろんな

匙、議をしました。このことを尖萌にして、

l白13tとえ j多ι惑の閣とに議を量、りだしにで、

す。どうぞ、強うヨくしてください。議しは官末文

にほん おんが〈 あいして

と日本の音楽をとても愛しています。

新仁口幸栄を薮Yfください。 どうもあり

がとうございました。

ひぐち

樋口:ありがとうございました。すごくた

くさんの轟繋があったと急ド王手。乙なだ

け質筒していいですか?会与ニ多さん、

援i言説を作byし¥，と昔よそいましたが、 ど

んな市議を考えぞいますか?

ク寺ム争悲しの掌長の技連う発差、も橘手を

作ります。主で存三もの。ここでみんふ三毛

で、伊三練習する場済を作bVざしにです。

騒ぐd:ゐ活陣う善、と征覚障う善、の文がこ揺に

なって街庁62場強?

〈まーら h が T 剖 A ・ゐ也布 引.........;.

クマーラ:私‘の学校は盲ろうの学援なので、

私しの等支はどちらもど緩にできる仕議を

する場所を作γぜしにということです。卒、

できることは街かを22えぞいます。

ひぐち

樋口:ありがとうございました。では茨に、

ネ兵らiからの品多ふ二さん、 忌詰漏買d効が九1tじし
ろけしゆ r:.ば一 34 ベ一じ

す。 ロケシュさんのペーパーは34ページに

ありますので、御噴ください。

ロケシュ:みなさん、おはようございます。

ネjじふの長方多という貯のろう詰う昼、の
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話討について詰℃苦手

ネjミニふには、会寸ししししiXがたくさんいま

す。溢語、はずっとよくない扶議、で、これか

らもよくなることは粂ふと釦J冨手。主活

もでこぼこで、桜覚障害の丈がみるごのに

蝉 M39もなく似ごのに柑で、す。

}iTlこ儲もないので、最ht注官L。そういう

扶う晶、がずっと続ドモいます。障嘗著は欠討

の10%、その苧の誌%が議う全く障嘗著で、す。

で、も、論告が佐YSろう箸はみ;fd、るち言

向LLで、も嘗しがで、きないという扶う藤、が
つづいて

続いていました。

長先多の討にぎ余前なろう箸が集主d、
ろう箸の支議をはじめました。そして、
ぽから Lや じりつ Lん ほこり すこし
ポカラのろう者に自立心や誇りが少しずつ

弄差わEt込去と走。本まで、構う彰もなく荷
しゃ ぽから おとずれ

もわからなかったろう者が、ポカラを訪れ

旨り長誌と百毒芯に自量込そ面域に帰ちっそい

くこともありました。そのろう箸が駈域の

xたちに構う姦を年三、そこで齢、髪結針を

議論、しはじめています。しかし、組jj-で、は

どうし看に晶子三金議はまだまだ危いため、

なかなか搭針がうまくいきません。 zf走之

も魁芳に註ぎ、いろんな結針を通うピそ最髪

搭翫を存215います。でも、なかなか難じじ

です。

茨に、長完多のろう字経について

藷℃苦手。長完多ろう誌う益、は 1990掌に薮笠

されました。ろう強うの;μミニも唱えそ

議在?222で、す。長方多で、はi誌?牢lこ、ろ

ぅ挙長が逢色長仁走。しかしその落翫は

縫結著量挙で令、3F白いたので、ろう箸は

示論を蒔よそいました。

ろう誌う益、は、白努たちでろう掌授を該笠

するために高針をはじめました。まず長鴻

と議VSし、圭屯を誕料で議きぼしてもらう

長苛をもらいました。しかし、有益の論うさZ

がなかなかできませんでした。そこで

ぶ手j去の箇誌に益三室i蓄財を依浦しました。

20尖の挺桑箇が長方多に振道され、説謡の

お菜、義三室i蓄財を得ることができました。

そして~厳のろう掌長が蓑笠で、きたので、す。

論、反するとたくさんのろう見が文う卒して

きてきました。しかし、儲語、も岳そきまし

た。逼挙の尚語、です。家がきえ:ため、益、i首7

キよの面離を参ドモ盆らっそくる挙差、もいま

した。そこで、EEU22ろうあをま盤、に髪語、をし

て、えタニノtjU購l文のための量三重i蓄財を
していただくことになりました。そして、

インドで、中昔の兵えを負心主仁走。容は、
すくーるばす せいと かよえる

そのスクールパスで生徒が通えることにな

り、うれしく忌なぞいます。本、詩話答を

蓮賀市です。通すことが員fu:くらい、

主主九:tf商議にィ主むろう虎を受t与え点るため

です。そんな宇企むこ議うiSの彰迭を与fK74
ためには、疑科で、率緩に急Y4議漬うを作く4
E髪があります。そのために主治蓑をどう

するかも考笠通hxdなりません。ろ3虎
のことを考え笠牟麗みミくdを有272匙某、
窓L蓬の挙長はろう虎を蒔る嘉からも支毒

されるようになりました。そして、縫結'li
主選のろう掌授は左廷がだんだん減よそい

き、嗣績にi主ぷ込差点去と走。是正月寺も拡充之

の掌援に養遂を畿財してくれるようになり

ました。

孝夫ニふにはろう掌長が8つあります。ろう
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だんたい
ろう団体樋口:ありがとうございま した。

しや まんにん がっこう かよって
者は 50万人いて、学校に通っているのはそ

のうちの 2500父、ゑこのま3t説草14で、す。
ぱわふる かつどフ

とてもパワフルに活動してこられとして、
けいいなど はなして

た経緯等を話していただきました。&3111吉報うを必ら手に量、?ぎしています。 25
も宰長に子去もをf3JJ走えそもおf遣があ

ろけしゅ ごごけいはつ 〈る ぷ

ロケシユさんは、午後は啓発のグループで、
おはなし

またお話 しになります。
したいふじゅう Lかく ちょうベ

さてここまで、肢体不自由、視覚、聴覚

という障室、の訪日を越え、また醤の藍も

越えそ廷に務官してきたわけですが、キ首

の長bj長は雑菌のjりさんから「誌面の

障害著益翫j というチ二手で、義信亡いただ、

争み〉:島官広こんにちは。議菌のj?iJ
ゃの おねがい

チヤノです。よろしくお願いします。

民
家は

す

じ児

ま

w

つ
い

ろ

て
の

し

良
子
わ
活

町
就
か
生

札
未
て
て

。
つ

つ

ん

もも

せ

こ
こ

ま
じ
じ

り

と閉

きます。

んどね しあ ねIt - ~ もんごる
イン ドネシア、ネノ号ール、モンゴ、ルなど、

デタデの面三このrJは、障害著の権判ゃ

船主は伝来、とじそよくないです。議菌は{色
くにすこし わるい

の国より少しいいですが、まだまだ悪いと

急ド苦手。島乞広に質首します。J}ぐ髄の桂塾、

は業当に辛う41で、すか?12は業桂、やi権りガを

もっている主主主将吉、 AF二を蒔ろそいる

1"'1:}G 

ち 蛤 L 

ろう36はそんなろう虎の議う粧をいろいろ
ゆくしゃせつりっ すくーるぱ

と調査をして、寄宿舎設立やス クールパス

の話番を面持に髪皇しましたが会、おうそくれ

3議、で

英縦しました。出等だ、ったのでろう掌長が
ベとなむ

ありませんでした。それでベトナムのろう
がっこう はいりました 2 0ねんまえ そつぎょうご
学校に入りました。20年前です。卒業後、

ネ兵ニふに食らYじ走。失1えになってから
がっこう はいる むずか Lい がっこう
学校に入ることは難しいです。学校で、

李紅おヂオfl号、ゐ議.憎議官で、蓮}1ffしま

みんな長方多に来そ掌長に通よdょ

本、宗ffif志の掌長には

詰寄には36J丈
にんいじよう がくせい

100人以上の学生がいます。

の左誕が挙8Lそいます。

議しには知識も構う42もありませんでした。

しかし宮誌に来そいろんなこと を首長し

て、いろんなことがわかりました。ネ兵ニふ
ったらにほん まなんだ いかし亡

に帰ったら日本で学んだことを生かしてい
はっぴ tう おわりうE 寸

これで発表を終わります。
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ません。

議しはえ二ニといぅ67で、生長JL、

長33Aマいませんでした。
はってん 寸こし へんか
発展して少しずつ変化しま したが、
びょうどう おもいます
平等ではないと思います。

lねんかん にほん けんしゅう なか しιうぷいさ
1年間、日本で研修をする中で、陣吾者

益討についてたくさん考父長tL走。
テ;1完の酷う毒L著たちは綿で、はなく欠髄

します あじめ かみ
と話しますが、アジアでは神に

急bbJiJ王手。でも、在益、を作Lっそいるの

は欠尚で、す;欠儲と詰きちよし:と 、在益、は
かわらない おもいます はなして Lやかい
変わらないと 思います。話しても社会の

差別はたくさんあるので、 自分たちの

支社、や障言著たちは芋う会うに

在委、は民主討に

まだ

ひと

人が強くて、

います。
うったえて

うに訴えています。

きたいです。



本映なれ、るチιで、すが、訟も参加1して
ちかてつ でも かれら

いました。これは地下鉄のデモです。彼らは

おばそ屯下総こ条よそ是1Zdですね。 し
えき えれベーた ぜんぜん

かし、駅にエレベータは全然ありません。

話菌で、は美袋詰ぽがあるので、量欠たちが

擢偏して在、元宮を各~m~{そいました。

韓首で、は£え方じ二タニが多いで、す。量1i
J社主主さ おおい ぽ、主んて
R早舌者も多いので、ボフンティアや家族が
どう てつだいます でも

移動を手伝います。このデモのときは

ミfJJ子の丈が多ZJ:ょ走ので主主父が毎議して

品下室長は8島被ありますが、 jミえが董うjt
な長逼半島;なのでその益討もしています。

これは障害著の彰説権論を議縛する議ド

のために、市在訴の前でチ、毛をしている

長芋で、す。長滑にZf元之の量支を藷℃、

尖議り嶺との益、設も議実します。「品不録の

駅に三CA4二多二を、障害著もjUに
れる のんすてつぶばす

乗れるようノンステップパスを!J 
すろーがん

のがスローガンです。

話菌の障害著益針の549ニは本訟法

に蓮討を続?ヂぞいます。障害著だ、けでなく

失、挙の羅津i提通手ニタふの挙左、たちもZd

参加1しています。「障害著はなぜjUに

条JLるぶのか前街、をしてほしい。移扇する

権利を!Jと、ご結lこAbtf手。ダd#半で、
すが委、毛は終わりません。 21:走~はチシ i

を作くらら7F道で泊五 d長仁走。;蒔で、すoj完34

白は輔から峯器、議討をえ会ニ iさせました。
この様、 もう i度与:/とにィ手6に詠う載します
がまた巻、営がきました。在走ZIまぶ茄著が

すごくふ福山のに巻首は多そくそ夫、差で、す。j

白し首の長γト1手dlこ詠う載しましたが挙管

とし、う

いました。

基末誌な権袖を寺も三ことはとても夫、菱だ、と

怠ド苦手。

しかし、桂益、話翫によって、それは多こじず

っ愛£ょモいくと急ド王手。益翫は為ft以
前色への新じい挑う彰で、すべての丈髄のた

めに平う事な桂益、を作三のが蓮翫だ、と

詩文量子。益面の労涯は旨7あります。E2t
ゃデヌ立方では髪量峯などの支峯で、特う哉、

あ じ あ た

に虹じそそれがで、きますが、アジアの他の
おかね じかん

首で、それをやってもお金がない、時聞がか

かると昔£孔そ急走き点るだ、けです。議菌

をきく必デタデの{色の首こで、は益翫はとても

長ぜひ:です。では、障害著はどうやって

主訟にデきらCできますか?古米もアメリ

カも前ょ己で、すが、障う雀著はチ、毛ゃ益面で、

jリιをつけてきました。韓首では白り五

韮、jぎの益翫をしていますが、議荘、とても

起識な益面を続?ヂぞいます。 i務くらい

をチ嘉を克三 Li;か。主牢γ瓦くらいに

鋲で三CJミータJ二孝設があり、障害著が
くなりました

亡くなりました。これがきっかけでデモが

あちこちで、通とら去仁走。

(ビデオ)

事長が通とるたびにチ、毛をして、始、髪の

~~âに虹ししそ講遥をしますoib泌総賀にも、

品31F鋲の鋲で、チιがありました。障響著の

権論を挺失、するためにです。結審著がをく

な

ぜ孝設があったか、その説品、がないで、す。

挙管たちが障害著を詐挺するだけです。
わたしたち ょうきう えき えれベーたー
私たちの要求は駅にエレベーターをつけ

ることです。議室ながら、障害著にとって

街が示通か、ご巌布国は員誌がないですね。

なくなってもいつもごめんねだけです。
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謹と込書造蹴があります。 i協のとき、
巻、管たちはいつも縫l清箸のぷ多長チぷデ

を室話量捕します。茨の輔からずっと巻、姦

は議室を巻、哉、しています。市金崩にチ多 i
を作〈三益説は続きミまじbz、話き肩Zf=走官は
作れ1主主乙でした。音波は良舗がない、た22
がないと吾 8 ばかりです。事f走官は~貰
挙管にii捕されました。巻、姦峯でi、jl首

治去ることになりました。市在l所前の

チ長iを転三のは義fCいことが会かる走の
で5あC鋲箭にチシiを作bYじ走。峯老、
益厳もえタニ下し、宇をもから謡〉Cまで

ご巌骨子民が在五~の益翫を応援しました。

今淳のj完26自までにif芳欠が峯器、に参浦
しました。彰話勧iの髄晶、のために
与え長 lゃ姦すもしました。 2f命?花いる
のは障害著諺話勧iの較です。
結菌の姪釜詰針は〉C皇の鼠:紅議の丈た

ちが、いつも参加1して志撃しています。「と
ても会えそうれしいです。刻してくれて

倉℃ぷ。あなたたちの髄;誌がi官のものでな
く、縦芳の織を齢、挺するためにずっと

め1して糊iこなりましょう。Jと

時念仏片手。 Sfしに官、予bうCERIこチ長i
を作:Jf蓮針していますが、障響著は官も
嬬いしとても矢遂です。けれど、「縦官の

酬のために対に刻してください。訴

に主CA二94を作Lっそほしい、障響著も
jU に条 6 走 UL、その~%:;長前権浦を議縛す

るために益厳しましょう。が話ができない

と仕議もできません。ど揺lこ刻して

令官山。Jと布。浦を桑なぞいます。

危7録の鋲での益翫はあばそのことでし

たが、 jUの条ら換え益翫は益百やってい

ます。これはあばそのjU条6換え益翫の
議字です。紅走之は兵えで4#尚掌くらい
益厳しました。 3t峯で面持に量きfiRを

品仁義仁走が、面持はいつも障響著首晶、は

福池飴晶、だから待ってください。 zf益がな
はな L ますまいつ舎 ぽす

いからすみませんと話します。話Jf、パスに

刻版樹をしていますが、針。箸は

ぷ得で 200欠ぐらい、ふ;ずしにと 10欠くら

いです。兵去に白首に条6走ぷので語、芹
益翫しています。発JR、韓首の3494た
ちがEZtで及。テラdニと白52左荏の
雄官をしました。 -12tの諺韻益針はまま菌よ
り趨識ではありませんが、とても効漢があ

ります。

E3tの議翫も 20牢謹話までは、韓首より

縁仏;:J走と自主義仁走。益翫というのは、

:;;l~ は2討議で、すが主ミ二三夢二歩 J 少がで

きるようになったり桂益、が誌室前だったり

すると、その義字は愛£ると急ド苦手。

街Ylf、指針官、支主正要創遥のためにE2t
で益容がありました。この自は 300欠くら

いの障響著が刻しました。韓首より

参1b箸もぷ:し、量1J障害、ぎ孝箸だけです。

ご巌縫官著はいませんが、ある最長におい

て綴じしに蓮翫だと怠ド王手。

益翫はとても失遂です。助活から

え手二iな益説は蕪車ですが、手JJふは
あります。最初は前[46筒詣、iま議を蒔ふそぃ
る丈が、どうやって白努の主主実を予をふふ

するかを考文主手。そして桂益、の菱挙が

きt点ぞくれば、者!?について高崩、する
えタわZの益翫ができると思います。益量i

po 
内心



じかん すくなくてもうしわけ

時間が少なくて申し訳ありませんが、
たいへん かな l < 

はとても大変です。とても悲しくさびしい。

益翫に参加するとき娃益、の自がゐYJ、it
きいて ひと

聞いておきたいことがあるという人はぜ
ひて あげて

ひ手を挙げてくださ い。が指九:で、す。でも、 v-~えで、は来車で、すが何時

がいればできます。益針の時何時は失窃。

誌面で、は白宣互信益翫を していますが、
なかにしなかにし ちゃの けんしゅう

中西:中西です。チャノさんはこの研修で
あじあ たこく じようきょう わ か っ た

アジアの他国の状況がよく分かったとの

ことでしたが、それは 4人の方それぞれ
おなじ おもいますた こ く ひかく ときじぶん

同じと思います。他国と比較した時、自分の

醤で、荷がよくて荷が記:かを 1つずつあげ

てください。

E二ニ与与手デ説室、など、E3tの白り壬正、落

毛予タニがだ撃しています。いい何時で、す。

草しも官誌で、競VEに参加1するまで、毛ι会ノC

ゃラJUE。ιの儲勉、は22数点 6去を£で、し

たが、本は何時だ、と怠1;じぞいます。みなさ

ん、右走之はデタデ答菌の障害著の権袖ゃ

福池の両lffのために何時になりましょう。 iEH:JXuの芳はおわかりになりますか?
ろけ L ゅ

ロケシュから。では、

己イトシi:ネjじノCの融資障誉著は構うiHが
わたし

私は

障害著益翫についてゐ識がなく、そのあた

りの濯しがで、きずすみません。 EZtに来そ

あばぞィ色の酷う善、について点ら長仁走。白努

くに ときわかりません にほん

の国にいる時は分かりませんでした。 日本

まったく久も石川のが簡易、で、す。

リフト
ちかてつ えれベ たー

では地下鉄にエレベーターがあり、

いろいろなことがわ

品てつっそ蓮謝していきたいと

樋口:ありがとうございました。

の丈たち以主に為ちをかけていることがわ

かりました。 julこぎや官を演で、

喜善ろほチ毛を存ちう障誉著、巻、姦皆ゃ

担!覚障室著の

手3完4

っきパスがあるなど、

かりました。

怠ド玉手。

簡保正がそれを自ろそし、く 。

福己:ネjミニノCで、良心と昔えることは?

しゅ やま

ロケシュ:そうですね、山がとても有名でそ
せかいじゅう とざんか

こへ世界中の登山家がやってきます。

障害著についてはごめんなさい。ゐ識がな

争う仁訳ありません。

ゃ診官接の議祥にあ1千三韓首の障誉著

議針、古誌の夕、/Cニチとど婦になった差討

があらわされた強うあ?なE、、チ、宗で、した。これ
しんぼじすと かたがた おはなし

で4つのシンポジストの方々からのお話は

かんこく じりっせいかつつんどう

韓国の自立生活運動
ざんねん

方には残念でしたが、

たえられません

くて答えられません。

くま ー ら

クマーラさん。
U ぐち

樋口:では、

円
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おわります ごご かたがた

終わります。午後、それぞれの方々は 3つ

のダ42gに会か孔そ搭崩 します。

雇首のある芳、とあ場で、 しかできません。

その前に



うるふさ:E3tに来そ竺審いいと急弘主の

は白努の権津ijを蒔よそいるといぅ考古f芳で、
す。え j多多売の丈皇室は「説。覚障害著は
うたって いい主す，:f寸 t，. 
歌ってくださいj と言います。 λスの隔で
わたL ょうたっ T い h 11一 作

私も「歌ってくれ」と、言わ孔たことがあ
おかね

ります。 これでお金をくれるのです。

ひ f ち・ 2 ー

樋口:乞援ということでしょうか?歌なぞ、
おかね

お金をもらうのですか?

〈富ーら " .. -ず担会 h

クマーラ:歌'0てお金をもらうのです。これ

は宥器、な説。覚障響著の任三重ですが、良えな

いと急ド苦手。 E3tゃデヌ立方にはこんな
かんがえ

考えはないでしょう。

ひぐち

樋口:いいことは?

〈曹ー晶 札.. 同高伺 #1. 剖

クマーラ:苓は語種がで、きて、?と学に有るで

益者員長することができるようになった。これ

はいいことだ、と，急:J王子。

4Elj:えj多予完では、障嘗をもった丈も

議官を受ほ急輸1があるという揺年がで、

きたことによって、障う善、を蒔ふモいる文が

失挙議官〈を受ほられるようになったとい

うことでしょうか?

タ寺ムさ:これは室蓄の議貨もいますから、

いいことだと怠ド王手。

ひぐち a等兵 n~

樋口:蕗維があるといったけど、 そこまで

者弱にj討しヘマいる56毎で、はないのですか?

〈まーら 四品例

クマーラ:語種にはいいものも悪し¥ものも

ありますが、在益、の市でその主てゑ努はゆっ

くりです。髭年がもっと箕儀、に島討される

ようになればいいと急ド王手。

ちゅちゅ

チュチュさん。樋口:では、

長i争i:晶の醤とえ5444のは鑑Cじです

ね。でも、さっき多43さんの者を自心そ

怠V走のは、ぶ少長率ふデの障響著益説は

まだ、街もはじまっていないということで

す。 みんな髪にいて芥には品去をム たぶ

ん、みなさんぷ歩手ネふデにきたらびっく

りしますよ。「え?障害著はいないの ?J

と。でも髪にいっぱいいます。韓首では

障箸著益説が量。乙ですが、 JPFネふデは

まだ、街もない。 ibb?竿に障響著の髭姪がで

きましたが、蓮華の蒔に実最すのために

若手だけです。毛茅jニだけで、

チ多タチふえは街もないのが現状で、す。

街Yd益、桂で娃賞100欠のうち 11えりは

障箸著をえ点るほふをいけないという

髭毎がありますが、どの益、在もそれを

寺なぞいません。 1長う者も白な己で、す。みんな
が議う者を受性色点るように、仇乞lf融資〈
障う善、や説。覚障嘗、伝沫憧う善、、みんな宵6

尖挙に丈bVULのですが、それを箕議する

ことはなかなか転じいです。耗に、寺内装は

障箸著に金雄が蓋ミ〈ありません。品lylf議し

が掌援に丈bf廷し時lこ「あなたは障う蓄があ

るからえ点差是んと昔£乳量手。 たくさ

ん筒騒があるので白努の醤の良えないこと

はたくさん言え長手が、良心ことは昔えま

-28-



せん。

ひぐち ートムル〆， ，同町

樋口:雇用促進誕のようなものがあるけれ

ど、

ね。

美麗討には議笠していないということ

多43さん、結菌はどうですか?

争み〉:韓首にも福語、百乏な髭福がありま
よわい

すが弱いです。ペナルティもありません。

話会正には髪割、美佐がないで、す。品企とか

持う菜、がないので、障害著の左搭はとても

矢菱で、す。揺年はありますが、争議がない

ので、若旨だ、けの髭揮です。でも、議しの箇の

いいことは、色努たちの簡晶、を白努が参苅

して鉢、京しようとする韮じ

ことです。 以主です。

ひぐち

樋口:ありがとうございました。京当にそ
びで お じゅうぶんひょうげん

うですね。ビデオでも充分表現されていま

した。ギ前の蔀はこれで、森£よそ、前き話芸
4にん かたがたぷらすこんかい

4人のシンポジストの方々、プラス今回

デタデから柔らJL走値の船彦主が、三三の

わC二チに会jiλモ「議う七百」、「障害著益翫」、
すいはっ てーまベつ でいすかっ L ょん

「啓発」とテーマ別にディスカッシヨンを
おこないます みなさん

行います。どうも皆さん、 ありがとうござ

いました。

-29ー



午後の部
(まとめ)

Mternoon Session 

(Conclusion) 
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ぶ部の
ゾ」後

4

」午

どう支議するかということに嘗しがそれて

いってしまいました。街質討な支1妥も尖窃

ですが、樟箸著に晶子三配dのAi禅を

粂VSことが夫、55だ、と急ド苦手。障う善、と

グループ・ディスカッション

まとめ

竺言で昔ふそも多種参議です。それをふつ

うの掌援に通す宇をもは舟6差是£。そう

いったことを掌援でi議しをして宇をも濯が

受t守正あそいくことが失、前です。そうすれ

ば桂益、lこえもらっ定後でも受持止あることがで

きます。議う者は、国謡、薮挙、在益、などの

薮梓の益き長だけを岳手のではありませんo

jJさむときから薮蒋の益き長だ、けでなく、い
童なぷ かんがえて

ろいろなことを学ぶのがいいと考えていま

かどた "'，.生 1_ C 

廉回:それでは、第三蔀のまとめに
はいります ぐるーぷ

入ります。それぞれのグループで
でーいすかっ L ょん

ディスカッションはうまくいきましたか?
はんのう

反応がないですね。それでは
でいすかっ L ょん

ディスカッシヨンをまとめてください。ま

ずは議う者のわCニデからです。多二多二さ
おねがい

ん、お願いします。

ちゅちゅ わたL.まーら おおしま
チユチユ:みなさん、私とクマーラと大島

さんは議う誉をチ二与にして藷tYU走。

t悲しが訟をしたのですが、百端が難し す。

長通:ありがとうございます。発言うしても

らったのは、話の字手箇の笑雇者婆さんで

した。 争L謹ォえをまじ走が、 旬会議の

;ぷ長支 ijニエ説室、の最首で、す。よろし

く。

続ドモ三七子首のわC二チ、障響著益説か

らDPIE3去さ議の産主さん、先詰dviします。

おのうえ 釘同一~ 担ず.. ~削除;， '? R ペー・・
尾上:1/示ードはお手元の資料26ページか

::"1!'んちゅう
ら載っています。 lf前中の発言者のパクさ

んを受持そ、まずはデ喜多さんから

毛己主ふのろう誌室、ならびに障響著益厳

について鞍醤をいただきました。毛歩LC
では桜覚障箸著と融資障誉著がご揺に

誌室、を作2ぞいたが、情報の箕宥ゃ

ヂぷえ方3LA少を存すことが薙セから72

いのであんまりうまくできませんでした。

でも、みんなが評手のを由えことができま

した。議官はやはり失、前なのでいろんな

障害、、街治主どうし著だ、けではなく、説。覚

障う善、だけでもなく、いろんな障嘗、があって

もど繕にやったらとてもいいです。それで

ネ3i歩ニタのことは、栃の首謀、ではなく、

設右手ゃ情報を在官心からもらうことがと

ても失萌です。掌長では、街乞lfi誠とか

国謡だけではなく欠髄の識者が夫前で、す。

鉦Cじので濯しからはこれだけです。

息6るjL部努を実屋さんに義語買がしにします。

おお L宮~ ...'::'I.u' 咽 宇 品争合

大島:薮{育、のディスカジジージの申で、

橋有髪鎮のネ34歩二タをどうすればい

いかという議しが曲三 L走。しかし、デタデ

25菌ではあ議がネ34しているので、

-32-
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そして、長L遂に設しから町誌における

障害者益翫の金き吏と新語ということで
ヱうこく おζ 沿いま L た I 9 7 0ねんだい はじまった
報告を行いました。 1970年代から始まった

白Y山正益翫の結五は、それまで、は薪ゃ

耕機市 Jむの謹厳で、あったのが障害著

宝棒、となったことです。そ して酷う告の崩長

現在、

ないので、

受ほるのが転じじという報吾もありま した。

別団体として活動することになりま

ろう学校が圏内にひとつしか

色ヲに佳むろう免は議う者を

ため、

した。

また、従覚障害著ゃ伝説障害者aは{色の箇二こ

ぱりあ ふりー さベつ
や治療でなくバ リアフリーや差別からの

解放、 危域からの色り壬を自岳 仁そ主なぞき

ました。 id牢Ft、lこ丈、d、DPIEZt釜議という

面下干高な菌除、ネ3iFニタができました

おなじとし ひゅーまんけあきょうかい
同じ年にヒューマンケア協会という

の橘報うに語、逼 しているのですが、ろう箸は

それが員iCド。!香う半日が朱延しているため、

信針ゃ最6泊るを主ν三のが菌難で、あると

いう報話がありました。
ふいりぴん めろでい
フィリピンのメロディさんから次に、

説話がありま した。

J主γ前に手タチ完jiタという障害著の

し、
ふいり ぴん 1 0ねん
フィリピンでは10年

にほんはつ じりっせu、かっせんた ー
日本初の自立生活センターができました。
げんざい じりっせいかっせんた ー ぜんこ<1 0 0かし主
現在、自立生活センターは全国100ヶ所を

える 90ねんだいいこっ
越えるまでになっています。 90年代以降、

ようやく国レベルでの
のーまらいぜーしょん むけた ぐたいてき
ノーマライゼーションに向けた具体的な

ほうりっせいてい かいて
法律が制定されました。いいことは書いて

ありますが、集蕗のj千翫晶、舗はみ;:fd、

仇Yif、ほとんどの辛長に~<>よ千 i 年乙ゃ
えれベーた てんじぶろつく
エレベータあるいは点字ブロックなどがな

こうつうきかん かんして
いということです。また、交通機関に関して 動こ芸が免らλるようになり、障害著皇京註

せいてい かくじらたい まちづ〈りじょうれい
が制定され各自治体で街づくり条例がで

きたという報告を しま した。

ばす じぶに ー のりあい のりもの
もパスやジフ。ニーという乗合の乗り物があ

あくせ L ぶる Lゆどう
りますがアクセシブルではない、手動の
くるまい寸 {ま あい のせて
車いすであれば場合によっては乗せてもら

でんどう ふいりびん 7がつ
えるが電動はだめです。フィリピンでは7月

の第五し遍が障害著通商と決去 ろそいで、そ

の訴に辛長で、障害著のX指について

藷tるてつつ活d障室著の納長を粂iM34ため
l;fんふれっと つくってくばったり

のパンフレットを作って配ったりするとい

ぷえ少 lを品域で、険信する話、

障害、を蒔よそいる丈が白石に参加で、きる

状況はあまりないという報告もありまし
たとえば かいじιう

た。例えば、この会場には手話通訳と要約

筆詰がついていますが、こういった保騒が

名古jktLさないため白石に参加で、きないとい

う報告がありました。
iこ i正人 20

「日本ではここ 20これらの鞍吾を受日いろんな
ねんかん こうつうきかん っかえる
年間で交通機関を使えるようになってきた

ちほう いく のんす てつぶ ばす
が、 地方に行 くとノンステップパスが

是なぞいないし、呆ちさ:にええの莱う主主!e:者が
にほん つくったばす でん Lゃ

ある。また、日本で作ったパスや電車車両
ちゅうこ あじあ うられて

が中古と なってアジアで売られている
げんじよう カ・んがえる
現状から考えると、
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iこiま んJ

日本がいいものをうことでした。



白52差、富にタニ93lを量ぷ走会被を

作2三男がいいのではないかという雇通が

Ihじあ くにぐに めいわく
アジアの国々にも迷惑をか

という妊婦が251易うから

つくらなければ
作らなければ、

けることになる。J

ありました。

耗に董うjぎなのは、どういった芳両でどう

いった手ιさ、えが芯長かという構通うや

かんがえがた ねっ!- h ーぐ

考え方です。それがネツ卜ワークなのかな

と怠tJままじ走。そういった討議をうけ、耗に

苓菌、の毛ミチニではデタデ.末、羊洋を輔に

した障害著の権論のためのネ31歩ニタ
っくりたい みなさん

を作りたいという皆さんからのまとめをい

労tdti為鴻巻、でした。

長通:ありがとうございました。巻安の
ぐるーぷ わたし はな L ます
グ、ループについては、私から話します。

た

。

し
す
す

ま
ま
ま

き
り
り

だ
わ
わ

た
お
終

最安に白1Jfは、品来るj良ぎ62S1易うとのやり

とりを帯芯にして金みYじ走。占手長二と

いうネjじふのろう箸、ふヰタぷJBFC長
ふじゅう ぱきすたん ひとり なでいん
不自由でパキスタン、もう一人はナディン
Lたいふじゅう さんにん 1 5ぷんくらいはな
肢体不自由、その三人が15分くらい話して

最安そのものの民法操は、白努たちの

ことをまず点よそもらわないと荷もはじま

らないということで、議しの向、蓉は白努の醤

のl議しゃ白2j吏で、した。長砕詰には、それぞ

れの酋福うや色33が棒、験してきた辛長室落
くに おなじ

についてです。どこの国でも同じだと

釦J苦手が、障う善、があるから挙援に
いれな
入れないという話がよく出てきました。

百点字がないとか、白33は違まを蓮華できる

ようになったけど、それも基註の議Lで前は

宮の発許さえもとれなかった。議長はで、き

るけど障響著が哉、選した富を蓮転するこ

くれました。

さまざまな記:を露首、かっ、基を

桑6越えモネ31歩ニタを作沿っそいこうと

いうことに白℃そ、いくつかの雇舗が益湯う

からあがりました。ーなは、自誌の場事脳荘、

与Eの文たちが補う，i?となって苅牢及、に

議厳に最ら組Lそ、きたが、{色の舗の障害著

の被う説うはどうかという質髄がありました。

もうとなは、毛長会jiの子手多さんの

告1t£ち完ようにろう箸は情報が晶、厳さ

れ、あるいは晶の障害著の

主ミ二三多J二シJ少がうまくいかないとい

うことだが畠の箇はどうだろう、障響百ilを

越え走蓮翫ゃ話語、が芯髪だ、が、

いるかという屋前がありました。いずれの

舗も障誉百!?を越え走ネ3i歩49という

~で、は、まだ、義通があります。ただ、韓首で、

は白52差、結毛少タニができ、これにより

量長の樟響著が議議〈討に蓮説にめ1して

いるという報長がありました。

でました。

どうなって

衝に、 hlztの匙、議定を52首都市としてどう

長かとそいくかという質首がありました。

日本では1970年代にかけて施設がどんどん

作られました。そういうお誌に虹じそ、脳域

での白り五を長ぽ三益面がおきました。いっ

たん証話ゃ養護辛長にたくさんの益ゃ丈が

長bhMSと、それをもyコ正記域に

蒔よそいくのは夫、差です。

デタデの菌ニミこでこれから障響著の

手二E、えや蚕i昔、を作く4i手、新たな危議を祥

るのではなく最初から拓域主語支議長官

a生q
J
 

だとすれば、



とを醤は語、ばそないとか、醤によって様が

に被う説うは孟ド苦手。ネjミニノCで、はjりふ

の益蕗さえも茸が商iえるふという主14で
者上 な‘った いろいろ うんどう せいか

免許が取れなかったが、色々な運動の成果
みのり めんきょ Lゆとく

が実りやっと免許が取得できるようになっ

たという詣がありました。しかし、これは

歯首ふら72ので、すが、 Ltt元逼孝訟を

通とはらその瞬官邸こ綿を

最6Lチ8Aるそうです。またネ兵ニノiの

場溶、羊述語訳という存在、白球がすごく
Lゅわ ひと はなす じたい

少ないそうです。手話で人と話すこと自体

が品科LLULh鴻で、主三省で、jELしそいる饗:

かぞく たにん みられたく
を家族あるいは他人に見られたくないと

主t之ZXが参?と羊宮逼訴になってくれる

丈がなかなか唱えがLのが議禄うだ、そうで

す。また、持越訴があること白球、 tf曲活
で、は茎ミく橋事として舟らさλモいないと

はなし でて
いう話が出てきました。

また、それぞれが任三重を蒔ふモいるけど、

どんな仕草をしているか、 3EWはいくら

かという雇簡が婆場うからありました。災の

ふ信ろが去になるのが自末文の特質で、すので、

(演、)oL干タふふは36語いい若葉lうをもら

っていました。 jUえタ長で、は縫l背苔の

被う}丈jが半、Edj~j芳くらい。ふキタふふの

ぱあい 2まん
場合は2万くらいだそうです。

チう判長は、退恭チノCでj討し¥bぞいて

有議は8芳ぐらい。縫官著と止とと泣言、ず
やすい

いぶんと安し、そうです。

占易会二は急ううし吾であることが仕草その

ものに診警はなくても、なぜか仕草がなか
主つづき 二ろころかオ

なか長続ぎせずコロコロ変わるそうです。

なかなか芸議室せず、ムミ少尋長からはじま

ぷーるぽー ともだち けいえい
ってプールパーを友達と経営したこともあ

ったがi話室町抗したそうです。ど巌荷な
げっしゅう 1まん 2 えん
月収が 1万、それが2，000円ぐらいに

晶えもMSのが障箸著の後う拡で、す。

また、 巻実とどうが首候、あるのかという

普しになりますが、官誌で嵐直ご緒にえV走

ことがありますか?という質首もありまし

た。白努を点らそもらうということだから、
ふろ はL、って
風呂にも入ってもらわなければということ

です。ご宏、官品手dLLjL4走けど、尖裕じ房

はいった
には入ったことあるそうです。

五日tkff、「晶固く後、 百誌で、孝弘7岩ことを

訟なぞいくためには毛ミ子二を繭;Jifd、
でもんすとれーしょん おこなったり

あるいはデモンストレーションを行ったり

するのですか ?Jという質儲がありました。

平箭市に議菌のをチ、去にありましたが、 あ

そこまでいかなくても、官で、持主主すること

で巻、毎につかまったりすることがあるのだ
でも けいはつ ますこみ

ろうか?デモは啓発としてマスコミを
つうじてしって なでいん
通じて知ってもらえますからね。ナディン

は、与じ二歩デで、障害著白球がやっている
でも みた
デモを見たことがないということ。

ネAJ二/Cで、はある。 jミ尋えタιで、はチ、ニらや

好道をしたくても主fJ、手がないから、品そ
だんかい おこなって

いく段階まで行っていないそうです。そん

な中で首首志らっ法のは、己努たちで短益、を

愛えるためには翫かかければならないが、

そのために好道すること白球が縫清う著の

縫l清う著が作V定前首益針
ぶんか
文化じゃないか。

瞳l喜著急くdの
つうじて

を通じてやるのではなく、
ぶんかでもんすとれーしょん

デモンストレーション、 そういう文化を

桑fdなかで、巻実をやりたい。それはひょっ

とするとぷ酋の主主で、参??iiずしにから筈巣を
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うたう
歌うとか、そういうことになるかもしれま

つうじてったえて
せんが、そういうことを通じて伝えていき

たいという岩見もありました。

今後、 白ヲちたの舗に帰ちっそどのように

していきたいかという通しもありました。

障響著鐘説の劣蒋25からも鞍醤がありま

したが、ネγトら二一γ作6をしてゆきたい。
i牢にi虐くらい緋16星、の国安富で、
長ミチ二ゃ与えιiを前ドモ捨議長援が

できたらいいなという話がありました。
ば脅すたん らいねん 2がつ

ちなみにパキスタンでは、来年の2月に

ふ安是タ歩五あるいは茅dタチ日チぷあふ

れるチ主を主治しています。菌向、で彰持に

穣7な量支をしていくことも失窃だが、

議芥から刺議を受はることで曲三茸を蒔る

という面持の後う説うもあるので色174醤か

らめ1して最仁ぶそうです。そして是正号妥
結説を続?デモいきたいということです。耗

に、兵キえ多長にはめったに仕えこともな

いでしょうから桑そくれたらうれしいです

と。ぼくも什さ走ぷなぁと急iJ王手。 ちょ

うど2賀にはhiE6夫、益、があるそうです。
jミキえ会歩のhtLチをばかにしてはいけま

大会アピール

争i争i:笑芸、首藤障響著LP長タ歩五

夫苔デE4/C、拡充t吉年 β予李会予、韓菌、

去り多少売、市首、ネjミ二ノC、タぷ OEb、
与じニ長デ、毛シ品、ノCのtL芳首からの

鑑三編多え尋少デタデ来平詳誉it華美
耕76星、は、町議の。二タ二のviぅ:らくととも

せん。どれくらいあげるかというと、 4000

官るだ、そうです。釜の午lこえLVさd品走6
します。それを免るためで、もいいのでぜひ

にほん いって しやふい〈

とも日本から行ってください。シャフィク

の脅おばあちゃんはiii号、です。その丈と

会8だけでも谷三品盈があるでしょう。

舎三党、iit議、の丈とは藷UEことないでし

ょうが、 i討議、ぐらいになるとおftじ昔が
差えそきます。 ふヰタJJは哉、実なすばら

しい菩牢です。ぜひともそのおばあさんに

会心走ふので、長はA4え会少に4ti8と

怠:J王手。

以主で巻、36の報醤を桑あら長手。これで、
三13の22425杢言語の鞍醤を影γします。

ありがとうございました。(指半)

最も遂になりましたが、左手菌、の

ふιぷタ歩五はあばそ紛ぎ星、が帯芯にな

って曲ド濯ものです。続}彦星、たち前に品モ
ぜんいん かお みえる

きてください。全員よく顔が見えるように

竺苅に金Uモください。失、益宣言をこれか

ら議LVZ』しにと郎J王子。ご連繋晶、

考父長tk廷よね。萱者支を読志のは
ちゅちゅ おねがい

チュチユさんです。お願いします。

にSbγよ手rxaすd主hid、策安にお

いて菌保障響著ふ少ぷタ多iを融催しま

した0

~菌左遍からの家茄著、え多 3 多などの

転勤、iS錦、が生玄d、デタデ来平詳記議の

樟響著にかかわる三るの広告39、障響著

益説、議官、最安搭厳について、

藷t谷下、4t走。

デタデ去、羊、評語菌における障箸著の

貌L:反は、いまだ失菱な後う説うにあります。
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チヤノ:紅だ宕のネ31歩4Jに向昔、参加1
て はこ はいれて

してくれる人は紙に書いてこの箱に入れて

zf走F2のネ3iBニふは、

まだ壬主孔走ばか
たいせつ ちから つく してそだて て

りですが、大切に力を尽くして育てていき
おb います みなさん お口がい

たいと思います。そこで皆さんにお願いが

あります。島VLもi1A'hくしてください。芥

吾舟し

」まほしいです。

だ名活 しかありません。

失γ4皇官のひとつは憎う半日の朱豆だ、とい

えるでしょう。情報、恥こ、よニ/ふC毛チチ、/ふC 

としての主う孝￥からえる!檎昔
えんぱわ 一めんと たいせつ
ヱンパワーメン 卜するのに大切です。

障誉著と角わdの災支の詮議哉、単なく

主f益、差挙はありません。それを主おうふこは

おう主著と手長ニタニF自主の論iとiIAぅ:らくな

して、

すこし
少しでいいので、

おねがい
よろしくお願いします。てください。

長と白:これで、京当に齢三です。ナ首を
つうじて しんぱ じうむ おのうえ
通じてのシンポジウムのまとめを尾上さん

こ箱があります。しでは実現しないでしょう。

今洋はデうデ末、草、評樟嘗著のi6年の

ーらむ にほ ん かいさい せかいかっこく
フォーラムが 日本で開催 され、世界各国か

L並立iい皆 いちど つど いま す らいねん
ら陣舌者が一度に集います。さらに、来年

ふ語障う宣言からの齢、援をチ二与にした

デタデ障害著の茨のi鉾がはじまります。
おねがい

からお願い します。

tti;:与ょdl三官士、芸会議でした。

進室、を主歯 した緋珍う圭3JACが、それぞれの

歯こで、税桧うの炭菓を1UL 仁そ障害~の京う説う

を会え障害著益面の築展のために荏討し
あついおもい った わ て

そういった熱い思し、が伝わって くる

こIv ~、も、

今回この

障害著の白三、

妊益、参討を金百うそいくためにネ3l歩二ふ

を作くりJ、橋ヲ42と進、厳を会JL色会;ことが

長あ%沼ぞいます。
にんLき たち

こうした認識に立ち、

さ討td'ま ¥;[りあ
様々なバ リアをなくし、

たい、
しんぼじ
シンポジ。ェではなかったかと島ぶます。

あじあたいへいようじりつ
アジア太平洋自立

(APNIL)を作り以下の

jtにふうJd、いくこ

主?王ネ31F二タ
むくてき じっげん
目的を実現するために、

あぴーる

とをここにアピールいたします。

之被:テラヂ夫、羊洋白1f星、富ネ3iF二ふ

旨前:障誉著の色'宣量、!互の起迭を長官、
しょうがも、しiや えんぱわ ー L.Jうがいしや きょうしく
障害者のエンパワーをする。障害者の教育、

雇涌E25のあらゆる首における桂室参加1を
また、

予E。こんま、失、差董うitなものではないかと

もい ‘か れて ーとし
思し、ます。ここに書かれであるとおり、今ヰ

で、デタヂ呆、羊、起障害者aの話、ご長の半?牟は

森ちらますが、;長、年からは桑三次のEFT牢が

第二次のテーマは、

業う昼、参すb著三向で、福諒した尖室
じっげん じんけん かくとく けんりほしょう
実現する。人権を獲得するため、権利保障の

ための髪量、ゃ品、定に品はそ働をふ;子宮。あ

らゆるAjデからの綜援を自晶子。!香報うや

進、厳を3t宥し、首こ玄の1aぅa元く筒謀、を強L530

その もはじまります。
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のずばり 「陸選からの解援、及 。デからの
つぎ じゅうねん すすめて

開放」です。 これで次の十年を進めていく

ことになります。

いろいろなタ溝25の市で、 障害著白球が

当違箸として呆走手自らC毛チ、ふとしての

装討が首論うされていたと怠ド苦手。説、厳

からの平う牢を推進していく第三のすは

障響著の搭翫で、あり、障響著白球が長こdを

もって生きていく、そういう意思改挙こそ

が桂益、を変えそいく失V41ちらになると
お も

思し、ます。

本からお挙以豆詣で、すが、やはりその

主持も多えキシさんから竺芳ならぬ支議を

いただき、 IZtの蜂嘗著がデ;立売の白宣

韮荏毛長会二で雄官をふ?長tvf。その
うごき 10ねん 20ねんた にほん 100か L よいじよう

動きが10年20年経って、日本で100カ所以上

の白32E26長与タニをig笠する動13に審議

し、美逼AOデタ jιを長ぽそ特には

叡ピイ益面を議輪、し、「葵逼

兵b今γrJj会」の哉、笠に潜芸品。ること

ができました。向援にこの失室予をニノCで、

金色ふ子走デタデ来平拝白32韮落

ぞdここにいる乙ス工スネ31歩二五が、

が呈棒、討に参加1し、 あるいは布請に

時合かゆることで、議』でより両Y荷なもの

になっていって保仁ぷと齢:ます。

このネタ i歩ニタを障害著白首がi鉾
つづければ

続ければ、
ぱ り あ かいほう たっせい

まさにバリアからの開放が達成

できるでしょう。同年五には手シ多年夫が

国変転だ、ったこのデE。ニふが、「デタデ

呆、羊、詳記域を愛え走協議京だったなJ と
ふりかえれる つぎ 1 0ねん す た ー

振り返れるよう、次の10年のスタートをこ

のネタ i歩49をもって主なれ、きたいと

おもい

思います。

このふ少ぷタ合えを通うぜそ、 それそれの

画官、

橋説、

いろんな障う善善、の蓬亙0:VいしじぷL:i それぞれの
けいけん まなびあう

経験を学びあうことができたと

ぶJ王手。このように橋憲、匙畿を

ML色f与えるような、ぬこ参加1すれば官が
ばわー えんぱわーめんと

パワーをもらえる、 エンパワーメントされ

るようなネタ i歩4bとして芸展してほし

いと旗揚じよ、まとめに愛えさせていただきま
ねっとわー〈 はってん

す。 みんなでこのネットワークを発展させ

ていきましょう。

長1S:長後に、量催箸のE3t障響著

jjミ昔日チιLJシ誌うさ、の挺苧から

Ef長}iをさせていただきます。

Bi半:副手簡のふ歩長タるえであったにも

かかわらず、 こんなに実勢、の芳が長b後まで

ゑ沿っそくださりうれしく齢:ます。 この

会多ぷタ多えは耕桧う星、のデぷチ、デから

生長JL、金れれ=筆舗をしてきました。 さき
おのうえ いわれた

ほど尾上さんが言われたように、これは

えタニ iです。みなさんの強うヨ〈を海そ、

盛6Lチモイナ主走ふと急ド苦手。 ありがと
9にん

うございました。がんばってくれた9人と、
すぴーかー こーでいねーたー みなさん

スピーカー、コーディネーターの皆さん、

i4i援i誌のえ身長夕、&bd立さまでした。指半
おねがい

をお願いします。ありがとうございました。

かどた

廉田:ありがとうございました。
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大会アピール
Tokyo Appeal 
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国際障害者シンポジウム

たい か い あ ぴ ー る

大会アピール

22吉宮、年bFネふデ、韓首、え5多乙先、辛う菌、ネ兵一ふ、兵与えタムラふDPι、与じ二ふ子、

毛ι品、ふのら労白からの貨当動1ダヲヰムテタデ英字語障害著。ι多ι者裁量薬1弁連う星、は、百誌
の障害をもっ D 二身、ニの1ti~~おくと巽lこ、 sbo025牟VH らす占(1:)、策き京において「酋除、障害著

ふ減歩合え」を輪種しました。~菌議遍からの鋭崎、分けなど、総務 i も054が桑lf6 、
テタデ笑半持組域の障う雀箸に白3343つのiE5b去、ミダ誉と障害、著益説、皆葵謡畿について
はな L あいました

話し合いました。

デタデ笑平斧語菌における障響著のt説じめま、拾を失遂な1失うyhうにあります。失言達金E首のとな
は、“鴇う轟"の朱廷だ、と善えるでしょう。“情う鞍'、耗に品ニふ毛チ、ふとしてのぎ孝著から得る檎顎

は、障害、著面接を主ι兵多ニするためにとても芙拐です。障う善、当孝著とHdの文交の論議後挙な

くして、桂益菱挙はありません。それを主128lこは、ぎ孝箸と手長ニ多ニ鼓努の短説と 1ti~;ち〈な

しでは美貌しないでしょう。

今津はデタデ英字斧のiV手議L彰多ふ二多んど白13長で働権され、 lf巣等菌から障害著が竺量
に集ド苦手。さらに、築竿Ut略「障う遥からの緯殻」を長二与にした、テタデ障害著の茨のiV4
がはじまります。議交な兵5デニをなくし、障害著の白52.桂益、参酋を主32そいくために
ネ3M二bをhfd、捨議と雀畿をM.4志;ことが朱あ九涜そいます。
こうした謙譲に金色、デタデ宋平斧己宣韮結ネ3i歩二タ (Asianand the Pacific Network for 

Independent Living) 
あぴーる

を品td、以宇の旨前を美議するために異に参むそ、いくことを、

アピールいたします。

ZL訴:デタデ笑平斧画室主語ネタ同ニタ

旨前:

(Asian and the Pacific Network for Independent Living) 

陣響著の白32主語の越去をK38、障害箸の主ιjWニをする。
障室著の議う誉、是正局、韮搭のあらゆる首における娃答参酋を長議する。

欠縫を議縛するための権論保障器の議蒼ゃ自j蒼lこん14そ働言ふi将。
あらゆるjリテニからの員長援を自岳手。

鴇う嶺ゃ経験を~う宥し、菌定の1急うヨ〈随像、を強528。

象五知γう若手長.デタデ宋卒採障害著Dιタニ首裁量薬務桜左竺局
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International Symposium on Disability 

Tokyo Appeal 

We， the trainees ofthe 3rd Duskin Leadership Training in Japan from 9 countries， Indonesia， Korea， 

Sri Lanka， China， Nepal， Pakistan， Philippines， Malaysia and Mongolia， together with Japanese 

Leaders， held “International Symposium on Disability" in Tokyo on June 22， 2002. Approximately 

180 participants丘omall over Japan joined us and discussed three topics， Education， Disabled 

Movement and Awareness. 

The situation of persons with disabilities in Asia and the Pacific is st出 dreadful. One of the 

biggest reasons is the lack of in品目nation. The information， especially the one which get企om

disabled persons themselves is very precious for empowering us. There is no social change without 

improving people's attitude. To promote the changes， it won't be achieved without cooperation and 

understanding among persons with disabilities themselves and supporters. 

In this year， International Forum on Disabilities to Mark the End Year of the Asian and Pacific 

Decade of Disabled Persons will be held and many disabled people will get together. In addition， 

the next decade focusing on freedom企ombarriers will start仕omnext year. It is needed to 

establish network and to exchange information and experience for removing all barrier and 

promoting independence of persons with disabilities and society for all. 

It is our pleasure to announce the establishment of the network named “Asian and the Pacific 

Network for Independent Living". We will step forward with the following purposes into practice. 

Name : Asian and the Pacific Network for Independent Living 

Purposes: 

• To promote the philosophy of Independent Living and empower persons with disabilities， 

• To participate in a society on every field of life including education， employment and social 

lぜe，

・Towork on making Human RightsAct ofpersons with disabilities， 

・Toachieve企eedom企omall barriers， and 

・Toshare various information and to straighten the relationship among our countries. 

The trainees ofthe 3rd Duskin Leadership Training in Japan 
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ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業概要

1.趣旨と特徴

本事業は、国連・アジア太平洋障害者の十年事業の一環として、財団法人広げよう愛の

輪運動基金の委託により、アジア太平洋の各国で地域社会のリーダーを志す海外の障害を

もっ若い世代を対象に、日本の福祉の現状を学び、自己研鎖に励むチャンスを提供するこ

とを目的として、平成 11年度より実施されている。

政府などの公的な推薦を必要としない完全に公募による招鴨事業であり、学歴や職歴は

問わない。また、約 10ヶ月という研修期間の中で、研修生が自ら希望する分野や関連施

設で個別研修を行うというユニークな特徴を持つ。

もう一つの大きな特徴は、日本語を 3ヶ月集中して学び、その後の研修を日本語で行う

ことから、日本や日本文化についての理解を深め、日本の障害者とより交流することがで

きることにある。さらに、異なる国々の研修生が共に研修することにより、各国の障害者

を取りまく現状を知り、将来のネットワークづくりに活かすこともできる。

2.研修期間:約 10ヶ月 (9月初め~翌年6月末)

3. 受入れ対象地域:アジア・太平洋地域(オセアニア地域除く)

4. 受入れ人員 10名

5. 応募条件

(1)障害をもっ本人で、将来リーダーとして地域社会に貢献したいと志す個人。

(2)応募年齢は原則として 18歳以上 25歳まで。

(3)連続した約 10ヶ月間の日本における研修に耐える力があり、日本の生活に適応でき

ること。

(4)日本語(日本手話)または英語(アメリカ手話)で行われる日本語(日本手話)の研

修を受講するコミュニケーション能力があること。

(5)基本的に日常生活動作が自分でできること。

(6)研修に先立ち各国で実施する面接、及びオリエンテーションに参加できること。

(7)研修計画を自ら立案できること。

(8)不測の事故等を含め、すべてのリスクを自己責任で負担できること。

6. 選考方法

申込書(私の研修計画)をもとに実行委員会が審査し、研修候補生を選出する。その後、

選出された研修候補生に対し、実行委員が候補生の母国で直接面接を行い、その結果に基

づいて実行委員会で審査し最終的に決定する。

7. 研修内容

(1)日本語研修

来日後約 3カ月間にわたり、日本語(或いは日本手話)での会話を中心に基本的な読み

必
斗
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書きまでの研修を集中して行う。

(2)個別研修

各研修生の希望に基づいて関心を持つ分野やニーズを考慮し、日本各地の施設および団

体で体験研修を行う。また、コンビュータ関係の技術や知識の習得については、帰国後

もパソコンを活用できるよう研修を行う。

(3)講義

日本の障害者の現状を理解し、母国での地域活動の参考にしてもらうことを目的に、当

協会スタッフをはじめとして各分野の専門家や研究者の講義を受ける機会を設ける。

(4)施設見学および、セミナーや会議への参加

講義内容などに関連した施設の見学を行い、またセミナーや会議などに参加することに

より、知識を得たり人とふれあいいろいろ理解を深める。

(5)スポーツ及び、レクリエーション

水泳やスキー、他のスポーツをすることにより健康管理を行い、バーベキューパーティ

などのリクリエーションを通して生活の向上を図る。

(6)その他

日本の障害当事者とのデイスカッションや発表会(日本語・総括等)を通じて研修生同

士や日本の関係者と意見を交換し、リーダーシップ向上の機会を持つ。

各種交流会・行事への参加、レセプション、ホームステイなどを行い、研修生同士や日

本の関係者、日本で出会った友人等と様々な交流を深める。

8. 研修の言語:原則として日本語(日本点字、日本手話を含む)を使用。

9.研修施設

日本語研修中は、主に当協会所在地である戸山サンライズに滞在。個別研修期間中は各

地施設。

10. 研修の評価

(1)各研修生は 3カ月間の日本語研修終了時に、日本語研修の成果を表すために、日本語に

よる成果発表を行う。

(2)各研修生は 10ヶ月間の研修終了時に日本語による報告書を提出し、研修の内容やその

中で得た知識、経験について日本語による総括発表を行う。

(3)実行委員会ならびに事務局は、研修終了後、研修生が提出した報告書などをもとに、プ

ログラムについての総括・評価を行う。

11.研修主催機関

財団法人広げよう愛の輪運動基金
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干564-0051 大阪府吹田市豊津町卜33 ダスキン本社ピ、ル内

電話:06-682ト5270 FAX: 06-6821-5271 

12.研修実施機関

財団法人日本障害者リハビリテーション協会

干160-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1 電話:03-5273-0601 FAX: 03-5273-1523 

13. 体制

茎丘歪皇 (平成 14年 7月 31日現在 50音順)

委員長 青柳 紀 (財)広げよう愛の輪運動基金・理事

委員 伊方博義 (社福)太陽の家・事務局次長

委員 五十嵐紀子 (社福)光友会・専務理事

委員 太田好泰 日本障害者芸術文化協会

委員 大杉豊 (財)全日本聾唖連盟・本部事務所長

委 員 奥平 真砂子 (財)日本障害者リハピリテーション協会・研修課長

委 員 河村 宏 (財)日本障害者リハピリテーション協会・国際部長

委員寺島彰 国立身体障害者リハピリテーションセンター研究所

障害福祉研究部長

委 員 野村 美佐子 (財)日本障害者リハビリテーション協会・情報企画課長

委員 牧田克輔 (社福)日本盲人会連合・情報部長

委員 宮城まり子 ねむのき学園・理事長

委員 山岸 宏 (財)広げよう愛の輪運動基金・専務理事

委員 山口和彦 東京都視覚障害者生活支援センター・課長

委員 山本好男 (財)広げよう愛の輪運動基金・事務局長

主 盆 旦 (日本障害者リハビリテーション協会・国際部研修課)

河 村 宏

奥平真 砂 子

和山 貴子

滝沢彰 子

那須里美

大野真理

鈴木津 也

吉 村 伸
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