
 

 

 

12 月 14 日の卓話  12 月 4 日の出席率  12 月 25 日の卓話  

 会員在籍者数 35 名 

 会員出席者数 28 名 

 会員欠席者数 7 名 

 本日の出席率 80.00％ 

  

「半期の振り返りそして下期へ」 

会長 飯塚憲貴様 

 

「年次総会」 

「夜間例会」 

 

アトラクション 

「レビューショー」 

2020 年 12 月 14 日［第 48 回］ 

≪2020-2021 年度例会 第 47 回例会報≫ 

2020 年 12 月 4 日（金）12：30～13：45 東武ホテルレバント東京「錦の間」 

司会：継岩ＳＡＡ委員長 

 

■点鐘： 

東京臨海西ＲＣ 飯塚 憲貴会長(第 47 回) 

東京臨海ＲＣ  佐久間裕章会長(第 1191 回) 

東京臨海東ＲＣ 石井 敏子会長(第 1122 回) 

 

 

 

 

 

 

 
(飯塚憲貴会長) 

 

「国歌」「ロータリーソング」

斉唱、ソングリーダー：本日は

新型コロナウィルス感染予防の

ため、歌わずお聞きください 

 
(二瓶恵一ソングリーダー) 

 

「四つのテスト」「ロータリーの目的」東京臨海西

RC バージョン唱和：こちらも新型コロナウィルス

感染予防のため割愛させていただきます 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

東京臨海ロータリークラブ   

会長  佐久間裕章様 

             副会長 佐藤 大輔様 

             幹事  坂本 康朋様 

 

東京臨海東ロータリークラブ 

             会長  石井 敏子様 

             副会長 今西  勇様 

             幹事  長島 和子様 

 

東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

東京臨海西ロータリークラブ 米山奨学生 

ヴ ティ ミンさん 

 

江戸川さんしょうがいフォーラム 事務局長 

一般社団法人パラボールリーグ協会 副理事長 

江東園ケアセンターつばき センター長  

杉啓以子様 

ＮＰＯ法人らいおんはーと 理事長 及川信之様 

ＮＰＯ法人チャイボラ 代表理事  大山 遥様 



 
 

 

■ビジター紹介：飯塚正裕会員 

 ●岩本好史様（飯塚憲貴会長ゲスト） 

 

 

 

 

 
 

 

 

(飯塚正裕会員) 

 

■東京臨海西ＲＣ会長挨拶：飯塚憲貴会長 

「まずは親クラブであります佐久間会長率いる、そして常

日頃お世話になっております当クラブの特別代表でありま

す斉藤実様、そして発起人代表であります鈴木孝行様はじめ

とする東京臨海ロータリークラブの皆様、誠にありがとうご

ざいます。そして石井会長率いる、本当にお世話になってお

ります東京臨海東ロータリークラブの皆様、この師走のお忙

しい中、東京臨海西ロータリークラブの創立記念例会であり

ます、本日の3クラブ合同の記念例会にご協力いただきまし

て、誠にありがとうございます。そして、常日頃世の中の為

に事業をやられておられる、NPO法人らいおんはーとの及川

理事長、一般社団法人パラボールリーグ協会副理事長の杉様、

NPO法人チャイボラ大山代表理事、お忙しい中お越しいただ

き、誠にありがとうございます。 

2018年11月22日に当クラブは創立しました。無事3周年を迎

えられたのも、この場にいる皆様の日頃のご支援・ご理解の

賜物だと思っております。当クラブ会員を代表いたしまして、

皆様に御礼申し上げたいと思います。いつもありがとうござ

います。 

そして、このコロナ禍の中で国際ロータリー全体では会員

減が大変危惧されています。ただその中でも親クラブの東京

臨海さんは、目標であった人数を大幅に上回る56名に達し、

今月には衛星クラブも立ち上がることになっております。本

当にこのような素晴らしい先輩が身近にいるというのは、普

通ではありえないことだと思います。こういった幸せを当た

り前にせず感謝を持って、そして私達も日々切磋琢磨して早

く追いつけるように頑張っていくのが義務だと思っており

ますので、引き続きご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。 

そして、私達東京臨海西ロータリークラブも本日5名の入会

式をさせていただきます。目標は40名なのですが、それは見

えてきております。 

そして東京臨海東ロータリークラブさんにも、本当に私の

中でも信頼できる経営者の方が沢山いらっしゃいますので、

紹介して臨海グループ全体で150名を目指せるのも見えてき

ておりますので、是非それを目指していければと思っており

ます。 

今年度のターゲット、奉仕の機会の扉を開くこと、これは

良い経営者と言われている人でも、ロータリークラブにいな

いとなかなか気付かいない事かなと思っております。石は石

で磨かれます、鉄は鉄で磨かれる、人は人で磨かれると思い

ます。なので、本当に素晴らしい経営者に磨かれて素晴らし

い経営者になれると思っておりますので、増強拡大を目指し

て日々、引き続きお願いしたいと思っております。」 

 

 

■来賓祝辞 

●東京臨海ＲＣ会長  佐久間裕章様 

「本日は、記念例会、

3 周年おめでとうご

ざいます。心よりお

祝い申し上げます。

本日、先程飯塚会長

の方から、5 名の入

会式があると言うこ

とで、前回東京臨海ロータリークラブでは 7名の入会式を

させていただいたのですが、逆に今日はマウンティングを

取られるという事で、凄く私共も刺激を受けている筈でご

ざいます。我々東京臨海ロータリークラブは 41 名から始

まり、今月の末には 56名と 15 名の増強ができました。何

が変わったかと言いますと、クラブが凄く元気になった、

これは皆さん肌で感じているのかなと思っております。ま

た、ロータリークラブに入る事によって、経営者としての

自己研鑽や色々と覚える事が沢山あると思います。ですの

で、増強というのはただ人を増やすのでは無く、皆様個人

の意識が変わるきっかけになるのではないかなという風

に私は思います。良くクラブ増強をする時、会員増強する

時、質より量だよねとか言われる事もありますが、皆さん

会社をやられていると思いますが、最初は皆さん青二才の

経営者だったと思います。私も未だにそうです。ですが、

皆で磨きあう事によって凄く個人の成長と、そしてそれが

最終的にはクラブの成長に繋がるのではないかという風

に思っております。当クラブは 56 名体制になって東分区

第 2 番目の大きさのクラブになる所でございます。そし

て、衛星クラブが立ち上がれば、東分区最大のマンモスク

ラブになる事が、皆様のご協力のもと実現することができ

ました。そして、東京臨海西ロータリークラブの皆様も増

強を核としてメインとして挙げています。これは相互の成

長に絶対繋がる事だと思いますので、是非今日おいでの皆

様のお友達がいれば、東京臨海ロータリークラブか、東京

臨海西ロータリークラブか、東京臨海東ロータリークラブ

か、どこかのクラブに必ず入れていただけるようご協力賜

りますようよろしくお願いいたします。結びになりますが、

本日皆様の会社の発展と、そしてご家族のご健康を心より

祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。」 

  

●東京臨海東ＲＣ会長 石井敏子様 

「臨海西ロータリー

クラブの３周年記念

例会、心よりお慶び申

し上げます。 

このクラブが創立し

た節には、臨海の斉藤

実様はじめ、鈴木様、クラブ全体でご尽力なさったと思

いますけども、こうして3年経ちまして、大変良いクラブ

に成長したなと思います。そして、これからも良いクラ

ブになってくれると私は確信しております。臨海3クラブ

はやはり、これから一つになって親睦始め、そして奉仕、

色んな関係でゴルフもそうですが、関係を保っていきた

いと思っております。これからも益々のご発展を祈念い

たしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日

はおめでとうございます。」 



 
 

 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

  東京臨海ロータリークラブ  斉藤実様 

「東京臨海西ロータ

リークラブ3周年、本

当におめでとうござ

います。思い起こせば、

一昨年11月22日良い

夫婦の日に創立をし

ました。昨年の5月11

日まさにこの場所で、

国際ロータリー加盟認証状伝達式、所謂チャーターナイト

を盛大に挙行しました。会員紹介の時に一歩前に出て手を

あげて手を振って挨拶をした光景は今でも記憶に残って

います。感動でした。その初心を忘れずに挟持を持ってこ

れからも歩んでいって欲しいなと思っております。今日は

臨海3クラブの合同例会となっております。これからも仲

良く協力しあって頑張っていって欲しいと思います。そん

な中で、臨海グループの中で東京臨海西ロータリークラブ

が中核をなすようなクラブに成長して欲しいと願ってい

ます。最後になりますが、東京臨海西ロータリークラブの

益々の発展と、今日ここにご臨席の皆様方のご健勝を心か

ら祈念いたしまして、簡単ですが挨拶に変えさせていただ

きます。本日はおめでとうございました。」 

 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表  

東京臨海ロータリークラブ  鈴木孝行様 

「東京臨海西ロータリ

ークラブ 3 周年おめで

とうございます。無事 2

年 1 カ月迎えたんです

ね。2年半前に私と斉藤

実さんで「すーさん、た

まには銀座で飲もうよ、

そうだね斉藤さん」と

言って料理屋で飯を食べていました。そこで斉藤さんが、

「すーさん、そろそろ臨海西考えない？」「いいよ」とな

ったんですね。6時から始まって 7 時半、よし銀座で飲む

のを止めようと、可哀想に栗山さん、そして東京臨海 RC

の重鎮達 10人、私から一斉にメールで「8時 30分集合 錦

糸町」となったんですね。みんな集まりまったそこで「東

京臨海西ロータリークラブ作るよ」「えー」「誰会長やる？」

「えー」、栗山さんが「僕がやります」ここからこのクラ

ブがスタートしたんです。何が申し上げたいと申しますと、

まず一人先に立ちまして腹を括る、そして１つのクラブを

始める為に半年間物凄い活動、行動しました。普通半年間

でなかなかできません。でも良く栗山初代会長がこのクラ

ブを作り上げました。そして今 2 年 1 カ月迎え 3 年目に

入りましたが、飯塚さんが 2代目の会長を務める。本当に

素晴らしい事です。この江戸川の地域には 6つのロータリ

ークラブがあり RC6 などと言いますが、今私達は 3R 軍団

と呼んでいます。東京臨海ロータリークラブ、東京臨海東

ロータリークラブ、東京臨海西ロータリークラブ、そして

今度そこに北斗ロータリーが加わります。そしてこの 3R

軍団の益々増強拡大ができる事を祈念しております。本日

はおめでとうございました。」 

 

 

 

■乾杯： 

東京臨海西ロータリークラブ 栗山義広直前会長 

「皆さんのおかげで

三年目を迎える事が

できました。本当に

皆様、沢山お集まり

いただき、ご指導ご

鞭撻いただきまして、

三年目を迎えて感無

量です。」 

 

■出席状況報告：髙橋健会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX 報告：石田清貴会員 

(ご意向)本日はよろしくお願い致します： 

須藤宗之助様（東京臨海 RC） 

(ご意向)創立 3周年記念合同例会おめでとうござ

います。これからも 3クラブ益々発展す

る事を願っています：斉藤実様(東京臨海

RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)3 周年おめでとう御座います： 

羽鳥貞夫様(東京臨海東 RC) 

(ご意向)創立 3周年おめでとうございます： 

石井敏子様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)本日はよろしくお願い致します： 

長島和子様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)東京臨海西 RC の皆様 3 周年記念例会おめ

でとうございます： 

中川剛様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)東京臨海 RC の皆様・東京臨海東 RC の皆

様・及川様・杉様、大山様本日はありが

とうございます。よろしくお願い致しま

す：飯塚憲貴会長 

(ご意向)昨日はありがとうございました： 

佐々木会員 

(ご意向)大星幹事お仕事ご紹介ありがとうござい

ました：武井会員 

(ご意向)合同例会よろしくお願い致します： 

間野会員 

 

栗山会員、西野副会長、大星幹事、伊藤会員 

飯塚正裕会員、平井会員、島崎会員 

岡田会員、髙橋会員、大西会員、岸会員 

継岩会員、二瓶会員、田名網会員、岩崎会員 

北林会員、雪丸会員、石田会員、佐藤会員 

坂東会員、三橋会員 

 

＊東京臨海 RC 様・東京臨海東 RC 様よりお祝金を

頂戴いたしました。 

 

【31件 128,000 円  累計 1，328,110 円】 

 
 



 
 

 

(髙橋健会員)          （石田清貴会員） 

 

■記念品贈呈：飯塚憲貴会長 

 ●一般社団法人パラボールリーグ協会  

理事長 栗山義広様 

「皆様、日頃からパラ

ボールリーグにご理解、

ご協力、ご支援いただ

きまして、誠にありが

とうございます。本日

はパラボールリーグが

開催されなかった代わ

りと言っては何ですが、

江戸川さんしょうがいフォーラムの施設の皆様が作った

物販がございます。来年はパラボールリーグを是非、開催

したいと思っています。引き続きご指導、ご支援よろしく

お願いいたします。本日はありがとうございました。」 

  

●ＮＰＯ法人らいおんはーと 

理事長 及川信之様  

「子ども食堂をはじめ

た頃に、皆様から沢山の

ご寄付をいただきまし

た。その中にレトルトの

ご飯がありまして、それ

を見た子どもが、「これ

美味しいよ、いつも食べ

てるやつだ」そう言いま

した。実際、家でご飯をきちんと炊いているお母さん、そ

うじゃない家庭も実はあるんですね。日本人の主食はやっ

ぱりお米なんです。そのお米の美味しさをわかって欲しい、

本当に基本中の基本ですが、まずは美味しいご飯を食べさ

せて、温かいご飯を皆で食べようというのが、子ども食堂

でございます。今日は、ご無理を言って、こんな高級な炊

飯器をいただきました。これで、今日の夕ご飯から子ども

達に食べさせて、その時の感想を飯塚会長にお伝えしたい

と思っております。改めまして、3 周年おめでとうござい

ます。そして、ありがとうございました。」 

 

 ●ＮＰＯ法人チャイボラ 代表理事 大山遥様  

「この度は、東京臨海西

ロータリークラブ創立 3

周年おめでとうござい

ます。このような貴重な

機会に呼んでいただき

ありがとうございます。

私は児童養護施設で働

きながら、この NPO の運営をしております。メインとして

いるのは職員の確保と定着という所で、私の働いている施

設も日中は 2歳から 18歳の子どもを 1 人で 8 人、夜間帯

は 16 人を 1 人で見ています。職員が全く足りていなくて

離職率も高く、なかなか良い環境が作れていません。この

コロナの期間で私の施設は 6 名休職、2 名退職してしまい

ました。そんな時に栗山さんから、困っている事はないか

と連絡をいただいて、そして東京臨海西 RC の皆さんから

本当に大きな額のご寄付をいただいて、そちらに先程流さ

せていただいたのですが、施設の職員を確保する為の動画

を作らせていただいて、今ユーチューブに UP しておりま

す。一部宣伝させていただいてヤフーのトップにも掲載さ

せていただいておりまして、本当に皆様のお陰で色んな活

動が広がりました。本当にありがとうございました。また

今年も頑張っていきたいと思いますので、今後も引き続き

よろしくお願いいたします。」 

 

 一般財団法人比国育英会バギオ基金  

総務担当副会長 斉藤実様 

「このバギオ基金はフ

ィリピンの青少年の為

に、育英資金を提供し生

活を支援し、また留学を

支援して、日比両国の親

善友好に寄与する事を

目的とします。これから

も少しずつ頑張ってい

きますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。」 

  

■入会式：飯塚憲貴会長 

(新入会員、前列左 2 番目から、 

小林良会員、本島厚会員、那須勇元会員、金森俊成会員、 

雪丸隆史会員) 

 

●金森俊成会員 

スポンサー：飯塚憲貴会長・石田清貴会員 

カウンセラー：岡田竜司会員 

「まだ勝手がわかりませんが、入ったからには覚悟を決めて

やっていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。」 

 

 

 

 



 
 

 

●小林良会員 

スポンサー：飯塚憲貴会長・北林貴臣会員 

カウンセラー：石田清貴会員 

「私は 20 年くらい建築設計事務所を経営しておりますが一

級建築事務所で設計できない物はありません。ですが、私が

こだわって設計しているのは小さい木造の建物です。何故か

というとその建物の質を追求出来るからです。当社は質しか

求めておりません。社会貢献、奉仕、その気持ちは僭越なが

ら、私の仕事も大いに出せるかなと思い参加させていただき

ました。まだ未熟でありますが、皆さんどうぞよろしくお願

いします。」 

 

●雪丸隆史会員 

スポンサー：栗山義広会員・継岩憲二会員 

カウンセラー：飯塚憲貴会長 

「江戸川区の大杉で牛乳屋をやっております。家庭宅配や大

江戸温泉さんなど、そういった所に納品させていただいてお

ります。経営者は人間性を問われる場が多いと感じておりま

す。この世の中、なかなか悪い事とか嘘とか通じない世の中

になっていると思います。飯塚会長、栗山直前会長、会員の

皆様から人間性、倫理観を学ばせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。」 

 

●那須勇元会員 

スポンサー：栗山義広会員 

鈴木孝行発起人代表 

カウンセラー：田名網会員 

「10年程、サラリーマンをした後に、自身でアウトソーシン

グ会社を立ち上げて現在に至っております。ここ 5年位は中

学硬式野球団体の方に身を置かせていただいております。こ

れから皆様から多くのことを学ばせていただきたいなと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。」 

 

●本島厚会員 

スポンサー：三橋晶会員・飯塚憲貴会長 

カウンセラー：西野充英会員 

「このような素晴らしい会でご挨拶させていただき、大変嬉

しく思います。ありがとうございます。素晴らしい先輩が多

く、少しでも皆様に追いつけるよう、数年後には私の様にな

りたいと言って貰えるように自分を精進させて、そして社会

に対しては周りが引くくらいの奉仕をしていければなと思

っております。よろしくお願いします。」 

 

 

■卓話者ご紹介：栗山義広直前会長 

「杉さまのご紹介をさせていただきます。テーブルの上に経

歴書が置いてあるかと思いますが、主な活動として、1987年

より社会福祉法人江東園内において、保育園児と老人福祉の

高齢者との世代間交流を推進し、さまざまな交流の方法を構

築するとともに効果の実証を行っていたというのが、やっぱ

り江東園さんの目立った事業ではないかなと思っておりま

す。ぜひ、その辺を詳しくというか、いろいろなお話を聞か

せていただいたらいいかと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。」 

 

 

■本日の卓話 

「障がい者が輝く共生社会を求めて」 

～江戸川さんしょうがいフォーラムの取り組から 

江戸川さんしょうがいフォーラム   事務局長 

一般社団法人パラボールリーグ協会 副理事長 

江東園ケアセンターつばき    センター長 

杉 啓以子様 

 

「ただ今、ご紹介してい

ただきました江戸川さん

しょうがいフォーラム事

務局長、杉啓以子と申し

ます。私の35年前から関

わっている法人が、社会

福祉法人江東園と申しま

す。江東園の成り立ち

等々につきまして、さら

っと話をさせていただきながら、江戸川さんしょうがいフォ

ーラムの成り立ちと歩みについてお話をさせていただきま

す。 

 本日は東京臨海西ロータリークラブ3周年ということで、

こんなすてきな会に、そしてこのような大勢の皆さまに私の

お話を聞いていただくのに心がバクバクしておりますが、何

しろ誠におめでとうございます。何にしても設立から何年と

いうのは、とても大変な時期でございます。で、3年が過ぎ、

5年が過ぎ、そして10年を迎え、そして50年、100年と続くそ

んな中で、私たち江戸川さんしょうがいフォーラムは来年10

周年を迎えることになりました。それでは、江東園の成り立

ちと歩みにつきましては、さらっとお話をさせていただきな

がらと思っております。よろしくお聞きのほど、お願い申し

上げます。 

 

●江東園の沿革 

「障害者が輝く共生社会を求めて、江戸川さんしょうがいフ

ォーラムの取り組みから」でございます。はじめに、今日お

話しさせていただく流れはこのようになりますが、江東園と

言うようになるところは、なるべく早く進めたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

江東園はご存じの方もいらっしゃると思いますが、昭和37年

に養老院から始まりました。そして、昭和51年に江戸川保育

園を認可され、昭和62年、特別養護老人ホームが江戸川区2

カ所目で設置されました。そのときに養護老人ホーム、江戸

川保育園も含めて、在宅高齢者サービスセンターも含めて4

施設合築の施設となりました。そこから江東園は、お年寄り

と子どもたちの関わりを模索し、そして実践し35年間進んで

まいりました。 

その後、平成18年に江東園ケアセンターつばきを開設いたし

まして、知的障害者の通所更生施設、そして高齢者通所介護

事業、障害児者の高齢者の訪問介護事業、こんなことを合築

の複合施設として、つばき内に設置、運営をすることになり

ました。 

そして平成29年、その施設の中に事業所内保育所つばき保育

園を開設いたしました。これは、職員たちが生み育てながら

子どもたちを育てよう。そして働き続けてもらう保育園をつ

くりたいということで、事業所内保育所19名を立ち上げまし

た。これはなぜ立ち上げたか。介護職員や保育職員が不足し

ておりまして。何しろ産んでもらわなきゃ困るんですね。産



 
 

 

んでも、そして働き続けてもらわなければいけない。そんな

思いで、本当に利益の出ない保育園でございますが、ここに

立ち上げさせていただきました。 

そして江東園ケアセンターつばきは、もう一つ、令和元年に

知的障害者の就労継続支援 B 型を開設いたしまして、ここ

で障害者、高齢者、そして子どもたちという複合施設がまた

完成いたしました。 

 

●江東園について 

それでは「江東園の理念と方針」でございます。理念と基本

方針。私たちの理念として、法人職員は高齢者と幼児、そし

て障害者の幸せ追求者として個別性を重視したケアと保育

とを提供していきます。基本方針の3つ目でございます。施

設と在宅、健常者と障害者、幼児と老人、そして人種の枠も

超えた真の福祉社会の創造を目指します。これは昭和62年に

私と理事長とで考えた理念と基本方針でございます。 

「江東園が目指すもの」このロゴマークは、創立50周年のと

きに職員が4つのパターンの中から推薦していただいて、多

くを勝ち取ったマークでございます。お年寄りと子どもと障

害者の施設、お年寄り、子ども、ハンディキャップのある方々、

そして職員が寄り添って暮らす1本の木。地域に根を張った

その木には、幸せの青い鳥がとまります。この言葉も、職員

たちが考えてくださいました。 

「江東園の目指す共生社会の取り組み」江東園が目指す共生

社会は、高齢者施設、児童福祉施設そして障害者福祉施設。

そして地域支援事業にも今、力を注いでございます。地域包

括ケアの中の江戸川みまもり隊は、自主的に、区からお願い

されてやったボランティアではなく、自分たちが自主的にボ

ランティアをやりたいという高齢者たちが集まって、今地域

の単身世帯や老老世帯、認知症世帯を見守ってくださってお

ります。 

そしてもう一つ、大きく江戸川さんしょうがいフォーラムが

地域の中に根付いてまいりました。そしてこれらを結びつけ

ているのが、共生社会。そして、今言われている SDGs とい

う形の政府的取り組みを江東園はやらせていただいており

ます。 

 

●江戸川さんしょうがいフォーラムについて 

それでは、江戸川さんしょうがいフォーラムの設立の趣旨で

ございます。江戸川区内の知的障害者、精神障害者、身体障

害者の当事者と家族、支援者と有志たちが集まり、それぞれ

の障害の垣根を越えてつながり、障害児者と家族が住み慣れ

た地域で認められ、安心して生き生きと人生を送ることがで

きるようにしたいとの思いから、江東園ケアセンターつばき

の内に事務局を置き、平成23年11月2日に設立いたしました。

いい夫婦の日じゃなくていい2でございますね。 

それでは、江戸川さんしょうがいフォーラム の取り組みで

ございます。江戸川さんしょうがいフォーラムの取り組み。

平成23年11月2日に設立いたしました。明くる年からでござ

いますが、講演会テーマは「被害者意識から当事者意識へ」。

障害者は不思議なことに、自分の障害だけが障害だと思って

いるんですね。そして、被害者であるという意識が非常に高

いんです。 

私は高齢者と保育園から成り立っておりますので、逆に障害

をやったときに、違和感を感じました。なぜでしょう。被害

者なんですか。そうじゃないですよね。社会から見ると、社

会はもしかしたら、本人たちにとって被害者っていう気持ち

にならざるを得ないような行動が取られるんでしょうが、被

害者ではありません。当事者なんです。それを意識していた

だいて、障害者同士が手を取り合って進んでいけるような社

会こそが本当の社会ではないかということで、講演会を実施

させていただきました。 

平成25年に講演会およびシンポジウムを行いました。今年度

も行いましたが、発達障害児者を支える地域ってどういう地

域でしょうか。発達障害児が非常に今増えている昨今でござ

いますが、発達障害支援センターなども江戸川区が力を入れ

てつくってございますが、本当に増えています。支える地域

っていうのは、やはり差別なく皆さんが分かり合える、困っ

た子だねじゃなくて、困っている子だっていう意識を持って

るような地域が本当に望まれる地域、理想の地域といえると

思っています。 

平成26年にはシンポジウム、この年に日本は遅れまして、障

害者権利条約にようやく批准をしたんですね。日本って本当

に取り組むのが遅いんですね。国連でこういうふうにやろう

よ、ああいうふうにやろうよって決めたことがなかなか実現

できないのが、今のいう縦割りなのか、何割りなのか分かり

ませんけれども、とても遅かったですね。そして、このイン

クルーシブ社会、みんながそれぞれ認め合う社会っていうの

は、どういうふうに作ったらいいんだろうかということで、

先駆けてこのテーマでシンポジウムを行いました。 

そのあと、平成27年に江戸川区のご援助を得まして、江戸川

区内の障害者たち、知的障害者たちの、施設だとか事業所の

ガイドブックが全くないんですね。で、初刊は東京都でござ

いますので、江戸川区はそういうものは必要ないんじゃない

ですかっていう話、東京都に聞けばよろしいんじゃないです

かっていう、ここも縦割りなんですかね、横割りなんですか

ね、縦割りなんですね。 

なので、ではどういうふうに選んだらよろしいんでしょうか。

障害を持つ方々がどこにどういって聞いたら分かるんだろ

うか、知るんだろうか、どんな事業者がどこにあるんだろう

か。そんなことも分からずに皆さん役所に問い合わせるだけ

な方法論でございましたが、江戸川区のご援助を得て第1版

が作成されました。これによって皆さんが自分たちで、自分

たちの子どもたちによりよい場所を選ぶことができたとい

うことで大きな反響を得ました。 

そして、平成29年度、えどがわフェス2017を開催いたしまし

た。えどさんフェスでございました。この名前も、さんしょ

うがいフォーラムの定例会の中でどんなネーミングがいい

かとみんなで考えまして、えどさんフェスにしようというこ

とで、第1回の文化祭を開催いたしました。 

これは、障害の精神、知的、身体それぞれが自分の持つ力を

発揮し、そして演歌を歌う知的障害者が舞台を披露すると。

会場に大きな声で演歌を歌ったっていうのは、本当に感動で

ございました。障害者がカラオケに行っちゃいけないってい

う時代でございますので、逆にいえば、演歌歌って何で悪い

っていう。私はいつも反骨精神があるんですかね。そこがす

ごくすてきで、現区長でいらっしゃる斉藤区長もその当時、

福祉部長でいらっしゃいましたが、駆けつけてくださいまし

た。そして舞台に引っ張り出して、ごあいさつをいただいた

というのが今でも記憶に残ってございます。 

そして、令和元年度、第1回パラボールフェスティバルに参

加いたしました。こちらにおいでの鈴木代表、栗山理事長、

そして那須さん、本当に皆さまのおかげ、そしてロータリー

クラブの皆さんのご協力で障害者が本当の球場で野球がで



 
 

 

きたんですよ。こんなことってなかったですね。素晴らしい

ことを本当に仕掛けていただいて、そして参加させていただ

いたのが本当に目に焼き付いております。今後とも本当にご

助力をいただければと思っています。 

第2回は残念ながらコロナで中止になりましたけれども、第

3回、第4回そして100回ぐらいまで続くといいなと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

そして令和2年、江戸川区の事業所ガイドブック第2版が、こ

のときも本当に江戸川区はもうネットの時代でしょうって

おっしゃいますが、障害者の親御さん今何歳だと思いますか。

50代、60代のお子さんも抱えてらっしゃると80代後半なんで

すよね。もちろん若い、例えば知的障害者の子どもさんを抱

えている人は30代から始まって、今の親御さんは80代後半も

いらっしゃいます。その方のためにも、やはり紙で残したい

なという思いを江戸川区がくみ取っていただきまして、そし

て出させていただきました。 

それでは江戸川さんしょうがいの未来とは何でしょうか。

「Unknown is Unloved」。これはオランダのことわざなんで

すね。知られていないことっていうのは、愛されていないこ

とと同じであるという言葉なんです。皆さんのお知り合いは

何人いらっしゃいますか。鈴木代表の名前を知らない人って

いますか、ここに。はい、いますね、1人だけ。知られている

ことっていうのが幸せなんです。 

障害者の皆さんは名前すら知られていないんです。あそこに

障害者歩いてる。ここにいる。うるさいねって言われて。名

前すら覚えてくださらないんですね。で、ここはSDGsにあり

ます、もう一つの言葉。「Leave No One Behind」。この言

葉は、誰一人取り残さない社会を目指しましょうっていう

SDGsの中の一つなんですね。これが目指していることは、よ

うやく2016年から始まったんです。そして2030年までにこれ

を達成しましょうということで、国も電気自動車の話が急に

出たんですけれども、環境に優しくという話でございましょ

うか。 

ただ何しろ障害者は知られていないことが、とても悲しいこ

とですね。で、高齢者もそうなんです。十把一絡げのおじい

ちゃん、おばあちゃん。おばあちゃんたちではなくて、ちゃ

んとフルネームがあるんですね。江東園では高齢者のお名前

も誰の誰子さんと、子どもたちに呼んでもらうようにしてい

ます。その人固有の言葉なんです。 

おじいちゃんっていうグループ、おばあちゃんっていうグル

ープではなく、障害者というグループではなく、どうかお名

前を覚えてあげてください。そしてどんどん知ってください。

そして、知られないことは愛されてないことと同じであるの

で、どうか障害者の方々にこれからもお力添えをいただけれ

ばと思います。 

 

●杉さんからのメッセージ 

そして、これです。ごちゃまぜなんです。高齢者と子どもと

障害者と、ここにごちゃごちゃ全部いるんですが、つばきに

は。このごちゃまぜが共生社会じゃないでしょうか。共生社

会というのは、誰々のグループ、子どものグループ、老人の

グループじゃないですね。 

この間、春江小学校が見学、研修に来ました。そのときに私

は最後にこう言いました。地域の中にはどんな人がいる？ 

おじいちゃんおばあちゃんもいるし、子どももいるし障害を

持った人もいるね。車椅子乗った人もいるね。そういう方々

が一緒にいるのが地域なのよ。そして共生社会、その方々を

思う気持ちをもし持つならば、どうかしっかり勉強してねと

言って春江小学校の子どもたちの6年生を帰すのが私の仕事

でございます。っていうのは、これからの教育がどう子ども

たちを育て、そして共生社会を作るのか。という担い手にな

ってくれるからだと思って信じております。 

それでは、最後でございます。皆さまも一緒に共生社会を作

っていただければと思っております。ご清聴ありがとうござ

いました。」 

(左から、栗山義広直前会長、杉啓以子様、 

当クラブ発起人代表 鈴木孝行様、飯塚憲貴会長) 

 

■点鐘： 

東京臨海東ＲＣ 石井 敏子会長（第 1122 回） 

東京臨海ＲＣ  佐久間裕章会長（第 1191 回） 

東京臨海西ＲＣ 飯塚 憲貴会長（第 47 回） 
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■追記 

NPO 法人らいおんはーとさんへ炊飯器寄贈の様子 

 

 

 


