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当事者運動との
かかわりの中で

は　じ　め　に

20llr紀最後G')IIllu)もpLかlTJ‖ナr二_ 19241ト′rまれG,)

仏日. 2()lL1-1'.Liの4 /))の3を′l j. f',ようと50IE.-H日

干l ‡さf.Elr.hlのLjiJ支.肝花にかかわ-'r=｡始まりは1951

1卜,上岨/1のIlj庶人一､/:圭でを分めると'丈b!克舵15fT.

孜iiFl,1 351FA-てある　州''J'EJJ:Wi,LlrJ､轍か.･.Mと障'.I;'F;-

【筆者略歴】
]92川-,火531.に′lよれる　tltlll l川l'J:一院!( J'

1門.LIrJ'求政fl (JI仰j)や染, 55EF lHゝ手11三･11装

rl'化LJiTr'ffl▲;くツ_ .rL,lIl I H, L')､琳リーシ17ルrJ-

J1-としてL'J瑚fIJ､人州Jl純ィ､外川1内院に仙紹するo

r'2:I 7 11手HJli_J二八十r服■,柁回書il.q _JTl二-lJIIJj'?

■日脚日日<. 6約,日イゝ+.LI.如l人･j:･･l]1｢放il　粕～9O

･ )(;'rJL川7EfH< (/u:･11とL

l{) ()lIl hrJJ､`′:Y.てr粒i買.

971rAよりl◆J孜人一):一書u三･,=(,rr,

モU)他, H本手1 1'?払r.hJ'､/'':さ月■

:～PE- 'ト(llい. YHJ.J･,lJFJfJ Iごhll',

ト川人1'J消.f七1 9 -b'liFH日月い｡

世汽【=. H'J M,fリ-/ lルrノークの現代｢トと川冊JH』

(ご小■一日;JJJ. 9糾). uカ/のJ(をl'l七でr.似る　tFL'_

#,fl/- / I, lL r7-/J-0)lhllB Il.山(jl空文II,'1,.9が1-)

b rFr捌ケ､11.f鮎川lLIJ舶娘j ( ll;削れ,T71) L■.'･.lt)I;. (伯lrー)∩

初.JtL∴ it7,､書くft/-シ1･ルrJ-クの')三URJ (jl､.Jい

Il'::LIE写. rI一火uJullH,J批　9▲lfH H'JJIlfソーシl･ JLr/

- /J -の挑Il･u (lLFr:LJく. II'lJtlJ<)LLHl.llJ1. 99fl )T⊥

L二. Liか'Ji,敗

二言二三l･-豊-.I:i-

こじまみつこ

児　島　美都子
I'j庶人.'声社会llfl祁教授

hr.ILl= llJ<糠も-L'.制のi-_紫なテーマはMSW(t''Wf､ノー

シ1,ル■ノー7')･-).,mJh-し, i,rtF_I.Ei rlhl.I.IJJのテー7はJt川).

最jLtはこれにT'hlr_'LJ.T.かJJllわ-)たL, Llir7lHHlは,

【'J硝fhlHlh蒜とll.I:. I.lHl.hr.別.▲蒜L,堤/1軌跡l,のlrJ収入

'､;I:では,日公hl;.hl机zmJh.,什仝h'.WiJl助技術紙.芯,

llH;,W...I.flJ.品の.北riiEを抑'J'Tしている日　日指してさ/こ

の日人俳として0)hl.比1'たく‥えfLf. .fl'TJが7;

しくその人のt;'!L-し上J)に八mらしくJlきられるよ

う, i:イ仰IJなノ)をつけ,て3るたけ11JJ♪のノJでE'r

;(_′l I.T.を弛1!lpL,さる上})にすることである｢

戦後福祉の発足

プロ-/､ルな視.!Fてみると,わかLE)の19日=1lJ代

の前､IL-は戦竹の嶋代,椎､IL･はl['-fHの11㌔代であー'F=｡

什仝LL,I.h上が稚鵬する0)fJ l'-fHのrlJf代てある日

ll.VPrのrlJJ代は　州11扶助か仏本で,名はかりの

比ftl施策があるFこけ.それもJfi'/11J策rJIJ色彩か濃

く,人縦tru.良はdHl･Ljだ-'rこく　引.根や. )､ンセン11LJ,

hlJ神純なとにk､jしてはiE_仝(;Jj榊･ ll;J/ilk.j策の､lr.J抜

か/J強J)な隔離施策がIrV,jLてきたL,

峨絶h'!.祉のLl取出し士,こうした汲･L･N･) ･祉仝r3JJf#l

的fL1. 7.L.I.祉一位想を人相に).Ir)くfr.I.祉メll..JiT.にrl,_'こ粍Lさせ

ることであり.耶`.E:TYTや.I:古齢茄がともに′Eきる地

域ネl公をり三jjlさiiることであった｡

戦柁fl.I.手1ⅠのErZT_念は. HL7iiu22:l二5日3日に胞子Tこさ

れた日本LET.TifijこにET)1日LLiれていた｡日本ll111･',tJ.--lj,

fE ITfiE;.†J桝J''i ･7577r,J

＼,A/1陣的再し抑あゆ祁梱1叫裾



LI■hfH-iM･lJヒV)かかわり,j)Ll■二

･Lfの前史に｢ i柏ILl＼三｣ ｢峨'lTの/yIL如｣をうたい.

r J.lこイhL']'J人相｣をなにものにbILlすことのできない

fll別てあるとした｡そして｢仏イ二的人柁｣のうち,

'HIITlを･4JTIJ25条でt:くに111り卜げ, r良川土で文化的

なIrfL-(ltE;11位のJI｣.riをL.L･･:むこと｣をすべてのMlttの

1Ir利とし, ｢什iさfl.I.仙　引仝lLLEJ'･-.I:.公紙子･'irJl･_のF.I,J 1

と増jtilに努めることj　をlEIのー耗花としてI)JJらかに

したのてあー)た｡

峨絶日本の汁くさhl.祁1'J業Lt. lりIrTlてLfJr)二･AJJ‡25条

を′､三日てT.-.川　一_iJ､かllllr,ときaL.法律にJ]{)く施策

としこlJgl‡目されたり　■r'てri}JI /,T.1札.ln)二は.芯frJJJ,

25条をLI'la'糾rJに一ヱけたI'1､として柏利力.IJ)]ULlさaLf=｡

その′llLIT.仰.Lln);の')iIJh十矧父】がfl仝ftL.1.軸LlL雌所であ

り,それを川/)のか書目きftltlrfIJ J-'J'.. lut-,TtL.JIIEHり方

所のLT-スリー7')-rrJFこ､その什会わ.I.Ill I 'll.の

ill-戊をIIF'[')として2 1Flnt二11イ<IJ iこr11.某加判J/J''

かヲ己)lL, 1951 1E-11･-L三の･AjTl, L･.1十二装′1_が′■,'一岩をIji

MSWになる

払かMSWにな一)F=のは.よさにその11. 19.rL)1

llでLJj)り,糾しい戦紹o)ftl:11LJ力､出発しrLI卜であー)

じ, MSWに[1-'[=0)は`京城か寿.I.校で入院してい

た火瓜　EllLlll･の的.,I;Ei//トHu)病院で心R.,'さの/rT. I/シ

テTp/'I.T.JIJ)をしていた二とかさ一)かけT二一'た.柄

/,I.で1-㌢r,り陥1日L 'Jll作か起こり. Lliij川i庁から的P;(.r羽

川JtTiTかてr=u lILT.rJ礼(,i-i-日, j/LaiMvH.Kiや'/lfl r-附

く二より1こJl;の･l;～からLtTる1;LJになっていじ, ■いても.

外n T-lrj･)の成rRud)さ土しく.多くのJLl･LnかT-frl;I

ri子.～ i-,ヤJ/していた,I

しかし. 11LJf衣致日経利払がJiり′iいL l､別人

E･芯かi -71LI二一'F=T=め, JI-LJF人IIlllllJ.′｣は托T.即=つた,I

鷲

- LJEF

病院のMSW室で(1950年代)

にfl･ -'Fこ､そこで1AIJEJ;i.I-'IJ..1机ldE)礼に何かJli r,

)FLめに七･ることをヒ拙li;LF=のかMSWO)L,PLLi■`'

-'f=n llETJl r‖Jじl<_州の小即1米仙川'rにく川ILeI

MSWがおかjL, Jlr,1己′LL出城LtT.動を山引lHしていf二

IIEllJLi,病lJ,(.がMSWとしてJtLrえH MSWにfl

dLるFlri代だ一)た　fylJ壬MSWにfr)F= 2 TJ-ほ(])19LI)3

[じJLIJ′l打o) :I,かHmの.LL)I,iz..桝,'与･1之HF=　始

d)てみると.二g)IHHiLlrH')か-'r_　n'Jjlの批l′1

7,1り･曳カり1て. lllllに什1lJかて:1. 1':助効果かす二

日に比え, T-応えがあー)/∴ Jz上FJjuTJ.11nlm111)ヒ'})

'多少のあ-)れj luftLかつT二わけではr'Lいか. JLlr.H

i経の【',､すtJiをめさ-3職J詩のJナノ:rかできていr二こと

や. ･'IT;;哩..I;Iir-■】のリーダーシ　′~ノもあ-'て, 41号'Zに

lF叫yiJしく竹.Hl31へP;LJシ-}.テムをと-'ていF=そ0)JL-LJ　　理附される.tJ)になつ/=L

抗日, T-i,).lf)lU)Ll川】Jil院を粂f勺に,外†トT一術/二け

rJ勅･川IJにY,-'ていT=から.ヘットのtl.]･tl.r､ほ'lTく.

jil･ TVl止り/ニー'/こ-_76J木しかFH ,4;Al院て. Tl的するこ

とにfT',望をかり~こし､た､そ一) Lr=Lil.rTや`水族にと

-)てJlLJF;i.rlJliH.:lHTcil1iJ J㌧の/＼3aLj F=-)r=　Eil･ E

12の1,'1-1…て. '滋IJilが即日にr榔llJを維り返し,よう

A:Jくr'jLIilllJ.†令が附かれ.病院渋楯はrJJFT'iJでさるこ

.T.Y.I･.]rL,i'JtLL ,7.1.I.hlの断Jr,に触aLt二枚LL　も-)と

I;'ひたいと,ri).い, Ir,1_lr lJ本書l Iさ小.難'lJ'一校■､l/ll',<fト

(IILrJn.I)に人'tJ:'LF= I ).HJn.Jl糾土､r川JJまたJjリ人で. Jll

IEJf'.l. tJE'･.U)校たしは. 1ゝLE川分れ.ll批IJJ'i,u花公fJ ll･JJ.1.rし

ていF=‖　川Lr,Jm;にはI'lLJこ久, 1く川1'クす, Ll.ll

+ 1'[ヨ/LJiiか/l';:'しており,人一('''!.ミ0)イ】 'J1.7号JIQ

じて,kI/こかあ一JT=　柏にこU)JJ:LJ,日引;さ'J'.米桝

II J'され.I.字山川妃･71771]



Hll rIJyMrl]ヒC7)かか]川V)Il':

八分を#,I,lJkするU　緋人公日経にi'Y的†)､Dj)仰究公の

E:l休となる　MSWl1Ll帳では.火};(郁MSW ElilJ公

がH　▲JLlのケ　r/Jl)｢光全を1卜'ていrL, tilJ蛸り比

rl′)なことをLilh公や抑人ござで, 'T-rJ,rJ- I/ほ火

li.;郎MSW協公で'-J'-/L lL:i.

Jj■11'fnでは, 【りゝfl王子十. it_)/1'U)放Illr叫,/)㍉胤砧

ll,1=　三を一1･け1卜)てLIr一,,巾lrl, l FEr　小!..1,.ィ､

Hl　代'(辛.伸付,小川(iljllt), llLIJこ. ′ト1.r: HJ/i)ど,

こ/J)LII rJFの･■,'a分けてある日｣卜.I;.;lllJ)で水ておられi'=

l') ′1_省狐.J-.JIJぬ■;lH'門'[`1.のll)JJ丈八州'JL′llからl Y.

.I.JliにY.r加工大きいれ　小さな′トL_iな什仝｣'J Iv_の

人一'J:'かあ一'てわ｣とい/)川T.をIl!j/ZIIHかさjLL　=f

F=てき/二日か日のrい舶uIこ1'J装tIJJ､ (いくよC7)H本

ftL.川人-､;:り　の二と/ニー'/こ　このとき日,日米そ(/)

人′/'に,ti_仔,Jる′ごとと(nHる日J blLか一'た

IJl止りノJlJ.(3-.'I'一ひT=か一JF=t/J L　伸Hlil, I/L;'1 (ブ)

セミをと-)I-.二二で,ノ)-1J /I′o) ljrJTしい手I

J'さj rr+-l′くトに.峨佃L/日'-｢り/JriさL/)断Jlrに

れ/_　モdLH,子ytの1'-rリ/,[1JfづとのljlJ髄に′ト)

[　加しいflくさ礼'Jhl ,j).IユlJil.r_r川JT.る日月托すlc/)‖I'在rhtLL

ヒれtJir)llrH Tr'Tこ　そjH=. fl Iさh(.llflI_[氾｣E,lて仲むく

I/-/孟孟~主のかかわ｡の中で

二U)二7,.ネlくさhlEH【l 右Irlり 巻くTl lさh■Jl,iLHjlJ<

しか'I二lL)-)LlIlに日.賊はf/JL/)H iさlH:｢.; J'･'nL/)

JJ]JEL山川.T々/)､あり　r /,･Llrj)^rLり込V7'] i:して.,,TI也を[1T

/し/ー　r八'llH川一叩｣lえfJu)ELl･､nu)AEH))生J/1'iii判か,

･ll!;.JIいLノ('rlJ.川いいIll引1日さdL/こ　そしこ.そJLと

吐!r,JJしこ'r ‖T.111さHln)､o)Lり)Lbる　r lrLmE化Lか子Jわ

れてい/　jfv)じれ1日[削ILTH ET二')三地jjlL 〔3,レ',

Ll. lJL上JIsl､!位C/)的nHllH1与,少′⊥か'(, )､jlりM.≠ユ■亡

/i･必■lk i: ~Lj~る#,Z,化.'Lll. A HfLLTuinさ純かJiJ -)てtJ LT'.汁,

/⊥い/) r, CJUJlll上がりJJL Ji) L=日. ′J l.T.付目l王1_Jこ/)叩

u)H rlさlll.)r;･てあ-'rこ　そこて′r I.T.保.↓lLl1､の!flJ川JJ

は, 'sくU)JLl･.ilにと一'てケヒLLT,…也告.C,昧していr=,.

そJ)し/二｣九')三fJあって,小Jll雌JL'h′E a) rHi三

･I,.渋.｣､lI.1日　の..,lJ,似(Ⅰ即昧接か一'T二　irJTr川机Lをに

さわしている･l州かヒri I/ [ムリーにIr上りしけ,

理/tL､ I:l札')三のかい鮒rJ鋭く一)くLqJUJかU)lEH ,い粧r粘

LL lliA';'りrの眠'JLをふさとは寸はとであ-)た｡私

にとって.それul川･;的tL経験を.J且い.LJ'.さLLる.1迫

川JJ(7)ある.満点てもあ11l　そJ)LLIF■て起一'r-

のか川ll 1Jd=Jl.瀬..壬:●J'Jf′トL71あー'Tこ,それはlH仙rJに

LLi,人IJlEJJ'U)もJ.柁!11･.nに上紙されるL川1.I..1.'L'frJIL丈

りlけF=もU)であ-)たが,リーrtn'JE二日JL占;JJ､節251菜

にいJ) r鮎IL王で文化的tLILL･lltlilミ性の'1 1.r. j　のrli')三

JrJHり:) tJO')であり. rrl1亡のjfl利か. T=んに用r./.LLLに

とヒ止るのか,一ji休的fLlt1刷ヒして1那:壬されるb

a)か在日1日/)占味で. LiLk伯のfl :さh'!.hIO)仙川､にかか

わる拙川てt)あ一)た=　さらにIIl_仰的に..え日. ′l

Ltrl作目畦JIr･そりているill.陀ELl･.nか,二とbあ/,/)ド

人目,Ll　長/I(..斥え7J八･ととし)/)ことは. ｢鮒.hlL土お上

a)Tli).-Lしみ｣といJ) A;えJJを脱脚てさ′LL,lrll＼二は･EIll

ド.　Jl f_rI21JしろIEhrj別的rfは[りpL, i)あ一) I_,

仏日二Cf)拙川())･LTi il,壬tlり(lL).r-)Htr l121日tHl)

でIJ;し　糾HllTTJの..JJ人と†1-'/二. ,:.JHl.JFUI'日工, :ll,

LffFでLi･対日川川岸Hli. :JJJ　′nrてfHUfH梓, J山●.日生こ日.

Jl ;1.ケヒLG/)/JV), 1'{了にkJ寸る拙川U)′L'(i/搾柚/iW)

く-)て1H)かた.ギ▲'.).,). /L'lWM71はiJめ/,れ′よか-'

たが,姑1.':)拙人lJ､止の川,)ミ丈PL, r 'r..T.llil.lib,_),LHL

JWH'Jfり!,T'tて(上′〔て山rl')ill刷てある二ヒ｣かII)1..Llさ

れr= ､こL/)佃. qkリ1†.瀬.,I,:. ｣I.Llミイ､.木目:I:.雌イ､,JFUl･:'lJ

a).ltF..:,こかh'Lさ, JLHtu)tlr札･:I...災/i l-L.'l/J)るI L'h人j

rLl注∴l】/rHr=したことHl▲(.]'/lrU)■11.'ノここb)イ〇

/　　　コロニー運動

i.I.十を仙T'fるJl･J'.い二′1-'r=　FlrjlJH=1EI,LL, IlU別

にJT'けがし. ,,IllJIJ的に桝j`亡/ -/i /I/ーてかft, :三,j)

tJ:もとのJFL,tJ'i,)にJJiる二とbこきF=し. i'1rしい11t.r七

メ至青書]ろ"HrJhJlFHJあ-'r二　L iJLILJCいTl l'l'/)I;111 -,'/rI/k Ll

tl･lfilr,である､ 1(川. i)tItlとl<い41.i]■去′r I.r.を1/,fj'去

llJ了てl坦こした人いlT_し, Tl仙稚,J)紹■lLiプLLlにJt''JLL

人t)いF= ･'冊帥)にHL)日代:',日代のぐ.いELl. rlであ,pJ

ll出城で′11.T.LF=いI rてjれu例_BT=い]とい/)

ヤ壬み(i'Jr]!か一) r=

そtJ)L,l'1.枚か加一J r=L/)机Jレ川地JJL/)払J.柁回f'Ll

ilのーHj∴　祉･1･JJであ-'r=　枕fl';lrJTを'lllJj:し/:回

iilTl)土か, .1ハー`衣rr川りてJJH川JllTrrl`,-'たり.榔

fl rI-子tJll.I.E lJr指　fltJ77 '･J



､Il■fLE迎申J)とのかかわLHノ)lllで

1■亡所o)稚拙をflrに1別束をやって,日々のなりわい

をたてていF=｡ J u二-迩動は,回子11片目身が取

り組んこいF=ことや, Il州itV)改;111を求める遊動を

ll'/)とい/).･■,.に1'1rJVlかあ-)た｡ 195的Jlr川. I/a 1:rL

IJ.卜このlJミ:回JL州コロニー公..花に寸p/サー/＼-と

してをJJlルf=私は, I),l相計そのjiで.い1純の`ト.1'fr;臥

(lll=Ir.1Jに撞IIJ卜申し. :uと2人でl牧兄上ロでT-I,1;f経

の彬j-ii′r-A.(.をJ追-'ていた　-人のiull;ElLl川. rr.,JJね,

火加での=7ロニー/)くりをLllIよした｡

火エ;(刷り'lPllく_の,[.し,アパートのひとFl日を1Jr,りて,

数人の回fii打か印刷法をuH始したのL壬それか!,rHl

も′L･くのことであー)T:i,資金は/L 'tl.ELl･.打の公｢車比

和1さ｣かEII心にtj-'てリーめ/二,それか/rHlの如iL

コUニーの始まりてあり,その創始n-が.いまLJ

イLFILT.芋,-満城.滋王さまさ1<の.JL',] ･野!Ltである∪　朋凡(,itコ

UニーのtlEーⅠ寸　′卜封.柁LHlfi1月や･Mコロ二-IJJf1,1さ

(税/Lの-t=ンコL7)を剥L右左し.そのL･l'=土托しか-)F=

-I--I/レコーク-を抱えて, rl川HLJhL,I.祉Ekj快打を

L日日). .九i'Ll1-を必■姓とするl父】怖P;のl!rAをJjilめて,

)Pill:'Hに捌きかける､.5,ユニー7′LLリーシ1,ルア

ンシ｣ンをIJ引iHL, r勺部r;･lrti.lnをIkイ村JFLr.lEh-,lr祉

IrJこの刈'Rに収t)卜けさせる(.)こ改11_を'人朋.させたr

LJこ改Ilにより削性別川か･･li'JEになり,これを機に,

rrl也のコU二-(,1人さく了EJ止してい-'た,､いま行

地のコu二-は,その地域のい.TJ.i,'拝Ill'JIJC7)･TrJ毅rJ一

川いT･にr1--)ている

MSW資格制度化運動に取り組んで

杖がMSWに′L-)た2 fl~椎の19.I)3fl. )'JJJI_'rrの

.11定..IV1-.111さの終l F;かIE'心となり, Iりll',Jl.Hl公

小岩ZIilにさを充JiさLrr=, i))代:さL<は.戦仙JrlHJL

-)川.11院に近代的MSWの　一lLlを‖Llした.尤;:111.;､さ凡

てh,'-'[=,凡は.賊子妾PJ)のJ-/′l-れrJi'1;･汁.':Jhl ･､1,･r]Fni

を稚めJこあとJl,日r 'tTをi坦さ, H松11;･,Ef放才芸(YHl)

Ilリ､イ)ヒヒい二Y. ll】JtIIJに申mi什こき■l'r洪朱.J人Ji･

f机.11'し. 195:iIrから放指として拙Irしていた..ま

r三相;咋柑tJ JJLY, l-::i速泊路fJ tJLか1 7∴ I･:.了齢の1rL711'

リL;′1に代わりL)三'[川lJ′Ll.,I?胡を川-'ていr=のは,火

lirHWl)の11こ鮎IfJiu取にIl･/y柁していた小).I,さっささん

(J弧!1.JLlrrJ'千日､一､[''Y.'.'r放才芸)をIll心とする火5;I;llー

Ill.の.I/三Ii f/)た.I

納期のFbl1,1さL,Tiヰ,Juは. ｢ l')､枇n_:?.].Pit_附】Ⅰ】の何､一(.,

)rt4万rlv)LI/什化｣なとが.t'li出てb)-'I二が.そcf)舵

れの申てMSW (7)lJLJJliJ二の必懲rlAかLJ)]J)かに(1 -'

てさr=　止JIIT'子的に)J(7)S)る人相か必r炎ということ

で.みl也のLr.t伽′l f粥上亡をJ!.1什Lf=HJrI′J･LJ'･J]Lt (神

奈川l,r.t公L<)か亡.川:さl<に此fT-した｡ ljHl刷;さ1くの

此:llりJで.悦J/!Hfr)､人別行をl｢蛸.) (1964lE-)し,

ll,JJ′Hfにも'充.L JJ引卜),ようにJ1-)F=" I_)二人桁を

Ir止fU Lf= MSW伯;さは. 【'),MJHlくさLJl■某`与引13,分から

rJ'MJfiE :さ'J'.柴事/;1JIさに改められたIこれI'SW i/J'/111ざ

(朋.,机川11米蝕む.11別　E二協;≡)が純f=に一㌧叩lIll制jl体と

して捌"注された( LJ三人化によりh31,1'さ1.T.JIJHinT,充に

なり, rJ､MJ川公宇[-.'JhJ l･はLh三も叩化されr=　しかし.

抑jii才芸であったヰ川l測:さ1<が.'ir､逝されたことで,

迎動は1/.;JJ:;H-る　折的,屯とllミ[策椀の改rHHrJ出にkl

する規1JmiのIJ心/＼の批PJかL). :A/fJ.汚li総抑Lr.

3 1FI-Hり総1号か捌けないという■lt態にJらいJAよれて

LIiE -)f=〕

コロニーJViLu17)に■､Zjl念Lr二ことや教11掛二'変わ一)て.

火!;･.-を離れIlgJIさL.r.捕,I)から速さか一)ていr=札カ㌧ Lil,

全州･'iEのためひ-)lfL川ほれたU)がこの11JJである,

1973Ilの,EJ祉総公の椎, Hび身'JナJ上述軌にIr上り,m

むことにtJ:つた,このrlJJ, ｣寸分.'j三越動をL'L'桁制止

lyiu.～ (柏に. l'L淵lf行.I.祉柿約･ lTI]lr.凍化迎拘)とLikめT:

それはこのJviLE動か■､lj-I]F川▲筏t:してのホ'lL :/_とFL舶Ij-ド.

刷川拝の人柏を':)=るr二めのlf.uJl化であることをrlJ]

LJ'lfにする必'lEをT･よじ/二F=めてあっrT.そして;'iE動

のlJ.r打を, IrJHl11桁,必i;''1TE.IJ.放Tfff)lLE'!. ∫_4方,

維`ji的ソ汁HT. 1lJ過の6.F'..にリ上的LFこ　この111j l別

の述4･lJは. EllIさ.＼の'P:Y.El■一I棚りTiJ,J). ['JlJか･ hl.hl rリ】

係の..trむnの土THrr.やru休Hl休11JJLl･ mJl休.＼の1杓

さかけ1.ll,これまでとはtつか-)r=ス9 1'JLのソー

シl,lLア'/シー7ンをfJWHし, f!i今ILlり院とも公党　一

i丈で..]■槻l托択されるわと大いに1.･,V.1りあか-)たか.

-=の佃の進杓,かfL上かElかしく′Lか-)たことから.

内.';riからIlJび有川Jlに')三JJのある人日をとし､J)J!rか

l':,ll去り.私は19Rl叶にiご1＼糊を.印した　次作IJLi3日

川史上く(lk帥)に引き榊か1Lたか.柵的臨.L朋jFl

a)時でもあり. ;こl<か,ii.わつてもIHI/'たJILll壬か

矩く.什1さT.-.I.hH-･介L.rH,ll'.hl l-LJ;r二tJ人//JJ MSW

引fr山手山川';c lI汀7り



J 1日1jviiu.)Jヒのかかわりし川l■ I

はllJ'求市松から収り城されたま圭.現llEこいた-,

ている｡

●- -･一-       ~

AJU自立の家とのかかわり

AJU l'1 ;(二の'求は,名■㌧hIJli!i'JJmJにある.I AJU

のA i:Liモ, Jとはり三才1. Uとは述動U)州k:ll:-て

i,,る　汀絹vlu. [日,JilTM･1)のrjかて創-)I二他紙他

"iLといJ)点だり　f.･L帖とfj-'F=のは　い泣知県･下比障

I.I. Y.のIhET,冬山くする公｣である..ここともlP糊

係Lr.)71l一山にさかのぼる､

27ll仇のあるH.相川ILから私に..帆.川く紺かあ

-,た,,池地U)防.i. ilのキ1′ン~7て, I/[い】の相.r.'n-

鮎剤の..,(.をしてくれないかという依頼である｡そ

の麦えに私はfLTf外干.']'I'二を維煉していr=し. =1-T｣

ッ/､のLrl:I.'.r.lFTh1.1,fdにも触れていrLのて.そ0).JTを

することにLF=, ■LuえにきF=のか. 11日'jl'GIしいr11,t

I.'打‖10)['l･r,Iu･lrを述Il･1{するLIILHl)liT耗さんてあっr=L

H1El川li乍終えr=あと.をJ)ll符の1人がr tJ一'と勉促

しf_いi　ヒ..-'fこ,それか糸lH二11㌧'て, Hl性

の他伯!分析越′l LF=し　以綬二の勉仙女(L上吐'1271卜

Il脂FLいている

IJri.;_'｣.六JLはそこで.'抑空やiJ､fEl tlJL帖外■Hl■J tL,hHl)

のありノ)を･､;I:〟. A;-え, I;:I/Lt=二t:を′rかしてiJ

Jl力し,何も旅し､ところに11.A/二Jトー!tlL,申1:･Tltン

9-.二｣ンピ,_一夕-,＼rl/ス(作'iL_所). T.i.'JllJ依才:;

1㌔,J/jとを一)二一)てし,吏-JT=, llTでbJLニー7なU)

か. 1いL′:′ll-_/. rサ-/リー＼′′､,lJス｣て. 4Ilのl別

lllとJTJlズUJ-'て､ ,TI性の阿.'.I.L托止がそこでl'いII-.'hITl

u) JJlJ二rJ･;'TJ.地城にててrl ;IJ.'l llTlを始めるとい

I)しのてある.それを支えるのかAJU L▲いr′:の'ろくで

あり.そこにり上去る)､ちナcT),ド=7ンテ(アJLである

ilレ-,,JH二r｣し寸-(川ごい　けてら土i/lL抑二し

てした/)　そして絶IJlIさを州税し. ..-YHlJt全やr7ェ

lL~ノ,ア｣>サート, ′､サーー′1とて-fL'食を作る｢

･J･.洪b川ルIエJT二1 -))で.バリ7ルlJ迷動も忘れな

いい1970Ir代からh'Lいているrl･柏(･1ーLIITJ三分を支

えてさr=のむ比L:,のJJにf'1うところか人jい､ El

､■('_ホームの川悪も.何帖の川にか't止J'の土JJlrlと

rl.-'たという!.甘1:I,''花1二枚‡卜の帖想である∪ ･T.l空

の打.i-.'を与■lちながら.めげないてEL1分)i;a)'JT胎rl

AJUの人たちと(1992年)

rJJより, J＼′IをUJり才LIL､てり)く子は/'V)馳ノJi二l｢くり

-)かdLて‖lJ fJが仰げ)のITHにか応托してしよ/)a)[二

それは　彼らU)'rき様か,机はU)人′l tJrll(TrL'ん.lJ.

J】kr_r･r吹3込/LてくれるかりてufLLいてあj',うか

Plt:'･'.I.tnHL土. JjJ;】11 /＼日日てむ射たJJ人rtr,にらFハl二ヒ,

そしてE:llり′八川†i'lEllかある二t:を,地Jrk ⊂;'rJ

ド.チ.r.171,か(土投えてくれる(い.夫¶･11人liに!.I"･■･をあ

てて,AJUの川咋むを｡'l■】川を小心に去ヒd)るn

柴にITい川t/Lていると二7,てある

なお.こ0)姐rl))のtLIJ的nの1人てあり, AJU L'1

､■(二の`求のし'1什ilてらあるl日日川/て粘さ/Lu I)l'1日日

脚E.;/.■;㍑也′t)のH 4ゝ代ノ､であるL.

●　一一

私　の　研　究

●

19691｢, H lゝh,ll,車Ll人一,''からiL上手UのLflk外T.']';'て∃

-lj /)､に1r'F=ヒ3. i-Tづツ/､のTL..lJhlにふjl

て'八一)いたことが2一)Lt;,-'T=. /rL三の1 -)は.施策

にあd)LTてful事H'( (rlir∴ Y,) /iJJ壁.;･のて(土′Jこ.

別川nに施.設JTlLふと在あA)iiる二と　t'/) 1/)日.

hl.I.hl地:1'tJl三成のー/ U tスてあ-'F=

ltlfl)にこ/)したぢえJJEこ.L日.i,'-'T=のは.す:/ン

I-/の.＼ノトトJLp/て9人　一i'はみのTll(ナ1L'ti/Ir比′､J

Lr=rllJr=-'た　佃Lz;このi■肘-tJのト1'L ALL,l'(テIJI.-'が, ′､

--/メイトに七･-)ているU)に',.し-)いた　利川する

l;料.lhがIJtiE -)た椎で,刷川FIの1:.-:I I.に†H)はて

それを′′EI成させるのr=といJ)㌔ =LI=例日1P;-の('rJf'l

紺机があり, fl川Jnc7)C..心がL3.･71されている二L:.

施.段内のしてトラン′fとH7.I/ノ~ノヒ別Jll11か

IL II干.･ll,hJ川7E　ぢ汀71･)



1 1日1碓勅t:i/)かかわり0)･ll =

lyF;に利川していること4.TJ fJ. ('lll!]のわかlrlのL)三体

と,r!lij,してirJIATlErでh) -)たり

fl;.h川fFJkのp/ロセスは,ひとことて‥J)と'111J･t

TP;-か卜かLI,nJ,築きあげているといJ),rl･/eある_,

L'F.'7'.1.-nltr川日日淋･のrrL　オランダの1iL.liEt川棚度

t'. 3 - 4人のl･rtr.I.hが日'JJLの1日トを持f-/.ffり.

り上川て什LJl.格始めたのか始まりF:'r=し. LH料の

モデルになっている知的llTr.i.'拝のクルーP/ホーム

ち, 197日咋代o)祝の公のAA･心な迩動かfJ_1さを土紬か

した成米f二一Jf二lLlれFJIJlさ1即,?.IF.IJl空をほこるス

r-i T-デンT,7=ンp.7-I/らIHIじf=-)F=.

19ボ511一　日本む打求族川休仏日jYu'さ(Jl'C)机　テ

ンp/--ク,スr■ノ7-テ1, /ルrz/⊥-の心n川体

とLFll祭文lJTcl~ることに′Ltり　f_/.ら)LJHJした､モこ

て加一Jr=二ヒH. lil･.mll休はまれ托).J_づと壬も仰､1.し,

Jsくの7.//ソp/を拍九.そaL,rfjLU)lE)の寸くれた

舟.I.川tJ--ヒp/ji築く111U.I)))とfLL-,ているというこ

とであー)I_,

JPC (日本息者家族EZ]体協粗金)

北欧患者団体交流(1985年)

二:)LF=例日,九州H､''I小ilか卜かトL,築くむ,i)

といJ)仏のJ;えJJ.(二伸イ日を†JT/I LiてくれF= JLlf))

ノl/'ILt TI-越州VJ_1日ニー越動のIiJ11かにい/二t/J主.

l'iL的て亡く上なか-'r=か. rl･jlHI-)viLulJ)の人UJさをIIJL

1才て悠していF=

lrl､t);ri-'て比ると,仏U)川妃はモ:I LT=TiMr]uu)

'ITて';''/したことをEと,j)たり.必■紋日に)rjJ,aLて

Iriり剥t/Lr二fuU)r=-)/_　汁欠か11.祉にIuするIrll紬の

ゴーIyilIは. MSW c7) LIj.什化/i llLめるための`L=態ルrこけにで

あり, ,:,JHl瓜.よのU.jkを‖EIuLじる,.rIuL丈てJi,-'r=1㌧　rf

I_lrI上fJJC7)H.l1.日, Tu∴ -j'iu･･T･lJのll･て.糾也のrJ

u二-0)り三fLEや. =]口ニー迎動に必'EJ/,lL身体brFL.?.l,I

Yr礼l摘J ll'u性やIEJI'外の1札.lEFT fr Hjにru lする.h■J ･HHJ,加山1技

を士とめたものてあ-)Ff),その私MSW協:さの

公1<に此fr_し.一lt:桁il,lH■上化祉動にlkり捌む必･rJLl

にiOJ'jLて壬とめたのがJ'J'鞭リーシ1,ルr)-/)I

日蒜てあ-)T=3㌧ I/日El肝先もそれとJu拙していた, 1

ドリp/tのMSWを系統n'Jに追跡してさf=｡その慌

牧は　H'}細モソ一二l JLrj-'7の挑峨　イキリ~八保

他J'J川fリーシ1,ルリークの10nlTJ｣の　rおわりに｣

にまとめた1㌧

El.?.(.r.1抑JfllH,'r州'2m係の外lFlm'光~LT H. _I uニー

迩LrlJ)にかかわる小でl;･''/lJ二ことをまとめr二と,のか

多い｡寿.I.柁回子ilnJk川二lu二IIJ7,1さは,系純的(二

LI姓'/[桝ir'fをり三地しておL).川llJfにl‖J近さtfてL, J,

う二とも/Bかつr=.そこで子']f二知.,t'ai比　私のド.1:'.I.

打JL川JilJlJl'1-州椛の肖.Flの･H mにFJ.･-)ている5),I

自立生活運動の幕開けと21世紀の展望
-●

llイゝT.I.I.hI人･/'かレ1 2はHのIl'j外t.']･(''に号｢'[二

19Hf川　/)十y'j)･l/ 1'_二へクてIEll,て(り/､とりi-一一

ン∫ン:チ.E花にぢJJlrL/rー　川【祭叩.■.'i7;lr一g)I川TIて､

.r'さL滋に亡土約21日人のEJ':.壬.-,'tlかちJJJlしてい†二　1 1■リ`束

rI'心のこの;こHJltに.二jLほと'sくのE;Ill.I.tTrlかを加

するC7)はこjfLとてに例,j)Fハ1二とTr'/二　;さL.1引I

fIL'V)[)]て, .T.比L;.I:,.-. tl-i_ri/う7)-'7 ^'リノJV)エト･ U

'､　ツ机.1'lfJ'1ルT= 1.''.ll;七のHIJに肘物人JHに(∫る上

二7,を1り)か一)て川JJi-.'ヒヒrlr'I)lip.7 LIというIr.いLl.I.

.l,-rJタにLfL.から. /]リー/ 1 JL二TJ､･(､政IT';･J'fIJ=r

辛ぎーし, ′､- I/レ1LrJ'ノリブjfJJU)L'い■/.′hLrrlZ/

I/ - rrTFuり, ･Tllli'Pr:'r'.■,LPTU)地地てのELT ;(_'E I.T.に)lL

鞭を-)HT= IL i蜘･;U日日r_Ill.T.妙TpJu)の刷/jfi打てあ

る　この.油IE;‖土. ･rrllirF.?.rfrTにt,.他紙でnl'/_′l

l.rlを1,･.む日日'JE11があることをrlらの休蚊に)ll{)い

て‖lZhl二fuU) LT. 15rくu)ちIJIr抑一深い[.EWiT.をl]え

Tこ　そjL日1人の･T･l'lrl1-.71...t拝の′l i JJをIr'､えると

1日Jll!jに. lJ,L岬.T'.≡.l TLW鬼の･壬..･､抱をtlJ土に泊るLlのと

も′}-'t=,イlLのErlllHI')日日にEi,終IrJかレL,来たF･1.rPr'.

rr約.r)tII)人かI'IIH1JlJ'さrJIJf-,/二.ll')i E_のFrl_肘】'JTl･

Ll 1 I,rl祉州の肘‡り日でbp)-,た.

この分L.おの的.'うか日独. Tj/J土1ゝlTいりニーIr;7,分

fl三‡fL1.-.Tl]州rc :れ771･]



J jJJ.JvLu･frlJと,J)かか))り,j)lllこ

a)アノリブ]祝矧日にlHJ'目して′､-7レ1のCIL日'1  1卜L別'EIUのダイしクトへ1'ノント(税食lIrll,班(､い)

､■′_′l"(,セシ//-)をHJJaL. llJ7J工l- ･ロハ-ソに　　がJj三地されているとい:)セン//-ては　■･リl■川I.i

あ-,F:､アメリJJの1'[;I_Jl一㍍.姐flJM.リハヒリテ　　もFrL.?.I lZ'l,ll.hfJ,ともに働いていたL ,T=の私　別

一二'ン1L,h･.川のLJ/rL川Tlに刈して4日(rT的である　　　の.I;てイ1--リスのtJrr:･'.■,- YT'viLutluか.放JT'川,拙策に人

ド.,.l.'jiとともに二日｣T:-'viEJIJH二111り剥t/LできたirI.　3tfⅠ,:ZでrFlをJ之はしていることを知-,T=H', ,-LIこには

が｢札止川;･L.･.･.lilとソ-シ1, lL rー/]-が帆ノJL　　21日札の障.I,'拝止JlIJ'{を上える抑しい什y'がmli/,れ

て,vdi動をY,-)ている｣とい:)と. rア>二･一シLT　　ていF=,二才=/…て((川卜M')lEr卜亡ある, lい′

ルJと　蹴51してし土-,T: ll_迎･lFIuの▲｣,rl"川.･pUレ　　′l i.(.述仙はい丘IEJl･,nM肌Dl'1 /i･通じ〔 LH湖1Ji-lll
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