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西条市差別をなくする市民の集い

～小松会場～

「ｎｏｒｉｋｏ ハートフルコンサート」

日時：平成２１年１２月６日（日）１３：３０～１５：２７

場所：小松公民館 ２階大ホール

講師：四国中央市 教育委員会 学校教育課 課長補佐 西森法子先生

手話通訳：手話サークル「ひまわり」 吉岡純子 会長、首藤健二 副会長

概要:

13:31～13:35 開会挨拶 西条市長 伊藤宏太郎 （代読 飯尾監査委員）

・平成１６年１１月に「西条市人権文化のまちづくり条例」、本年３月、「人権

文化のまちづくり基本計画」を策定。条例の具現化を図り、明るい住み良い

まちづくりに。

・世界人権宣言、人権侵害、差別のない暮らしは世界共通の認識。

・差別は今も根強く存在している。差別を無くすため、人権教育に取り組んで

いく。

・小松小学校５年生によるコーラス、日頃の練習成果の披露、西森先生からは、

福祉の場から声を聞かせていただける。

・差別に気付き、差別を許さない意識の向上に。

13:37～13:45 アトラクション 小松小学校５年生６２人によるコーラス

♪「氷のカリンカ」

♪「ふるさと」

13:57～15:27 講演「ｎｏｒｉｋｏ ハートフルコンサート」

～障害のある人も、誰もがみんなずっと笑顔で生きていける街を目指して～ 西森法子先生

○「障害」の捉え方が違っていた

・保育士として心身障害者支援センター「みしま親子ホーム」で勤務して以来、様々な思いを歌にし

手話通訳
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ている。ＣＤ、ＤＶＤも作っている。

・障害があるかな、障害者、育てにくい、育ちにくい子どもと親と接し、「障害」っていうことの、

捉え方が違っていた。

・障害は、私たちの努力で治してあげなければいけない、普通の子に少しでも近づけてあげなければ

いけない → その人は、その人のままで、ありのままで生きていけばいい。変わるべきは、まわ

りの私たちだと気付いた。気付かされたのは私たちだけではなく、親も気づく。

・何年か施設に通ううちで、その子たちは、その子達の力で、その子達のカラーで生きていけばいい

んだ。

○歌を歌い始めたきっかけ

・卒園式で、上手く歌を歌えない子どもたちの代わりに、その年の子ど

もたちのカラーに合わせた歌を、歌い始めました。

・「なんで、先生ばっかり歌うんと、今は、先生と生徒の掛け合いで歌

うようになった。

○本物の一歩を踏み出せる人間になりたい

・私は楽譜を書かない人。楽譜は私の頭の中にしかなく、伝えていけず、ＣＤにメロディーだけでも

残しておけたらと思いながら、またそんな言葉をかけてくれる人はいたけれど、そのまま３、４、

５年と過ぎました。

・ある人、「ＣＤにしようや」。この人の一言は違っていました。本物の一言でした。私をそこに置い

たまま、ＣＤ製作に突入していました。ＣＤが出来上がり、発表記念コンサートも。

・「本物の一歩を踏み出せる人間になりたい」 その一歩があったことで、４年間、また一歩、また

一歩と、一歩があればまた続く。自ら一歩を踏み出す人間になりたいな。そんなに思っています。

・実行委員会 クレシェンドのＨＰ http://music.geocities.jp/crescend1026/

♪「あなたへ」

・思春期の子どもを歌った歌。

・娘と上手くいっていない、ギクシャクするんよ。「生まれた

時と同じにあなたのことを思うとるんよ」ということを歌に

してくれん。

・そんなことから作った歌。

・曲紹介のページ http://music.geocities.jp/crescend1026/anatahe.html.html

♪「もしも」

・親子ホームで１２年間。こういうことを始めたきっかけは、あっ君（現在１７歳）との出会いです。
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・私は、自閉症は本の中で読んで知っていただけ。どうすれば良いか分からず、どうすれば良いのか、

お母さんに聞いた。

・自閉症の子は、強い「こだわり」がある。地図を書いただけ、お風呂のまわりにパックから出した

ゼリーを並べる、ドアのところにプリンを並べる。踏んだり、片づけるとパニックを起こす。

・外から帰ってくると、母親を玄関の外にしばらく立たせておかないとパニックになるというこだわ

りがある。玄関マットのところで寝る、冬でも寝る。ストーブを玄関へ持っていって、母もつき合

う。

・母の日には、園で作った我が子のありがとうのプレゼントに、「やらせ」でもありがたい。

・６歳になっても、アーアー言うだけ。あっ君のことを歌にしたいなぁ。あっ君に「ありがとう」と

一度も言ってもらったことがないお母さん。お母さんに、あっ君の代わりに「ありがとう」って言

ってあげたい、もし話せたらきっと「ありがとう」って言うよ。

・曲紹介のページ http://music.geocities.jp/crescend1026/mosimo.html.html

○あっ君のお母さん登場

・お母さんとは、１０年のつき合い。

・「もしも」の歌を作ってから１０年経ち、「もしも」を歌っ

てくださいとよく言われるけど、その時のあっ君と変わって

きたよね。

・５、６歳から 今は１７歳 身長は母よりも２０～３０ｃｍ

大きい、髭っぽくなってなって。

当時のあっ君は 生活年齢は６歳

発達年齢は マーマー、ブーブーも言えていないが、親は４歳ぐらいと思ってい

た、思いたい

１７歳の今は 発達年齢は２歳から、良く見て３歳

・「ちょっと言葉が遅いだけ」の言葉を信じて、でも、これは将来に影響する遅れだと感じ始め…。

Ｑ：本当に辛かったことは？

・足がつくまでは本当に良い子だった。足がついたら、行動が読めず、くたくたになり、近所の人か

ら、「あっ君をもっともっと抱いてあげんかね、抱いてあげんと自閉症の子になるよ」と。抱いて

あげられません、逃げ回って。

・兄の幼稚園バスのお迎えに行けない。遅れることが増え、「お母さんがせないかんことはなに？ 自

分のこと（化粧をしていたので）にかける時間があるなら、子育てに時間かけ、出迎えも、下の子

の面倒もちゃんとみんさい」との言葉。

・１時間かけても食事が終わらない自閉症の子に、「朝御飯を食べさせるのは基本よ」と先生から言

われる。
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・みなさんが言っていることは「正論」。でも、自閉症の子育ては、そうはいかない。

Ｑ：活動のきっかけ、これからしたいことは？

・自閉症について、正しく理解されていない。私も知らないことばかりだった。まわりの人達に、障

害児の子育て、障害児とはについて知ってもらいたい。

・あっ君が今から生きていく上で、まわりの人の正しい理解や優しい支援がいる。私は先にいなくな

るので、これをいっぱいあるようにしておきたい。この輪を「クレシェンド」で作りたいなあと活

動している。

♪「あれから」

・お母さんが昔を振り返りながら、その様子を横から見ていて作った歌です。

今でも 幼い 子供のまま

今なら 笑って 話せる 不思議な あなたの エピソード

あの頃は あなたが 悲しくて 孤独の中に うごめいてた

こうして 生きてる それすら 奇跡の ようなものだね

あの一瞬の 分れ道 生きていて よかった

私に 出来る事は あなたのため

この町に 優しい人の花 幾重にも 咲かせること

この子は このままでいい

これからも ずっと あなたの しあわせ 祈り続ける 命ある限り

お願いです この子の未来を 守って下さい 優しい花たち

夜空に輝く あの星たちよ きっと 母たちの 祈りの輝き

いつか 私が 星になっても 遠いところから あなたを 見守る

いつか 私が 星になっても

♪「Ｆｏｒ Ｙｏｕ」

・中学生、思春期に、命を絶ってしまうのではというほど追いつめられていました。

・中学校を卒業すると、義務教育ではないからと、取り組みが行われず、時間だけが過ぎていった。

何か出来ないかと、喫茶店でのコンサートで、この曲を聴かせたい。

・今、どんなに悩んでいても、生きていさえすれば、「あの時、ああだったね」って話せるから、と。

・今は、元気にしています。両親がしっかりと守った。本人にも力があった。

・あの時は、泣きながら歌ったが…。今は、「あんなこともあったよね」と。

・曲紹介のページ http://music.geocities.jp/crescend1026/foryou.html
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♪「エンジェル」

・私たちと実行委員は「自分に出来る一歩」、１年目の取り組みをずっと伝えていきたい。

・けれども、見ている方からは色々な見方、意見を…。くじけそうになる。

ありがとう ママのところに

ありがとう 生まれてきてくれて

人は それぞれに 違って良いんだと…

♪「私」

・曲紹介のページ http://music.geocities.jp/crescend1026/watasi.html.html

♪「木漏れ日の中で」

・４年前に診断。アルツハイマー型の認知症。母親自身が、「おかしい、お

かしい」と病院をいくつも通い、愛大で、「こんなに早く分かることは珍

しい」と。

・南の部屋に夫の母がいて、「南のまんどころ」と私は呼びます。母は北の

部屋に「北のまんどころ」。仲が良いわけではなく、真ん中に関所のよう

に私の部屋。

・その頃は、１０のうち７つは覚えていた。今は、記憶は０です。

・１０回ぐらい同じことを繰り返されると、「えっ」「書いてある！」と、き

つく言ってしまう。すると母は、その最後の言葉には反応し、「冷たいなぁ」と。

・どんな状況になっても、母と一緒に住んでいたいと思っています。あの母がこんなにずうずうしく

なり、変わっていく母を見ると、「いつまでも、私に甘えてね」、木漏れ日の中で暮らしていって欲

しい。

・そんなに症状が進んでいない時に、母へ向かって歌った歌。

・曲紹介のページ http://music.geocities.jp/crescend1026/komorebi.html.html

♪「しあわせをあげたい」

・実行委員達を歌った歌。

・治してあげようと様々な医療機関をまわり、悪戦苦闘。それから、「仕方ないよ」と受容。さらに、

「この子は、このままで良い」と変わっていきます。

・日本中で障害児を育てている親へ、そんな風に変われる、先に死んでしまう、この子のまわりに、

優しい花を咲かせ、優しい風をいっぱい吹かせたい。
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・子どもから母さんに何かあげたい。

・人に手伝ってもらったら「ありがとう」って言うんだよ、と、しっかり教えてくれた。

・お母さんの幸せは、僕が笑っていることだよね。

ぼくのために 泣かないで ぼくは 大丈夫だから

ひとりで 出来ないことばかりで 母さん 心配なんだね

言葉も 上手く言えないし きちんと 服も着られないけど

母さんが 教えてくれた ありがとうが言え だから もう 大丈夫

母さん 泣かなくって いいよ

ぼくのために 泣かないで ぼくは 大丈夫だから

ひとりで 出来ないことばかりで 母さん 心配なんだね

大きく なっても 子供みたいで 助けられて ばかりだけれど

母さんが ぼくに くれた 笑顔があるから だから もう 大丈夫

母さん 泣かなくって いいよ

ぼくは 母さんが好き だから 母さんに 何かあげたい

みんなと 同じの 持ってないから

母さんに もらった 笑顔を あげる

ぼくは いっぱい 笑うよ

母さんは ぼくが好き だから ぼくのまわりに 花を咲かせようと

ぼくの ために 生きている

ぼくの ために ありがとう

母さんは ぼくが好きく ぼくは 母さんが好き 母さんは ぼくが好き

ぼくは 母さんの所に 生まれた日から 神様に お願いしたんだ

母さんの 幸せは どこに あるんだろう

きっと ぼくの 笑顔だね きっと ぼくの 笑顔だね

神様に お願いしたんだ

♪「冬のひまわり」

・悲しいこと、腹立たしいことがいっぱいある。心の中にヒマワリが、いつも咲いていたらいいね。

そんな思いで作った歌。
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泣きたいときは 隠さずに 涙 見せられますか

子供のように 素直に 人に 甘えられますか

強がりばかり 言っていても 本当は 寂しがり屋

そんな 自分を そのままで 好きだと 言ってくれる人が

そばにいるだけで 笑っていられる

好きって 言葉は 人を強くする

冬に ひまわりは どこにも 咲かないけれど

心の中になら どんな花でも 咲かせられる

大きな夢 小さな夢 風船のように

叶わないと あきらめないで ふくらませたらいいね

夢は 持っていることが 大事なんだから

ポケットに 夢詰めて キラキラ生きよう

歩いていこう 手をつないで 歩いていこう ほら 笑って

振り返ったとき 足跡が 笑っていたら いいね

振り返ったとき 足跡が 笑っていたら いいね

心が 冬色になったとき 好きって 言葉 もらえば 元気に なれる

優しい 言葉 それが 春色のリボン

冬でも ひまわりの花 咲いたらいいね

－ 以上 －


