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についてといういつもとは少し違う形で企
画しました。シンポジウムは大田先生のミ
ニレクチャーや行政説明を含め支援者側か
ら考える企画です。この他友の会のステー
ジ、作品展、交流コーナー、企業展示など
盛沢山の内容となっておりま
す。皆さん是非今秋、神戸でお会いしまし
ょう。
協議会がお願いした熊本大分震災支援金は皆様の

第 31 回全国大会インひょうごへのお誘い
第 31 回全国大会インひょうご実行委員長
田中義之（神戸総合医療専門学校・ST）
平成 28 年度の全国大会は 10 月 9 日（日）
に神戸市で開催いたします。今年は兵庫県
の当事者会「ひょうご失語症の会」として
の活動 10 年目の年でもあります。このよう
な年に全国大会を兵庫で開催できることを
実行委員一同大きな喜びとして計画を進め
てまいります。
今春、熊本・大分地区を襲った大地震、
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ
ると共にこれから長く続く復興への道のり
を応援いたしたいと存じます。こういった
大規模災害では失語症をはじめとするコミ
ュニケーション障がいの方々の声は本当に
届きにくい。この事実が本当に教訓となり
にくいということに忸怩たる思いがありま
す。
今年はテーマを「失語症を知る～私たち
は伝えたい、わかりたい、広げたい」とし
ました。外からはみえにくい失語症、実は
失語症者自身、自分以外の失語症について
はあまり知らないという当事者の声もお聞
きます。今回は当事者、家族、支援者がも
う一度失語症とはということを考える機会
になればと思っています。
体験談も座談会やユニバーサルデザイン

温かいお心差しが沢山寄せられております。
締め切りは 6 月末です。7 月に入りましたら
「熊本」「大分」の友の会へお送りしたいと思いま
す。 応援コメント 12P に記載。
【八島語録】
日本失語症協議会の新年度が始まり。６月５日に
は２８年度第１７回総会が開催され、新理事の承認
も行われます。
今年度は、協議会は５つの基本方針が固められて
います。失語症の身体障害者手帳の認定基準是正、
リハビリ環境整備、啓発活動、介護保険調査基準是
正、意思疎通支援の充実などです。このほかにも、
失語症のある方々の福祉環境の整備のためには多
くの問題点があり枚挙に暇がありません。
これらの問題は理事や役員、事務局だけではなく
日本中の失語症のある方々と支援者関係者の方々
からの声が必要です。皆様のお声を結集して取り組
んでいかなければなりません。
失語症の問題が他山の石、誰かがやってくれるだ
ろうというお考えではなく、それぞれの問題として
お一人お一人の声を中央に届けましょう。失語症の
ある方々の人権が守られ、当たり前の生活ができる
日を少しでも早く迎えられるために皆様のお力が
必要です。今年度もどうぞよろしくお願いいたしま
す。
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平成 28 年度 29 年度の顧問をお願いした諸先生からのコメント（次号に続く）
大田仁史先生（茨城県立健康プラザ館長）
世の中は決して良いほ
うに向いているとは思い
ませんが、失語症の関係
者は一致団結して行動し
ましょう。日常の生活を
楽しみましょう。
・・・・・・・・

今後の取り組み：失語症者向け意思疎通支
援者の養成及び派遣について、平成 28 年度
より地域生活支援事業の特別支援事業にお
いてモデル的に実施し、検証が行われるこ
とが決まっています。
最後に：失語症の実態調査も始まり、平成
28 年度末には調査報告がまとまります。よ
うやく失語症政策の基盤が整いつつありま
す。
障害者総合支援法の改正で、就労定着支
援が創設され、言語機能支援と就労支援の
一体的な提供を求めていきます。
失語症患者と家族の皆さまが、よりすみ
よい社会だと実感できるようになるまで、
八島会長や園田さんのご協力を得ながら、
政策実現に向けて取り組みます。

池田徳博先生（よつばの里理事長弁護・弁
護士）
皆様の障害を抱えられる日々の地道なご
活動には心からお敬意を表します。四つ葉
の里も頑張っていますよ！
・・・・・・・・
参議院議員 小西洋之先生（千葉県選挙区）
皆さまこんにちは。
ご挨拶：このたび、日本失
語症協議会の顧問に再就任
しました。これまで、失語
症患者だった父を２１年間
介護した経験をいかして、
失語症政策をつくってきました。今国会で
も、厚生労働委員会委員として、取り組ん
でいます。
皆さまに、これまで私が取り組んできた
失語症政策の現状の最近の動きと、今後の
取り組みをご報告します。
現状：平成 28 年度地域生活支援事業の実施
要綱において、意思疎通支援事業の対象者
に「失語症」も含まれることがはじめて明
記されました。
・平成 26 年度及び 27 年度の調査研究事業
において、失語症者向け意思疎通支援者養
成のためのカリキュラム（案）が作成され
ました。
☞千葉県我孫子市や市川市などでは「失語
症会話パートナー」を派遣する事業が行わ
れています。

・・・・・・・
山本晴子先生（国立循環器病研究センター
臨床試験推進センター長 ・脳卒中協会副
事務局長）
深浦純一先生（一社）日本言語聴覚士協会
会長・国際医療福祉大学教授）
・・・・・・・・・・

未掲載のお二人の先生のコメントは頂戴次
第、順次 JAPC ニュースに掲載の予定です。
28 年度、29 年度、以上 5 名の顧問の先生を
お願いいたしました。
顧問の先生方の多大なお力添えは、協議会の活動に
は欠かせません。太田先生は皆様に毎回わかりやす
い講演をしてくださいます。池田先生は法律の力で
支援してくださいます。日本言語聴覚士会は今年度、
意思疎通支援者の養成に ST 協会の全体の力でカリ
キュラム政策委員会を発足させ実行に移します。脳
卒中協会は脳卒中の後遺症のリハビリに関しても大
きな影響力のある脳卒中・循環器対策基本法に取り
組んでいます。小西議員は国会での失語症の福祉環
境改善の国会質問をしてくださいます。諸先生方の
お力添えには心から感謝いたます。
（八島）
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＊埼玉県・春日部失語症友の会
㋄㏭：定例会、発声練習、近況報告、役員選
出
＊埼玉県:庄和失語症友の会
例会：各月別、絵手紙と戸外活動、絵手紙、
ST による集団言語訓練、音読、等々
＊埼玉県・さやま茶の花会
年間定例会:春の食べたいものは？ 面白ク
イズ、花見はいきましたか？
＊埼玉県大宮失語症友の会
年間定例会：親睦会、お花見、等々
＊東京都・品川失語症友の会
㋃㏶:例会・○○さんのこと教えて。オフィス
結の方が見えてボランティア、㋃から ST の先
生交代、
＊東京都・世田谷失語症友の会花みずきの会：
定例会:お習字、歌、テーマ別話し合い等々
＊東京都・江東すずめの会
㋂㏹:総会、近況報告
㋄㏱:親睦交流会タワーホール船堀
㋄㏷:バスハイク
＊東京都・目黒失語症友の会椎の木会
㋃㏶:定例会・総会、健康アドヴァイス、新入
会員紹介、区長との懇談会「失語症者に移動
支援適応を」
＊東京都大田区ひまわり会
㋃㏡:クラブ活動（麻雀他）、一言スピーチ、
総会、ゲーム（神経衰弱、卓上ピンボール倒
し、ペットボトルキャッチボール）
、お口の体
操、歌
＊東京都・新宿失語症友の会
㋂㏡:学習会:書道（硬筆）、グループ訓練（こ
んな私って誰？）
㋂㏹:学習会・新入会員、書道（硬筆）、
四字熟語間違え探し、漢時ダイヤモンド、ST
のグループ訓練（早口言葉、リセットする方
法等）
㋃㏡:定例会総会・グループ訓練（ゼスチ
ャーゲーム）、歌唱指導、写真撮影
＊東京都・杉並失語症友の会
㋃㏮:定例会、近況報告、リハビリ体操、
合唱、言葉当てクイズ。
＊東京都・北多摩若竹
㋃㏯:桃源郷へバスハイク
㋄㏴:総会、困ったこと話し合い
＊東京都・北多摩あすなろ
㋃㏩:例会。近況報告、あすなろかるた

友の会便り
＊北海道失語症友の会
㋅㏪:総会・27 年 9 月:観楓会（ニッカウヰス
キー余市蒸留所）
＊庄内失語症友の会「よつばの里」
絵作り・シャンテ（女性コーラスグルプ」来
所・節分行事・ラーメン食べ比べ大会・
＊新潟県・新潟友の会
㋃㏦、㏭、㏴、㏻例会
＊福井失語症友の会
㋃㏽:定期総会・講演会:災害時の備え
㋅㏲:バスハイク越前
松島水族館・道の駅ミ
クニ・たかす荘

＊山梨県・東山失語症
友の会
㋂㏺:例会・
㋃㏰:定期総会・近況報告会。
「ことばをこえ
て」合唱
＊千葉県・東葛失語症友の会
㋃㏰:春の友の会・グループ交流会、仲間スタ
ッフ紹介、リハビリ体操、コンサート、ゲー
ム等
＊千葉県・げんき会
㋃㏪:東京医薬専門学校言語聴覚士か新入生
セミナー、プレカレッジ、新入生との交流会、
大ビンゴ大会、
㋃㏸：新入会員、定期健診の重要性、
㋄㏴:創立 20 周年の集い
・イオンレシートキャンペーン・げんき会引
っ越し・
＊神奈川県相模原失語症友の会
熊本災害への募金の協力・新入会員・担当の
ST さんの交代、
㋄㏴：定例会。ビンゴゲーム、重量合わせ、
歌、連絡事項他
＊神奈川県：藤沢言語友の会
㋃㏰:自己紹介、近況報告、加齢に伴う口の中
の変化、口清掃でさっぱり。連絡事項
＊神奈川県・大和言語さくらの会
㋃㏯:定例会・ラジオ体操、総会、ゲーム、音
楽療法、間違え探し、新入会員紹介等
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＊岐阜県・揖斐失語症友の会やまびこ
の会
昨年 9 月映画「ことばの絆」の上映会

震災の影響で、投稿少なくなっている。
地震の影響で堀尾会老健施設損壊、たくま大
病院へ全利用者受け入れのため会議室使用不
可となり、たくま会㋄例会延期。余震の続く
中、例会の再開ができるように。
㋄㏵開催予定の 28 年度ステップアップフェ
スティバルは中止となります。
＊沖縄県・ゆんたく会
㋃㏮:総会、ミニライブ（オカリナ）障碍
者の権利擁護について頑張りたい。ST に
よるお口の体操、
㋅㏹:バスハイク予定

歓迎“新入会員
＊京都府・ゆるり会
定例会:毎月第 2 火曜日
11 月例会テーマ・一番気に入ったこと
12 月例会テーマ・パソコン携帯タブレット
使いますか？」
皆、右麻痺や失語症と付き合いながら過
ごしています。笑顔だけは忘れないように
元気良くいきましょう！
＊奈良県・桜の会
㋃㏯：歩こう会、㋃㏣～㏧まで奈良市役所通
路にて作品展開催、桜の会合唱団㋅11 日開催
（ST 学会にて）
＊三重県・失語症の会「絆」松坂
27 年活動報告
28 年予定・4 月花見、㋄のど自慢大会、㋅ふ
れあい体育祭、㋆三重県失語症者の集い、セ
ントレアバイキング、㋈ブドウ狩り、㋉早め
の忘年会、
12 月福祉大会㋁湯～くり新年会（鈴
の湯。割烹み）
＊島根県・あしたの会
定例会:出雲 ST 会の２，３人と学生さんが支
援。嚥下体操、クイズ。ゲームで過ごす。遠
足・大根島、どら焼きつくり。
出雲医療看護専門学校第１回卒業式参加
＊島根県・だんだんトークの会
㋂㏥:太田友の会、ST,松江総合医療専門学校
先生と学生との集い、合唱、銭太鼓、車人形
等、・定例昼食会（毎月第１日曜日）
・だんだんサロン。毎月第３水曜日、等々
＊広島県言語友の会：
第 23 回三原大会・5 友の会
114 名が集まった。報告
＊大阪府・ふれあいの会
㋆㏯:失語症セミナー：講演
会・体験談交流会（合唱団）
ふれあいの会の 1 年間活動
紹介
＊和歌山県・紀の国会
㋃㏯:総会と紀ノ国会・会歌斉唱・記念講演会
「マイナンバー制度について」
、写真撮影
＊熊本県・たくま会
㋃㏧:定例会、昼食、グループ訓練、先生方の
自己紹介、リラックス体操、口の体操、発声
練習、歌（言葉に活きる）他。

事務局だより
■2 月 19 日国リハ高次脳機能障害連絡会（園
田）
■2 月 26 日高次脳機能障害第 2 次医療圏講習
会（園田）
■3 月 16 日厚労省第 3 回「意思疎通を図るこ
とに支障のある障害者等に係る研究委員会」
（山本・園田）
■3 月 24 日脳卒中協会サノフィ賞及び脳卒中
体験記選考委員会（園田）
■4 月 22 日国立リハビリテーションセンター
高次脳機能障害連絡協議会運営委員会（園
田）
■5 月 7 日一社）日本脳損症ケアコミ学会プ
レ大会多摩（藤原、高倉、志村）
■5 月 11 日脳卒中・循環器対策基本法議員連
合会発足会（園田）
■5 月 15 日特定非営利活動法人日本失語症協
議会理事会
■5 月 20 日杉並区長寿応援ファンド活動説明
会（亀澤・園田）
■5 月 25 日脳卒中協会総会・理事会（森本・
園田）
■5 月 29 日東京都言語聴覚士会学術集会（園
田）
■６月５日特定非営利活動法人日本失語症協
議会評議員会・総会
■6 月 19 日岐阜若い失語症の会発足記念集会
■6 月 22 日国立リハビリテーションセンター
高次脳機能障害コーディネーター会議（園
田）
■6 月 29 日 28 年度第 1 回東京都高次脳機能
障害者相談支援研修会（園田）
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脳トレ
果物の美味しい季節 …ああ、行きたいですね。サクランボ狩り！
絵を見て、下の文の内容があっているかどうか、○か×で答えましょう。

が

お と な

こ ど も

あ

１）サクランボ狩りには、大人と子供、合わせて
わか

おとこ

ひと

きゃたつ

うえ

２）若い 男 の人が。脚立の上で
わ

とう

み

とっています。

と

３）カラスが２羽

飛んでいます。
こども

４）お父さんは

サクランボを

き

９人で来ています。

て

子供の手が
じゅく

えだ

とど

かたぐるま

枝に届くように、 肩 車 をして
だれ

５）まだ 実が 熟 しておらず、誰も

かごに
7

サクランボを

ある

歩いています。
とれませんでした。
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熊本大分地震応援コメント
～今号９P に目次～
1p：巻頭言・熊本大分地震支援金御礼、他
2p：:今季の顧問の先生方からのコメント
3p：:友の会だより
4p：友の会だより・事務局動向
5p：海外旅行・気仙沼友の会との交流会お知らせ
6p：広告：NPO 法人ゆずりは
7p：脳トレ
8p：言語聴覚士の四方山話
9p：熊本大分応援コメント・広告㈱シマダ製作所
10p：寄付者名簿：広告㈱エスコアール
11p：28 年度杉並区長寿助成金協議会事業講習会
12p：毎日新聞社説「失語症」
【挟み込み】
第 31 回全国大会兵庫大会の広告掲載お願い
＊広告掲載申し込み書
＊寄付金申し込み書
＊協賛金申し込み書

福岡県筑紫野市失語症友の会若鷹・真田会長
『たくま会』松岡会長さんへ
全国大会ではいつもパワフルで楽しいお話
をありがとうございます。ご無事で過ごされ
ていますよう願っています。兵庫大会で再開
できるくらい秋までには復興しなければ！
『なし会』の皆さまへ
鳥栖市の上映会ではたくさんの方とお会い
しました。変わらず私語されていますでしょ
うか、心配しています。
＊両県とも数えられないほど訪ねて、家族や
友人との思い出を作ってきました。どれだけ
お世話になっていたか改めて実感していま
す。微量ながら何か手伝わなければと思って
います。

～編集人からひと言～
皆様の応援なしには協議会の存続はありません。失
語症当事者の皆さまとご家族様、支援者の方がたの
声を中央にお届けして、失語症のある方々の当たり
前の生活を確保していくために。

＊真田会長ありがとうございました！
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皆様のご厚情に心から感謝申し上げます。
平成 28 年 1 月 2 月にご寄付を頂戴した方々の名簿を記載させていただきます。
一般寄付者名簿（順不同・敬称略）事務所の諸経費に使わせていただきます
八島 三男

相場 肖美

齋藤 敏文

森本 セツ子

吉川 健一

松永 伊平

渡辺 典明

川岸 恵

失語症の訓練教材 140 の教材と活用法・第 2 版（三輪書店）著者の皆様
ゆうちょ寄付者お名前 1 月・2 月名簿です。
（主に毎月の事務所家賃の支払い資金にさせていただいております。）
（順不同・敬称略）お名前記載のない場合は事務所まで御連絡をお願いたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青柳律子 赤嶺愛子 足立博子 阿部晃 五十嵐景子 生島文子 伊崎祥造 石井太一 石川守 市川正美
伊藤世紀 伊藤聖子 伊藤怜子 岩嵜克己 岩島満夫 岩田弘明 岩屋雄二 出澤登美子 内山幸子
梅津今日子 海老沢敬 小川弥生 大城貴代子 大塚善一 大前美由紀 大屋スミ子 大西康史 大西知子
大類和之 小野芳夫 小原純一 片岡博道 川口安弘 川崎靖 神田知佳 神田裕 木村高子 黒木邦俊
児島その 後藤悦子 小柳信善 斎藤敏文 坂田雄治 佐々木正尚 佐々木正博 笹子正巳 佐藤やす江
笹沼澄子 佐藤聡子 佐藤誠一 篠崎蕗子 柴田すが子 志摩進 清水江美子 志村孝子 志村哲 城野明子
杉尾恭子 鈴木弘二 須田悦子 関原敏子 園田暎良 園田尚美 高倉幸次郎 高倉正子 高橋英子
竹田和代 武村敦士 田中加代子 田中達男 田中英明 田中昌明 田中真寿美 谷口博明 田村和之
手塚京子 戸村純子 中村光 中川智之 長屋洋子 南部恒夫 沼崎知江子 野上直樹 萩原博美 橋本一夫
橋本秀久 橋本ゆき 橋本幸枝 濱本王枝 早川晴美 林一郎 林静子 林百合子 原宏一 原泰子
比嘉なな子 平澤哲哉 古山久子 星野トヨコ 北海道失語症友の会 堀田憲次 堀間力夫 増尾禎子
益尾正典 松田正久 松本祐治 丸井美恵子 間々田佳代子 美濃謙二 宮越くに 村野浩 水上千鶴
水上盛一 村松理恵子 目黒周子 森永京子 森田恵子 森山満敏 八島三男 山本剛正 山本弘子 横田清
横田聖子 横森美知子 横山眞太郎 吉岡昭 吉田玲子 吉村正夫 綿森淑子 渡瀬とし子（合計 132 名）
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＊協議会事務局では、毎日新聞の論説委員さんによる、失語症社会環境の現状の取材を受けました
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