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紺野搾拶喝棒勃砂執夢松
「ひまわりの集い」

ですが︑周囲
は建物より高
く積まれた土
手が広がり︑
海などはまっ
たく見ること
ができません︒
二軒の民宿

ったとのこと

た︒この建物
は保存が決ま

立ち寄りまし

通常の商店街ですが︑店内は狭く︑歩くのが
やっとという感じでした︒中央には︑買って
きたものを食べられるスペースもありました︒
バスは︑宿に
入る前に︑防
災センターに

魚屋さん︑日用雑貨店︑食堂︑酒屋等︑

しました︒プレハブ小屋が立ち並ぶ商店街は︑
雨とあって︑人影もまばらでした︒

理事長

東北被災地の施設見学会に参加して
世田谷区障害者団体連絡協議会 ︵以下連
協︶ では︑毎年区内の障害者施設やひまわり
荘等の障害者が利用できる施設を見学してい
ま
す
︒
状を見てみようということになりました︒

今年は被災地の施設を訪ねて︑四年経った現
現在︑当会が児童の移送サービスをお手伝
いしている︑北烏山にある児童デイサービス
﹁ここから﹂の責任者である北川施設長の全面
協力の下︑九月六日〜八日迄︑二泊三日で︑
南三陸と石巻を訪ねることになりました︒
連協加入団体 ︵十七団体︶ から希望者を募
ったところ︑当会の参加者が十二名で一番多
く︑杉田会長の会が八名︑北川施設長の職員
が十三名︑他の団体が一名〜二名で︑総勢四
十四名になりました︒
大型バスを連協でチャーターして六日の朝︑
区役所の職員に見送られて一路東北へ⁝︒
曇り空の下︑東北自動車道を北上して仙台へ︒

仙台に入る頃から小雨が降り出し︑ゆうぐれ
迫る頃にやっと南三陸さんさん商店街に到着

に分散して一日

目を終了しまし

た︒下道荘では︑
宿のおかみさん
が当時の話をし

てくれました︒

翌日は石巻に
向い祥心会本部
で震災から今日
までの経過を写
真やデータを交
えて話して頂き
ました︒
昼食はこの施
設が運営するレ
ストランで頂きました︒昼食後にテレビの映
像で︑何度も津波の様子が映し出された日和
山公園に行きました︒この公園に逃げた人は
全部助かったそうですが︑眼下の風景は一面
の荒地になっていました︒すべてを飲み込ん
で︑押し寄せる津波の破壊力をまざまざと見
せられたところです︒
今夜の宿は︑松島の高台にあるホテル大観
荘です︒宿に着く頃には本降りの雨となり︑
館内の案内を聞いてから各部屋に入りました︒
雨の中︑タクシーで海岸の五大堂等を見に行
った人もいます︒

夜は宴会場で懇親会と世田谷区内に住み︑

今回の東北施設見学会︑色々と学ぶことも

幅広く活躍している響貴永幸さんのショーが
開かれました︒

多く︑企画して頂いた皆様に厚く御礼申し上
げます︒
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貞見

芳房

高次脳磯能障害について
副理事長
脳卒中や脳外傷で生ずる後遺症の中で︑生
後に習得︑学習していた行為や認知の困難は
高次脳機能障害と総称されています︒高次脳
機能障害は同じように行為や認知に困難を示
す認知症と似ています︒
ただし︑認知症は脳卒中の再発を繰り返す︑
あるいは大脳の神経組織の変性が進むことで
起こります︒従って︑再発や変性の進行を抑
え︑現存の能力を保ち︑生活の平穏を守るこ
とが認知症に対する支援の目的となります︒
一方︑高次脳機能障害では大脳の一部の額
域に損傷は限定しています︒症状は損傷した
嶺域の関与する機能の困難に収束しますので︑
症状の軽減と生活の再建が高次脳機能障害に
対するリハビリテーションの目的になります︒
今回︑病院在職時に家族講座や学生研修用
に作成した資料の中から︑書く課題でみられ
た高次脳機能障害の症状を幾つか紹介します︒
第一の症状は保続です︒同じ行為を反復す
る症状を保続と言います︒
書き取りの課題で︵しんぶん︶も︵かわにお
ちました︶ も正しく書いた後に﹁ぶん﹂﹁ぶ﹂
﹁ん﹂を︑また︑﹁した﹂ ﹁た﹂を書き続けてい
ま
す
︒
この保続は︑正しく書き終えたという意識︑
心の動きが語尾や文末の文字を書き続ける行
為を誘発させた強迫性の症状と考えます︒
第二の症状は構成の障害です︒構成は︑意
図した構想に合うように個々の要素を空間上
に配置し︑組み立てる行為です︒
文章を読んだ後の質問の答えとして書かれ

た︵若草︶も︵初夏︶も字画は何一つ間違って
おらず︑書き順も適切です︒しかし︑文字と
してのまとまりが損なわれています︒
これらの漢字を書いている際にためらいや
修正がみられないことから︑構成の行為の他
に︑その行為の調整を担う注意の認知機能に
も低下があったと考えています︒
第三の症状は左半側視空間無視です︒無視
は︑目の網膜から視覚神経路を上ってきた視
覚情報が認識されないために見えていない症
状を言います︒
︵大根︶ の模写の課題で漢字 ︵根︶ の左側
の部分が書かれていません︒
左半側視空間無視は︑近い遠いに拘わらず
視野の左側が認識されず︑左側の人や物にぶ
つかる危険を伴います︒
高次脳機能障害の三つの症状を紹介しまし
たが︑これらの症状は高次脳機能障害の多様
な症状のごく一部に過ぎません︒
交通事故や古い看板の落下などの不慮の事
故によって私
達は高次脳機
能障害をこう
むる可能性が
あります︒高
次脳機能障害
のリハビリテ
ーションに励

んでおられる
人達を支える
良き理解者が
増えることを
願っています︒

亀

民

錦

千

歌

枚

子

叶どっと丸竹楓菅過ぎてより

代

子

小松原▼

行く骨に机の乳酪や地蔵尊

腹庖逢動︐︻十三回竹の泉

どこからかストンと落ちて昼夜魔

堀之内

井

騰

み ど り

嘩紘谷汲き笑ひして砲丸の泉
敏の南タし緑しそ連れてくる
阜ヒらぬえの息燭に息ご飯

沢

代

のり子

郁

谷

爵局と直紀見向ひ8日阜
皮剥の手より飽けたる軋日参

高

成増汁の飽き喉超し札束る
途絶托鉢塵りの帝鳥鳴く
曹割れてのぞく8鼻に寄宿払

宮

帝禽級尊慮の音の暑ぞかな
ネ￠の鎧の思凍りや乳の昼
中乱の名月昭和九十阜

大

的工句風ぬ間に伸びて臭味汐単

身沢の毯線見せて乱入8
十九泉の電孝時針の遅れかな

小田原

蔵の町ひとめぐりしてば太
叩頭高点層過りの軋ヒなる
女の声長庵らぎのせ藤久の楊
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⑳
八月二十二日︵土︶

◎八月暑気払い食事会

たところ⁝と

今年は自由が丘にあるイタリアンレストラ
ン・バッボアンジエロで開かれました︒
このお店のマスターと宇津木さんが友達と
いう関係です︒店は二階にあり︑店内も段差
があり︑車イスの方には参加出来なかったの
で︑来年はまた︑新しくて︑交通の便のいい
所を探す予定でいます︒和食の店ですと︑昼
でも四千円以上になります︒バイキングなら︑
安い所もあるのですが︑手︑足の不自由な方
の料理も取って上げなくてはならないので︑
利用できません︒料理の方はマアマアといっ

いう感想でし
賃も高いので

た︒場所柄家
仕方ないです
ね︒でも店主
のアンジエロ

さんは被災地
でボランティ

アを何度もや
って︑テレビ

にも幾度か出
ています︒場

所柄︑店員さ
んも若くテキパ
キして感じも良
かったです︒
参加者
二十六名

◎九月日帰りバスハイク

富士山五合目へ⁝！
九月十三日︵日︶

富士山が世界遺産に登録されてから︑マイ
カー登山が規制されて︑シーズン中は︑麓で
シャトルバスに乗り換える事になり︑障害を
持つ人達には不便になりました︒観光バスだ
と乗り換えないで済みます︒
朝からパットしない天候でしたが︑一路︑
河口湖から︑富士山五合目をめざして︑野沢
を出発しました︒大月から河口湖方面の道路
に入ると︑雲間からうっすらと富士山が顔を
出してくれました︒五合目に到着して外に出
ると︑身を切る様な冷たい風にビックリ！

あわてて︑茶店の中へ逃げ込み︑ストーブ
の所へ︒
周囲は外国人？ばかりで︑中国語や韓国語
が飛び交っていました︒でも山頂も︑下界の
雲海も見えて︑一同満足でした︒
昼食は富士ランドでイタリア料理を頂き︑地
ビールを飲んで︑皆ご満悦でした︒帰路は︑定
番の道の駅や︑お土産屋に寄って帰りました︒
参加者二十六名

秋の研修旅行

日光江戸村〜那珂川温泉へ

十月二十四日︵土︶〜二十五日︵日︶

マイクロバスに変更して東

今年の秋の研修旅行は好転に恵まれました︒
参加者が少なかったので︑

北道を日光方面に⁝途中二

ヶ所で事故渋滞に遭いなが
らも︑予定通り江戸村に昼
に到着︑和風薬膳料理を頂
きました︒
江戸村の中は様々な催し

があって︑一日楽しめる場

所ですが︑時間の都合で︑

一つぐらいしか見学出来ま
せんでした︒那珂川苑は今
回三度目の利用で︑ふぐ三
昧料理と馬刺は好評でした︒
翌日は近くのなかがわ水
遊園で魚の生態を見学して
から︑那珂川の大瀬やなで

昼食です︒あゆの定食は︑

あゆの塩焼き︑田楽︑フラ
イとこれまたあゆ三昧？で
食べきれない有様でした︒
やなには︑あゆの他にさ
け等もかかっていました︒

十九名

帰りはもてぎ道の駅で買
い物をしてから︑東北道を
一路東京に向かって⁝︒
中村さん二日間有難うご

参加者

ざいました︒
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◎今年も行くぞ！みかん狩り！
十二月五日︵土︶

時 十二月五日 ︵土︶ 九時発
程 野沢〜厚木〜小田原早川〜

毎年好評の小田原早川のみかん狩りに今年
も行きます︒昨今︑小田原市内は︑土日の食
事予約が出来ません︒並んで順番に席が空い
たら︑四〜五人で座る状態です︒
おいしいみかんを採った後は︑おいしい食
事も楽しみたいので︑場所を考慮中です︒
◎日
◎行

細
五千円

︵移送料別︶

︵日帰り︶

城峯公園の冬桜と紅葉の旅
十二月十三日︵日︶

今年の忘年旅行会は︑冬桜で有名な城峯公

八千円

十二月十三日 ︵日︶ 九時発
埼玉県児玉郡冬桜の宿

園のそばにある ﹁冬桜の宿神泉﹂ で開きます︒
眼下には神流湖を臨み︑紅葉と冬桜の名所
として有名です︒そばを流れる神流用は︑三
波石の採掘でも有名で︑近くには三波石峡も
あり︑国の名勝及び天然記念物としても指定
されています︒
山の宿で︑ゆっくり忘年会を開いて︑今年を
ふり返りたいと思います︒今年は二十年の節目
の年だったので︑何かと忙しかったので⁝︒

◎日
◎行

＊自宅〜野沢迄
の移送料は別途

なく︑マイクロ

＊参加希望者は
十一月三十日迄
に事務所にお申
し込み下さい︒
人数が少鬼い場
合は観光バスで

バスを使用しま

︒
す

人 神泉 （かみいずみ）

みかん山でみかん狩り
今回もマイクロバスで行くので︑
定員は二十名位を予定しています︒

用一人

先時

費
︵宴会食事代︑
バス代︑高
速代︑保険
料
他
︶

◎

◎詳
◎費

バス代︑昼食代︑一人五キロの
お土産付です︒

◎区民ふれあいフェスタ展
十二月六日︵日︶
毎年恒例の区民フェスタが︑区民ホールで開
かれます︒書道︑俳句︑その他︑一年間の行
事の写真等が展示されます︒
今年は新しく始まった︑絵手紙教室の作品も展
示されます︒また当会ではバザーもやっています︒
皆さんお誘い
合せの上︑ぜひ
来て下さい︒

私は朝から
場内をかけめ
ぐっています︒

貫

A

編集後塾

常日頃から︑年をとったら絶対に転ばない
様に⁝と周囲の人に注意をして︑自分もいつ
も心がけていたのに⁝︒十月上旬に︑外出先

で︑コンビニの店先にある車止めに足を取ら
れて横に転倒して左半身を強打しました︒

なり︑歩行も普通に出来る様になりました︒

すぐに近くの救急病院でレントゲン検査を
した結果︑骨折はなく︑全治二週間位と云わ
れて帰宅︑普段から血液サラサラの薬を飲ん
でいるので︑左半身が皮下出血してアザだら
けの状態でした︒
痛み止めの薬はアルコール駄目とかで︑痛
み止めを飲まず︑アルコールで我慢の日々？
一週間位から︑歩行困難位の痛みで︑足を
引きずりながら店番︒毎晩︑毎朝湿布を張替
えて二週間を過ぎたあたりから痛みも少なく

2015年日月10日発行
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滴

特定非営利活動法人
ヒューマンハーバー世田谷

隅

S記

それにしても骨折して︑寝たきりにならな
いで良かった⁝と今更実感しています︒
十月末に︑めでたく？傘寿を迎えることが出
来︑大事に使えば︑あと五年︑十年は持つ？

を信じて︑これからも︑気をつけて
頑張りマース！
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