
共生社会フォーラム in 熊本 2021（九州・沖縄ブロック） 実施概要 

                       公益財団法人 糸賀一雄記念財団 

1．日時：令和 3 年 11 月 18 日（木）19 日（金） 

2．会場：くまもと県民交流館パレア（熊本県熊本市） 

3．募集定員：84 名（一般：60 名 福祉職従事者：16 名 学生・新任者：8 名） 

4．参加人数：92 名（一般：49 名 福祉職従事者：15 名 新任者：6 名）（講師：2 名 関係者：20 名） 

5．共催：開催委員会：（社福）三気の会  九州ネットワークフォーラム 

 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、当初 9月に予定していた共生社会フォーラムの熊本での開

催をやむなく延期しましたが、関係の皆様方のご尽力により、10 月に北海道でスタートし、11 月には、群馬県と熊本県で

開催する運びとなりました。 

熊本では、開催前日の 11 月 17 日（水）にメンター4 名中 3 名の方と全体進行者を対象とする打ち合わせ兼事前研修会

を会場のくまもと県民交流会館パレアで開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日の 18 日(火)朝 9 時に開催委員会事務局（社会福祉法人三気の会）の今池一成さんはじめスタッフが集合し、受付

係や会場係などに分かれ、9 時半開場までの限られた時間内に円滑な動きで準備が進められました。また、当日参集の助

言者が加わり、メンターの皆さんと全体進行者によるプログラムの確認など、事前打ち合わせを行いました。 

一般参加コースには、地元熊本県と埼玉県から、福祉施設・事業所、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、手

をつなぐ育成会、自治体等から 49 名に参加いただきました。研修では、中堅コースに熊本県のほか大阪府と滋賀県にある

福祉施設・サービス提供事業所、相談支援事業所から 15 名の参加があり、新任者コースに熊本県と福岡県の福祉施設・サ

ービス提供事業所、相談支援事業所職員 6名の参加がありました。これらの参加者と地元の運営関係者や助言者等の合計

92名に参加していただきました。フォーラムの方針として“地域主体”を掲げていますが、コロナ禍による制約があるに

もかかわらず、地元協力法人のご尽力による事前の周知や準備、街なかにありアクセスの良い会場の確保など、様々な面

で行き届いた配慮をいただきました。 

  

 

 

 

  

 

フォーラムは、（社福）三気の会の杉本安代さんによる司会のもと、厚生労働省の鈴木正宏係長と開催委員会委員長の

（社福）三気の会 三気の里 木下昭二施設長の挨拶で始まり、一般参加者と研修参加者とが共に参加するプログラムのオ

ープニングとして、株式会社 CREIT 代表の高橋尚子（たかはししょうこ）さんによる講演と映像紹介がありました。 

 

17 歳のときに全日本卓球選手権の帰り道で交通事故にあい、頚髄損傷により手足の自由を奪われた高橋さんは、2年間

11/17 メンター等事前打ち合わ9F10F にあるパレア会場 



の療養や一人暮らしでのリハビリを経て、デザインを学び WEB デザイナーとして独立。2019 年にバリアフリープロジェク

トをスタートし、YouTube「しょうこちゃんねる」の開設や 2021 年に株式会社 CREIT を設立されました。現在、積極的な

行動による“きっかけ”から生まれるバリアフリーの実現をめざし、さまざまな企業とのコラボレーションによるユニバ

ーサルデザイン商品の開発や、東京オリンピック・パラリンピックの聖火ランナーやパンテーンの CM に出演されるなど

幅広く活躍されています。“障害とともに自分らしく生きる”というテーマで講演がはじまりました。 

 

・怪我直後、ICU で毎日寝たきりで天井を眺めていたときは、「今は状態が悪いが、リハビリすればすぐ身体も動くように

なるし、退院してまた卓球ができる日がすぐ来るだろう」とすごく呑気なことを思っていた。 

・何日経っても歩くリハビリなどは全く無く、ストレッチや腕を少し動かすだけという日々が続いたので、「なんかおかし

いな」と気づきはじめ、ある日リハビリの先生から「今の身体の状態で日常生活が送れるようにリハビリがんばりまし

ょうね」と声をかけられたときに「もしかして、すごく大変なことになっているのでは」と思い始めた。 

・歩けないということを知ったとき、歩けないということよりも、東京の有力大学への進学も決まっており、人生の軸と

なっていた卓球ができないということのほうがすごく辛かった。 

・入院生活を送るなかで、何一つ自分でできないことに対してイライラし、「この身体で一生生きていくのだったら死んだ

ほうがましかな」と考えるようになった。インターネットで「どうやったら楽に死ねるんだろう」「私が死んだら家族は

悲しむのかな」など、そのようなことばかり考えていた。 

 

高橋さんが 2年間のリハビリを経て退院された時は、ある程度ご自身の状態を受け入れることができ、少しは前向きな

気持ちになられたそうですが、心から前向きな気持ちになるまでには、5年という長い時間がかかったとのことです。 

 

・今の私からは想像つかないぐらい落ち込み、毎日毎日死にたいと考えていて、母親にも当たって「死にたい」と言った

り、部屋にずっとひきこもって毎日毎日泣いている、そんな日々を過ごしていた。 

・そんなにも落ち込んだ理由は、事故から 3年後、こちらに帰ってきて現実を目の当たりにしたことかと思う。入院中は、

私のことを理解する医療者や患者さんがいるという過ごしやすい環境があったが、こちらに帰ってきたら、いわゆる障

害をもっているのは自分しかいなくて、まわりの家族や友達は、みんな健常者。友達の仕事をしている姿や学生で楽し

んでいる姿を見て、そのキラキラと自分の無力さのギャップに気持ちがついていけなかったと思う。 

 

 

 

 

  

 

 

 

・「なぜ、今前向きに生きられているのか、そのきっかけは何ですか」と聞かれることが結構多いが、正直これといったき

っかけはなく、「こんな気持ちで生きている自分がいや」と思いはじめたときに「家族と友達などそれまで支えてくれて

いた人に自分が前を向いて生きている姿を見せたい」と一番に思い、自分のためというより「その人たちのために私は

前向きにならなければ」と一歩を踏み出した。 

・家族と友達の存在があったからこそ私は前向きになれた。家族は、そっと見守ってくれて私がやりたいと思うことは否

定せずにいつも応援してくれた。母親も辛かったと思うが、いつも強くて笑顔でいてくれたのは、本当に心強かった。

友達は、私が落ち込んでいるときに家から外に連れ出してくれて、以前と変わらず接してくれたのがすごく支えになっ

た。「尚子が行けんところは、私たちがどこでも連れて行くけん」と言ってくれる友達がそばにいてくれた。 



 

踏み出すために、まずは外に出てみることから始められ、段差や坂道、また凸凹している道路などのバリアだらけで、

外に出ていく恐怖を感じたそうです。しかし、「人の優しさ」を肌で感じたというお話がありました。 

 

・自分ひとりで車いすをこいでいたら女子高生が「どこまで行くんですか。押しますよ」と声をかけてくれたり、段差で

ちょっと行けないなってときに「大丈夫ですか」って声をかけてくれる人がいたり、そういう人の優しさとを体験した。

こんなにも世の中にはバリアがあるのに人の優しさで越えていけることがあるということを感じて、障害があって車い

すには乗っているけれど、ひとりで外に出ていけるかも、というように背中を押された。 

・もうひとつ、仕事をしてみようと思い、いちばん最初にはじめた仕事がＡ型就労支援事業所。手も麻痺し足も動かない

私ができる仕事があるのかなと思っていたが、自宅でパソコン入力作業をする仕事があり、こんな自分でもできるんだ

という喜びを実感し、自信につながった。 

・仕事を始めたことで次第に自分がもっとやりたいと思える仕事を探したいなと思いはじめた。それまでは自分の身体を

理解するとか自分の身体を受け入れるという考えすらなかったが、少しずつ自分のことを理解するところから始めた。

「手が麻痺していて車いすの私が出来る事って何だろう」とネットで調べると、そのときに出てきたのが WEB デザイナ

ーという仕事だった。 

・WEB デザインの学校で 1 年ほど学び、その後デザイン会社で 1 年間働いたのち、自分で仕事を取ってくる必要があるフ

リーランスになった。イベントなどで名刺交換すると「手麻痺しているのにどうやってパソコン使うの」という会話か

ら仕事につながることもく「すごいね、応援したい」と仕事を依頼してくれる人もたくさんいて、ある意味この障害が

あったからこそかもしれない。 

・2019 年から始めたバリアフリーの活動も私が車いすだから発信できることがある。今、会社としてユニバーサルデザイ

ンの商品開発もやっているが、自分が手に麻痺があるからこうあれば良いなと思い浮かび、「この身体は自分の武器じゃ

ないか」と考えられるようになった。自分のことを理解するところから始め、この障害を強みと思うことができるよう

になった今、少しはこの障害を受け入れられている自分がいるのでは、というように思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に「人の優しさ」の話がありましたが、高橋さんは、「心のバリアフリー」という言葉で表現されています。2019 年

にバリアフリーの活動を始められたときに掲げたテーマが「心のバリアフリーを広めたい」。ハード的なバリアフリーでは

なくて、心のバリアフリーを広めたいという活動を始められました。 

 

・私自身の「心のバリアフリー」の体験が、姉が紹介してくれた美容室での出来事。行ったところ 2階でエレベーターが

なく、どうしようかと迷っていたら、2階からゴリゴリのヤンキー兄ちゃんみたいな美容師さんが降りて来た。「私、自

分で立つこともできないし、ましてやこの階段をのぼるのは無理です」と言ったら「あ、知っとる、知っとる。男手い

っぱいおるし、尚子ちゃんがよければみんなで抱えて 2階まで連れていくけど、どうかな」と言ってくれた。そのとき

にめちゃくちゃ感動して「あ、これが心のバリアフリーか」というふうに思って、その行動に私自身も背中を押された。 



・ある日、その美容師さんに言われたことがある。たぶん私が手伝ってもらっていることに対して「すいません」とばか

り言っていたようで、そしたら「尚子ちゃん、べつに俺あやまって欲しくてやっているわけじゃないんだけど」と。そ

のときにはっとして、「あ、すいませんじゃなくてありがとうって言わなきゃだめだよね」と思って、それからはありが

とうと言えるようになった。 

・その美容師さんには、テレビ番組にも出てもらい、そのときのインタビューがすごく印象に残っている。「べつに特別な

ことをやっているわけじゃなくて、僕たちは尚子ちゃんができないことをサポートしているだけ」と言ってくださった。

障害者としてではなくて、ひとりのお客さんとして接してくれて、私はすごく嬉しくなった。そういう人が世の中に一

人でも多くいてくれたら、私みたいに「外に出ていけない」と思っていた人が「出て行こう」と思えるようになる。そ

れを体験したことで「心のバリアフリー」を発信していきたいと思った。 

 

・活動から 2 年経った今、カフェの店員さんの「ちょっと手伝うことでうちに来れる人も増えますね」と言ってくれた

り、カフェやアートギャラリーをオープンする人が「うちは、次バリアフリーにします」などと言ってくれたり、心の

バリアフリーを広めていくことが自ずとハード的なバリアの改善にもつながっている、ということを実感していて、す

ごく良かったなと思っている。 

 

講演のおわりに、YouTube「しょうこちゃんねる」での発信と会社設立のお話があり、「かわいそう」と言われがちな障害

者は、実はそうではなくカメラマンや動画制作者などクリエーターとしてかっこよい方ばかり、というお話がありました。

また、オリンピックで聖火ランナーとして走った動画の紹介もありました。 

高橋さんご自身の体験と実践に基づくお話に大きな感銘を受けたという参加者アンケートが多数あり、障害のあるなしや

障害の違いにかかわらず、それぞれの状況や立場を尊重しあえる共生社会のあり方を考えるフォーラムのオープニングにふ

さわしい講演となりました。 

 

続いて、北九州市を拠点とするホームレス支援の活動で著名な奥田知志さん（NPO 法人抱樸(ほうぼく) 理事長：第 19 回

糸賀一雄記念賞受賞）から基調講演がありました。テーマは「私達は何を大切にしてきたのか～いのちと意味～」です。 

最初に奥田さんがホームレスの方を支援するなかで「おんなじいのち」を当事者から教えられ、糸賀氏の教えにある「同

心円の中にある人間存在」と通じるところがあるというお話しがありました。「ひとりの命は地球よりも重い」と言い切った

時代の言葉が今の若者に通じなくなった理由（命には格差があるという事実に気づいた）と、能力が高いとか低いという価

値観で人間を判断するのではなく「実存の肯定」（その人がそこにいること自体の肯定、命そのものの尊厳）についての糸賀

氏の言葉が紹介されました。 

続いてやまゆり園事件の犯人の確信（生産性がなく生きる意味のない命を殺すことが公益で社会のためになる）と事件の

意味（意味のある人とない人との分断線を引いた事件であり、意味のある人間にならなければならないという時代の空気に

犯行の動機があり時代の子であった）のお話があり、生産性とは何かという問いに対して「この子らはどんなに重い障害を

もっていても誰と取り換えることのできない個性的な自己実現をしているものなのである。人間と生まれてその人なりの人

間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり生産である。」という糸賀氏の言葉が紹介されました。 

さらに 30 年続けてこられた困窮者支援の概念（ハウスとホームとの違い）、教育や福祉をはじめあらゆる国の施策におい

て必要なこと（この人には何が必要なのかとともに、この人には誰が必要なのかという問い）、家族や地域が担ってきた「誰

が」ということが脆弱化して孤立が進んだこと、人間が行動を起こすときの動機（内発的動機と外発的動機）と伴走型支援

の意義と効果（問題を解決するアプローチだけでなく、つながり続けるアプローチ＝伴走型支援とが対の支援として必要で

あり、その人にしか生み出せない物語を生むことができる）、福祉は制度やシステムでもなく、結局、人が人を支えるという

現実であるこというお話がありました。そして共生社会フォーラムで行っている「語り部養成」に話が及び、元々の発想が、

福祉の現場で働く人たちが日々出会っている「人間の現実」を、その人がかかわることによって生まれた言葉によって、当

事者が語る物語や支援者が語る物語とし、その普遍的な価値を広げようとするものであった、というお話がありました。 



「共生社会と言うのであれば、もっとたいへんな社会をつくらないといけない。『きずな』は『きず』を含んでいるので、

たいへんな社会をつくろうということ。でも、とても幸福になるかもしれないし、今みたいなさみしい社会じゃなくなるか

もしれない。」というお話がありました。参加者に向けて、「現実には会えないが、もしやまゆり園の犯人と会うとしたら彼

に何と言うのか。『お前なんかもう意味はないのだ』と言ったら、あの日、犯人が言ったことを自分が彼に言うことになる。

答えのない問のなかで呻吟し続けるというのが共生社会のたいへんさである。」というメッセージをいただき、基調講演が終

わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

初日の午後には、NHK 厚生文化事業団の福祉ビデオライブラリーに昨年登録された NHK スペシャル・ラストメッセージ第

6集「この子らを世の光に」（2007 年 3月放送）を上映しました。日本初の公的福祉施設である「近江学園」の設立に尽力し

た糸賀氏と糸賀氏を支えた池田太郎氏や田村一二氏らの紹介と、今日の入所施設や地域での生活支援の取り組みの紹介があ

り、障害のある子どもたちと寝食を共にし、不断の研究と実践に基づき編み出された思想や残された言葉が、時代背景が異

なるものの、現代の福祉に通じる普遍的なものであることを学びました。 

 

 

 

 

 

 

一般参加者と研修参加者がともに参加する共通プログラムが終了したのち、新任者グループと中堅職員による語り部養成

研修グループに分かれて、2日間のグループワーク研修が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 新任者グループは、6 名の参加者が集い、バリバラの玉木幸則さんと、とんがるちから研究所の近藤紀章さんが進行を務

めました。初日は、自己紹介と共通プログラムの振り返りがあり、まずは、自己紹介にたっぷり時間かけて、それぞれの職

場の事や福祉を志したきっかけを紹介しあい共有しました。その後の振り返りは、時間をかけながら 1 人 1 人が「実は思っ

ていたけれど、言葉にしたことがなかったモヤモヤ」をめぐり、言葉を紡ぎながら、想いをシェアしました。「障害を受容す

るとはどういうことか」「大変と不幸は違う」「縦の発達、横の発達」等のキーワードに触れながら、やり取りが進みました。 

 

 

 

 

 

進行：近藤 進行：玉木 



語り部養成研修には、事業所の管理者・所長、児童発達支援管理者、支援員、相談支援専門員、言語聴覚士など多彩な職

種の 15 人が集い、いつもは新任者グループで進行役を務める御代田太一さんも受講者の立場で参加しました。密を避けるた

め受講者は、1グループ 4人までと人数を限定し、4つのテーブルに 1名ずつメンターを配置しました。ワーキンググループ

(WG)により開発した研修プログラムに基づき、今回の地元協力法人として諸準備を進めていただいた今池一成さんが、とん

がるちから研究所の竹岡寛文さんのサポートのもと、ワークシートとスライドを用いて進行しました。メンターには、地元

熊本県から初参加の(社福)清和会 障がい者支援施設 つくしの里の木庭由香さんと、開催ブロックから当フォーラム GW メ

ンター経験者で福岡県の合同会社 相談支援事業所 心笑（ここえ）を立ち上げられたばかりの坪井健さんと NPO 法人 さんえ

す 共同代表の山下孝志さん、長崎県の(社福)南高愛隣会の佐竹真さんを加えた 4名がグループのテーブルにつきました。ま

た、実行委員会委員で座長代理の久保厚子さん（［一社］全国手をつなぐ育成会連合会会長）、佐賀県の（社福）はる 理事長

の福島龍三郎さんおよび岡山県の(株)トモニー 事業部長の川西大吾さんが助言者として参加し、運営をサポートしました。 

最初に、言語以外のコミュニケーション手段により誕生の月日順に並ぶ、という恒例のアイスブレイクでグループメンバ

ーの関係づくりから始まり、初日は、①基調講演等を見て感じたこと、共生社会とは何か等の個人ワークと模造紙とポスト

イットを使用してのグループ共有、その状況についての発表がグループごとに行われました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日のおわりには、翌日のセッションに向けて、相模原障害者殺傷事件を振り返り、様々な意見や価値観と向き合う時間

を持ちました。研修テキストには、事件直後に発せられた全育連のメッセージとそれに対する手紙やメールの内容や、事件

を丹念に追って報道した神奈川新聞の記者懇談会記録を掲載していますが、助言者の久保さんから受講者に向けて、障害の

あるお子さんを持つ親の心情（大なり小なり「なんで私に障害がある子が生まれたのか」という気持ちを持つことや、「この

子と一緒に死んでしまいたい」と思う家族もたくさんいること）の受けとめ方や一途に我が子のことを想う親御さんへの向

き合い方についてのお話がありました。また、受講者に向けて「皆さん、仕事をされていたら、いつもスッキリせずモヤモ

ヤされていると思うが、そのモヤモヤは、とても大事で、モヤモヤがあるからこそ『これで良いんだろうか』と立ち止まっ

て考えることができる。」というお話がありました。さらに「明日はさらに大きくしていただくことになると思うが、モヤモ

ヤが大事だと思って皆さんと意見交換していただきたい。そのなかで少しヒントがあれば収穫と思い、研修が終わったら『こ

んなことをしてきた、こんな思いをした、こういうことに気づいた』ということを広めていただきたい。私たち自身の障害

がある人を見る目がどうあるのか、ということが問われていると思う。そこに気づくという『気づきの目』をぜひ持ってい

ただきたい。」と期待を込めたメッセージをいただき、初日の幕を閉じました。 

 

 

 

 

 

 

全体進行：今池(復活！脱上着・ネクタイ外し芸) 木庭グループ 

坪井グループ 佐竹グループ 
山下グループ 



 

 

 

 

 

 

 

二日目は、②やまゆり園事件をどう受け止めるのか、全育連の声明への反応に対して各自が思うところをグループで共有す

ることから始まり、自らの感情の源泉を探り、答えに窮する語りかけを行うセッション ③職場や地域で取り組む基本理念

普及のアクションプランを各自が考え、グループでブラッシュアップするセッションが行われました。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 日目の午後セッション開始前に新任者・中堅職員グループの皆さんの写真撮影を行いました。受講された皆さんの清々

しい笑みが、モヤモヤ感を抱きながらも、明日からの行動につながる手ごたえを感じたことを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助言者：久保 助言者：川西 助言者：福島 新任者 GW メンバーが中堅グループの GW を見学 



 

新任者グループは、終日、グループトークを行い、午前中は「福祉とは？」「障害とは？」という普段何気なく使っている

言葉の意味を掘り下げることから、自分の仕事や社会のことを見つめ直しました。午後は、玉木幸則さんが先日受賞された

「糸賀一雄記念賞」の授賞式のスピーチ映像で見てディスカッションしました。「今回の新任者チームはレベルが高かった」

という感想が玉木さんの口から出るほど、密度の濃い 2日間となりました。 

 

 

 

 

 

 

中堅職員グループの二つ目のセッションでは、自らの感情の源泉を探り、答えに窮する語りかけを行うにあたって、助言

者の福島さんからご自身が開発に関わられた強度行動障害支援者養成研修の『支援者ケア』プログラムで取り上げた経験を

踏まえたアドバイスがありました。「『感情』というと少し構えてしまい、普段仕事をするうえでは、『感情的になってはい

けない』と言うように、あまり表に出してはいけない、どちらかと言うとネガティブに捉えがち。しかし、実は『感情』

は、いつも動いている。聞くところによると、生理学的には、脳の偏桃体という原始的なところで感じるもので、大きな音

や嫌なことへの反応、理屈抜きで楽しいことなどは、頭で考えているのではなく、感じている。先に偏桃体で感じて、それ

をどう処理するのかを人間が発達させた前頭葉で整理していくとのこと。『感情』は、必ず生じるものなので、悪いことで

はない。例えば利用者から叩かれて『うわっ！痛いな！』と思う。立派な支援者ほど『そんなこと思っちゃいけない！』と

思いがちだが、感じるのは悪くなく、しょうがない。そのあと、感情をどう整理してどう行動に移すのかがすごく大事。是

非、感じたままの感情を出して、そのあとシートによって整理してほしい。」というアドバイスがありました。 

また、助言者の川西さんから「共生社会フォーラムのテーマを『重い』とか『深い』と捉えられがちであるが、皆さんの

ディスカッションを見ていると、本当に前向きで、明るくて、未来に向かう発言がすごく印象的だった。決してふざけてい

るわけではなく、真剣さがあって、『真剣と深刻とは違う』ということが分かった。私たちが目指すのは、誰もが自分らし

く笑顔で暮らしていける世の中の構築。未来に向かっての話し合いなので、やはり『前に向くこと』と『明朗』という要素

が必要ということを皆さんに教えてもらった。また、アクションプランについて、職場の課題解決や業務改善ではなく『共

生社会について』というところで引っかかって、『自分のなかの共生社会』が未だはっきり答えが見えていないので、そこ

で作るのはどうしようかな、と悩んで混乱した人がいるかもしれない。今の自分自身の等身大で思い描く職場の課題や自身

の身の回りの課題というところから始めてもよい。これからやっていく中で、自分の中で少し見えてきたからこういうふう

にやっていきたいな、と思ったときに改めてアクションプランを考えてみるのも良い。」という講評がありました。 

最後に全体進行役の今池さんから、研修全体の振り返りがあり、「初年度の福岡でアクションプランを作ったが、職場で

もその機会を持ちたいと思い実践してきた。熊本フォーラムをやりたいと思ったのもアクションプランがスタートなので、

皆さんもぜひ実現に向けてスタートさせてほしい。」という参加者へのエールがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムの閉会にあたって、地元開催委員会委員長の開催委員会委員長の（社福）三気の会 三気の里 木下昭二施設長

さんから「昨日の挨拶のなかで、お二人の講演を楽しみにしていると安易に述べましたが、高橋さんの講演は、自分の想像

を絶するようなお話でした。立ち直りに向かう気持ちの変化、現状との向かい合いや受け入れる姿勢、家族や仲間の支えに

よって今の高橋さんがあることが理解できました。奥田さんの話は、聴いた一人ひとりの心に響き、改めて生きる意味につ

いて考える良いきっかけになりました。グループワークでは、“答えのないことを考える”というコンセプトで話し合い、

とても贅沢な時間を過ごされました。一人ひとりのなかにあるモヤモヤが、少しずつ霧が晴れるような思いをもって研修を

終えた方もいると思います。日ごろ、利用者さんの支援についていろいろと皆さんが考えておられますが、今回は、それを

より掘り下げて考え、自分の言葉で周りの人に発信できることによって、改めて自分自身の潜在的な考えを引き出すきっか

けになりました。他の方の意見を聴くことによって、自分にはない発想による考えがあることに触れることができたと思い

ます。」というお話と、法人名の「三気」の由来が糸賀氏と同じ時代に知的障害がある人と寝食をともにし生活されていた

長崎の近藤益雄氏がモットーとされた「のんき・こんき・げんき」であるというお話しいただき、「形は違えど同じ思いを

持って運営していることを確認しました。フォーラムを開催させていただいたことを改めて光栄に思うとともに、主催者の

厚生労働省および糸賀財団の益々の発展と参加された皆さんの更なるご活躍を祈念します。」という閉会の挨拶があり、全

てのプログラムが終了しました。 

 

今年度のフォーラムがコロナ禍のなかで、日程が遅れながらも 10 月のとかち帯広でスタートし、11 月の群馬と熊本にお

いても成功裏に終えることができたのも、これまで熱心にプログラムを考え、実施を支えていただいた新・旧実行委員会委

員やワーキンググループの皆さんと講師や受講者のみなさんとともに、何よりも絶大なご支援ご尽力をいただいた地元協力

法人やメンター・助言者の皆さんのおかげです。とりわけ事務局を務めていただいた（社福）三気の会の今池一成さんはじ

めスタッフ皆様の肥後ならではの骨太な働きときめ細やかな心配りに対しまして、言葉では言い尽くせませんが、心から感

謝を申し上げ、報告といたします。ありがとうございました。 


