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「3歩進んで 2歩下がりつつ」でも 1歩ずつの 20年間を想う  東京都 大泉 えり 

  
夏休みの終わりに名古屋に住む娘の親友に会いに行くと決めたら、たまたま「家族の会」の名古屋ワークショッ

プが同日に近くで開催と知って、これは好機と駆け付けることにしました。 

一年前、会う約束をして果たせなかった大阪の枚方市在住のくぼりえさんにも会えるかもしれないと思って。 

くぼりえさんは、家族の会の皆さまのご協力のおかげで昨年完成した私どもの研究レポート『超重症児のおふろ事

例集』の表紙を手掛けてくださったイラストレーターさんです。SMAⅡ型を患いながらも、わずかに動く手からとて

も素敵な世界を生み出されています。 

我が家が参加したのは午後からのワークショップ B「事例報告」。4 名の方の事例報告はいずれも、コミュニケー

ションと ICT支援機器に関連したお話で、10歳以上の SMA当事者についての報告です。 

娘も 9歳になりましたので、振り返れば実感として、世の中の 20年間の ICTや IoTの情報通信技術の目覚ましい

発展と共に、この 10年間の SMA児のコミュニケーション支援関連は進み、とても豊かになったと思っています。 

各々のご報告の中では、どのように ICT機器を学校生活や人生に取り入れて

いらっしゃるか、またその経過や歴史も詳しくご紹介くださいました。3歩進

んで 2歩下がりつつも 1歩ずつ、諦めずに、楽しみながら歩かれて来た、ご本

人とご家族の毎日の積み重ねがありました。 

合わせて、全国を東奔西走、私たちに伴走して

くださる家族の会のアドバイザーの先生方や支援

者の方々のこれまでのお力添えの賜物だなぁと心

動きました。私にとっては改めて、家族の会のも

うすぐ 20年となる歩み、先輩方、関わる方々に

感謝の気持ちを感じる時間となりました。  

念願かなって初めてお会いしたくぼりえさ

んには、娘に iPadで絵を描くアドバイスをいた

だき感激でした。くぼさんは今、ワンスイッチで

iPadやパソコンを使ったイラストに精力的に取り

組まれていて、Adobe Photoshop sketchの使い

方を教わりました。娘は、りえお姉さんの話を真剣に聞いて操作を真似ておりました。 

「自分で絵を描く」ということがこれまでなかった娘。今はまだ丸と線を描くのが精いっぱい。これから少しず

つ絵を描くことを楽しめるようになれたら、と思っています。 

最新の HALスイッチ体験から楽しく工夫された工作、おもちゃ遊びブース、記念写真撮影まで、全体的にいろん

な企画盛りだくさんの大変充実したワークショップだったと思います。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱い講義を受ける 
直伝中 
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初めてのおもちゃ製作           

                                                            兵庫県 神原 文香 

  
夏休みの終わりに、名古屋で開かれたワークショップに家族で出かけました。その際に、ICT救助隊さんによ

る製作講座に参加しましたのでご報告いたします。 
約 20 名の参加者が前半後半に分かれて、BD アダプター(電池式のおもちゃな

ど、スイッチを使って操作できるようにするためのアダプター)と振動モーターの
製作を行いました。 
参加者の中には、はんだごての経験があまりない方や、きょうだい児のお姉

ちゃんもおられましたが、それぞれのスピードに合わせて丁寧に説明をしながら
教えていただきました。 
固定のための道具の準備など、初心者にも作りやすいように細かい工夫がさ

れており、さすがだなぁと感心しました。 
ぬいぐるみもミニオンをはじめ色々な種類のものが用意されていて、子どもが

握りやすいのはこの形かな？など遊んでいる姿を想像しながら選ぶのも楽し
かったです！ 
完成したぶるぶるユニットは、小学生の娘もぶるぶる楽しく遊んでいます。 
今まで自宅で製作をす
る こ と に は 腰 が 重
かったのですが、今回

このような機会があり勉強になりましたし、意外と簡
単に作れることも分かったので、まずはBDアダプターを
購入せずに、自作するのも(お値段も安くなりますし
♪)いいなと思いました。 
ICT救助隊の皆さん、参加された皆さん、ありがとうご

ざいました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

                              午前の部で講演する佐々木千穂先生（左）と松平千佳先生（右） 

SMA患者のコミュニケーション支援に関するワークショップ 
・日時：2018年8月26日(日)  
・会場：南生協病院（愛知県名古屋市） 
・プログラム【午前の部】 10：00～12：00 講演  

【午後の部】 13：30～16：30 ワークショップ 
●ワークショップＡ 
スイッチによる機器操作（関連グッズ製作・スイッチあそび体験） 

●ワークショップＢ 
学習や学校生活・就労での機器活用（事例紹介） 

製作風景 

振動ユニットを中に入れてぶるぶるミニオンの完成！ 
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わたしたちの SMAサミット                    大阪府 射場 桃子 

 

「SMAは10万人に1人なんて言われてるけど…その情報って本当？もっといるんじゃないの？」 

これは、新たな出会いがいつもある SMAサミットの参加後に、私が毎回思うことです。 

サミットには、毎回 10 人ほどの人が集まってくれます。そうすると、100 万人の中の 10 人なわけで、密かに心の中で

「選ばれし者達だ、すごいわ。」と思っていたりするのです。そして、このような場、ご縁があり集まることができることに

有難さを感じています。 

 サミットでは、これまで 1つのテーマに沿って全員で話していましたが、

今回は新たに、様々なトークテーマを設け自分が気になるものを選択し、

そのことについて情報交換したり、あるある話をしたり、悩みを打ち明けた

りしました。みなさんが自分でテーマを選択する姿に新鮮さを感じました。 

この人はあっち側かな、こっち側かな…と勝手に予想していたのですが、

見ことにその予想は裏切られました。その時、その時で悩みや欲しい情報は

変わっていきます。 

同じ悩みや共有するものもたくさんありますが、十人十色、悩みや解決

策、考え方など違うこともあります。違いがあって当然。でも、その違いを

知ることも楽しく、大きな収穫です。同年代だけに限らず、人生の先輩、様々な年代がいることで、これから直面するで

あろう壁や未来を想像することもできます。 

 私はこのサミットが色々なカタチで、その人それぞれに寄り添ってくれていたらいいな、と思っています。無理をせず、

等身大のありのままで参加をした後に、明日からまた頑張ろうと思ってもらえていると嬉しいです。 

旬な情報、多種多様な意見や思いで溢れ、たくさんの人が集う場所でありたいと思っています。 

仲間が増えることで、1人ではできなかったことも「あら、できちゃった！」なんてこともあるかもしれない。そんな面

白いことが起こるかもしれない。可能性がいっぱい詰まった SMAサミットは、まだまだ進化中です。 

たくましく生きてきた先輩、ユーモアのある仲間に会いに、SMAサミットを少し覗いてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAサミット in Osaka 2018 Autumn 
・日時：2018年9月22日（土）14時00分～ 
・場所：大阪府豊中市 蛍池公民館 
・内容： 
●14:00～17:00 第1部 自己紹介とテーマトーク 
①車椅子で行けるお気に入りスポット/入院生活あるある 
②仕事・お金のこと/SMAというカラダとの付き合い方 
③恋愛のこと/SMAに生まれて良かったことと嫌だったこと 
●17:00～20:00 第2部 打ち上げ 

みんなそろってパシャリ♪ 

YOUもこの輪に加わらないっ？笑 
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『初めての家族会』 千葉県 西 優佳 

家族会の皆様こんにちは！はじめまして。 

千葉県木更津市在住の SMA Ⅰ型の息子（１歳）の母です。 

息子は生後 11ヶ月、去年の 4月にⅠ型と診断を受けました。 

『SMA Ⅰ型かもしれません。』と言われた日からインターネットで病気につ

いて検索する日々でした。 

出身が九州で関東に越して、息子の病気発覚。あまり土地勘もなく、病気も

初めて聞く病名。 

右も左も分からず、すぐこちらの家族会に入会させていただきました。 

同じ病気の子達に会いたい！そのご家族の方々と知り合いたい！ 

そして、家族会があればぜひ参加したいと思っていました。 

すると 10月に SMA評価リハビリ勉強会があると知り、主人と息子の 3人で

参加しました。 

担当 PTの先生も参加して下さいました。 

この病気を知って半年、評価方法の名前を聞くのも初めてでした。話を聞いて病気とリハビリの関わり方、本

人の意欲の引き出しの大切さや、家庭でも評価を数値化することによって効果が見やすくなる。 

家庭内でのリハビリの重要性を再認識しました。 

また、お風呂等家庭でしか確認できない自発行動など、さらに密に PT の先生と情報共有をしていこうと思いま

した。 

そして今回参加して勉強になったことともう１つ嬉しいことがありました。月齢の近い男の子のご家族とお

友達になりました。なかなか近くで同病の子と知り合う機会がなく、心強くなりました。発病の月齢も同じ、症

状もとても似ていて共感出来ることばかりで話が尽きませんでした。 

当日は、とても緊張していましたが役員の方々の温かい雰囲気と笑顔で迎え入れていただき、またいろいろな

ことに目配り、気配りをしていただきました。 

お陰様で、緊張していたことも忘れるくらいとても楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。 

また次回も楽しみにしています。お忙しい中企画・開催していただきありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＭＡ評価リハビリ勉強会(第40回関東定例会) 
 ★日時 ：2018年 10月 8日(月・祝) 
 ★場所 ：バイオジェン・ジャパン会議室  
 ★時間 ：●午前の部（担当：長谷川三希子先生） 
     CHOP INTENDを中心とした評価リハビリ手法の解説、SMA患者のリハビリ事例 
   ●ランチ交流会 
     患者家族、専門職による実践的なリハビリ事例発表、情報交換  
   ●午後の部（担当：鈴木隼人先生） 
    HFMSEを中心とした評価リハビリ手法の解説、SMA患者のリハビリ事例 

隆成くん 
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『ＳＭＡ評価リハビリ勉強会』事前アンケート  

上記開催されたリハビリ勉強会事前アンケートを行い、当日配布した資料が好評でしたので、一部の設問を抜

粋して掲載します。 

 

Q.スピンラザの効果を実感している場合 

『どの部位に、どのような効果』か具体的に教えてください。 

 
・Ⅰ型1歳                          ・Ⅰ型2歳 

○全く何も出来なかった状態から上肢全般に効果が出ている   ○足首を動かせる 

○維持する時間は短いが、肩から腕が上がるようになった    ○膝を立ててあげるとある程度維持できる 

○スプーン、フォークを使って自分で口に運べる、物を掴む   ○寝かせていると、 

○首がある程度前に倒れても自力であげることが出来る      膝の曲げ伸ばしが少し出来る 

完全ではないが、首に力が入るようになった 

○バイバイができる 

○首を振れる 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○手がグーパーできる、支えてあげればひじを曲げる 

○足首は踏み込むように動き、お風呂に入れれば股関節から動く 

○首はほんのわずかですが動く 

○カフ付きのカニューレを使っているのに、声が出るようになった 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

・Ⅰ型 4歳 

○呼吸が良くなり体調を崩しにくくなった 

体調を崩したとしても、今までなら入院が長引いていたが、回復が早くなった 

○手足に力がこもるようになり、抱っこの時にしがみつく 

○体つきががっしりしてきた 

○唾をぺっと吐く 

○指先のコントロールが上手になってきて、軽いものを掴んで投げたりできる 

○足はまだ持ち上げられないが、手で足を持って、前に出したりする 

○体幹がしっかりしてきて、支え無しでのおすわりがたまに成功(毎回ではない) 

○座位保持椅子で体を起こせる時間が長くなった 

○お風呂で後ろから抱きかかえて立位にすると、足を左右交互に出して歩くような仕草ができるようになってきた 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

・Ⅱ型 9歳                         ・Ⅱ型11歳 

○下肢に力が入り、踏ん張ることができる           ○手、力が強くなった(筆圧が強くなった、 

→歩行器歩行で方向転換もスムーズにできる。             iPadなど操作が上手くなった) 

また、椅子座位から腰を浮かせ、立とうとする        ○呼吸、強くなった(声が大きくなった) 

○指先に力が入る→押せなかったボタン(スイッチ)が押せる   ○体幹、体の使い方が上手くなった 

筆圧が強くなる。                      (支えなく座れる時間が長くなった、 

○手足の動きが早くなる                     倒れそうになっても戻せるようになった)                            

 

 

                                          （8ページに続く） 
 



 

 

ＳＭＡ家族の会 会報『ふぁみりー』 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 - 6 - 

Ⅰ型メーリングリスト・スママガに寄せられた投稿より① 

※Ⅰ型メーリングリスト・スママガに寄せられた投稿を、許可を得て編集・掲載しています。 

災害について 

★大阪府在住の会員より 

 

今回地震を経験し、ケアのことや、物品のことなど、気付いたことを共有します。 

地震発生から4日経ち、ようやくガスが復旧。水と電気はそのまま使えたので、家で過ごせました。 

 

① 物品について 

我が家はいざという時のため、全ての物品を約一ヶ月分ストックしていました。 

例えば、シリンジなら一日にご飯と水分で何個いるか、自動注入のボトルなどもだいたい 30セット用意し、加温

加湿器のお水、エネーボ等、アル綿は随分多めにストックしていました。 

水が使えなくなった場合、洗うこともできなくなります。 

今回私がすんでいる市では水が濁るなどはなかったのですが、念のため 1回使い切りで対応しました。 

地震の後は皆がバタバタしており、時間も心にも余裕がなくなっていたので、洗うという手間を省いただけで楽で

した。 

 

② ケアについて 

地震直後、家族の安否確認や各方面からの連絡、兄のお迎えなど色々なことが一気に来ます。 

その中で、いつも通りのケアを心がけましたが、気がついたら、水分の時間から時間がたっていたり、ご飯の時

間がずれ込んだりということが度々ありました。 

また、余震のたびに一旦全てが止まり、落ち着きを取り戻してから、再開…… 

そうなると、やはり水分が少なくなっていたり、二時間おきの体位変換もできず、その結果、やはり痰が粘くなり、

また、便秘になりました。 

今思えば、水分は自動注入にしておけば…(我が家なら１時間に 50の速度)と思いました。(事前にお医者さんに可

能かどうかを確認していました) 

その後、いつもより、水分量を増やしたり、酸化マグネシウムを使用したりして、痰、便秘共に治りましたが、カ

ニューレは1週間おきに交換しました。(いつもは2週間おきです) 

 

今回はガスが止まり、お風呂に入れることができませんでした。 

私達は水シャワーで対応しましたが、さすがに弟君を水風呂に入れるわけにもいかず…… 

カセットコンロでお湯を沸かし、手浴、足浴、清拭で対応しました。 

息子は隣町のデイにも通っています。(隣になるだけで、ライフラインの開通も被害も全く違う） 

地震後 2 日は療育園もデイも全てお休みでしたが、隣町のデイは３日目から再開していましたので、現状を説明

して、お風呂だけの短時間になりますが対応していただけました。 

送迎時間(我が家は片道 30 分以内)も考えて近場で探したりしていま

したが、30分ギリギリの所でも、ひとつはデイなどがあれば何かあった時に

対応できるのだなと思いました。 

後は、ボンベの置き場所や置き方も工夫が必要だと思いました。 

写真のように地震直後、唯一散乱していたのが酸素ボンベでした。 

たまたま廊下で誰もいなかったのですが、人がいたら怪我していたかもし

れません。  

縦揺れの地震でも飛び出さない高さの入れ物にまとめて入れ、なおかつ横

揺れでも動きにくいように考えていかないといけないと思いました。 

 

我が家の弟君の心理面ですが、地震直後は不安が続いているようで、弟君は

余震のたびに目が覚め眠れず、明るめの常夜灯をつけ、手をつなぎ『大丈

夫だよー』とお話をして二時間くらいしたら、ようやく眠れるという状態で

した。お昼間でも誰もいない状態になると、人を呼んだり不安そうな様子で

した。 
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避難入院                      ★北海道在住の会員より 

 

避難入院という言葉が当てはまらないようにも思いますが、去年9月6日北海道胆振東部地震の時の話を報告します。 

私の地震での実害は停電だけでした。 

 

6日朝の 8時半、起床介助にヘルパーが家に来ましたが、電動ベッドが動かず車椅子に移乗できないため食べ物・水・尿

器・携帯を周りに置き、ラジオから「夜までには復旧する」との政府の発表でしたので、何とかなるかと……その時は思って

いました。 

 

お昼前に介護事業所からスタッフが来て、介護ベット・リフトが動かない状態では、ヘルパーを入れて介助が出来ないと

言われました。 

復旧の目処もデマ情報が多く、ガス・水も止まる、自衛隊の知り合いから聞いて確かだとか、1週間は無理だなど、色々

錯綜して当てにはならない。災害のときの情報源はラジオが一番ですね。 

 

困り果てて相談員に連絡したところ「貴方一人を部屋に置いてはおけないでしょ？」と、入院出来るように病院に交渉

してくれました。10 分ぐらいで病院の了解が取れたため 15 時に入院。初日の夕飯は、ご飯と小さなオムレツだけで

した(泣) まあ…無いものは無いですよね。 

 

療養型の病棟でしたので、ほとんどの患者さんは胃瘻か食事・水分制限が厳しく、会話出来る方も少なかったです。その

分スタッフが良くしてくれて。介助方法は介助するたびに 3.4人来てくれて覚えようとしてくれましたし、自分が｢この介

助方法だとスタッフさんの腰を痛めるので」と別の方法を伝えると、すごく感謝されて、退院まで自分のこと以外でも色々

質問攻めの日々でした（笑） 

 

入院して三日後、土曜日には電気の復旧が見込まれたのですが、退院条件として月曜日に相談員が家を確認し、帰宅と

同時にヘルパーが利用できる状態であればＯＫとなり、五日間の入院で終わりました。 

 

全ての災害に対して対策を取るのは難しいですが。食料・水以外に非常用の電源は数時間分でもあると良いです。今回、

太陽光発電システムが停電だと動かない知り合いが多く、蓄電池から電気を取り出すにも電気が必要というお粗末な話が

ありました。「停電対策にもなりますよ」という業者の言葉を信じないほうが良いですね。 

 

今回のようなことに関わらず、障害者が一人暮らしをしていると。施設に入所したほうが良いと勧められますが、入所

させないようなシステムを充実させるためにも、一人暮らしを続けていきたいと思います。 

 

 

 

 

災害はいつ起きるかわかりません。 

緊急時は誰もが不安で、 

助け合いながら困難を乗り切る必要があります。 

そのためにも会員の皆さまの経験は全て財産です。 

ぜひその貴重な体験談を共有ください。 

共有いただける方は SMA家族の会広報 

( kouhou@sma-kazoku.net )まで、是非お願い致します。 
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 （5ページから続く） 

 

Q. どのようなやり方で評価を行っていますか？ 

評価のために行っている検査もあれば教えて下さい。 
 

・Ⅰ型 1歳   評価とまでは言わないが、不定期に腕がどこまで伸びる、足がどれだけ動くか調べている 

好きなおもちゃを見せたら手を上げるのでそれでどれだけあげるか見る 

足は足の裏を刺激すると、くすぐったくて動くので膝がどれだけ伸びるか見ている   

 

・Ⅰ型 4歳   ハマースミス、チョップインテンド、CTで筋量を計測、膝の拘縮の角度を計測 

あと、試験的に、アレルギーのひっかきを計測するリストバンド(名称不明)を、 

大学病院の入院中に付けている                           

 

・Ⅰ型 10歳   CHOPINTEND、レントゲン、CT、末梢神経伝導検査、筋量測定など            

 

・Ⅱ型 11歳   GMFM・PEDI（移動領域のみ） 

HFMSE・6分間歩行 

10M歩行・膝伸展筋力（ハンドヘルドダイナモメーター使用） 

大腿周径（膝蓋骨上 10cm上）                           

 

・Ⅱ型 13歳   毎日マッサージのように体を動かす時に、力の入り具合をみています    

 

Q. スピンラザの効果を出すために行っているリハビリがあれば、教えてください。 

 

・Ⅰ型 1歳   スピンラザの効果を出すためというより、日常のリハビリとして、 

座位保持に座らせたり、関節のマッサージを行っています  

 

・Ⅰ型 2歳   背中にタオルを入れて弓なりになるようにして背骨を伸ばしてます          

 

・Ⅰ型 5歳   レッドコードのスタジオに隔週で通い、自宅でも重力除去の姿勢で腕を動かしたりして遊ぶ                 

 

・Ⅱ型 9歳   スパイダーによる立位、プール、ロボットスーツ HAL                 

 

・Ⅰ型 10歳   電動サイクリングマシンでのエクササイズ（両足・両腕） 

指や顔のマッサージ、首の運動など                         

 

※アンケートの詳細は会 HPの会員専用ページでご覧になれます。 
  → http://www.sma-kazoku.net/private/rehabilitation-questionnaire.xlsx 

 

会員専用ページは SMA家族の会普通会員のみご利用いただけます。 

アクセスするにはユーザー名とパスワードが必要です 

 ユーザー名・パスワードをお忘れの方は､ 

 お住まいの都道府県とお名前を明記（○○県の××です）のうえ 

家族の会事務局（ smajimkyoku@sma-kazoku.net ）に 

お問い合わせください。 

 なお、このアンケートはExcelファイルをダウンロードし、 

保存の上ご覧ください。 
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Ⅰ型メーリングリスト・スママガに寄せられた投稿② 
※Ⅰ型メーリングリスト・スママガに寄せられた投稿を、許可を得て編集・掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※先輩方のご意見は大変参考になります。 

今回は許可を得て一部の公開と致しましたが、わからないことや困りごとも、知恵を合わせて解決に繋がればと思いま

す。sma-maga@sma-kazoku.netは会員交流の場でもあります｡「こんな時、みんなどうしているの？」という素朴な疑問

など、気軽に質問をしてみてください。全国の会員さんが答えをくれるかもしれません。 

「他の人に質問内容を見られるのは……」という方は、個人が特定できない方法での質問も可能ですので、事務局

（ smajimkyoku@sma-kazoku.net ）までご連絡ください。 

 

 

SMA１型の息子がいます。４歳になり、 

移乗時の抱っこに気を遣うようになってきました。 

皆さんは、抱っこの時どんな工夫をされていますか？ 

我が家は20キロ超えたあたりから、 

安全のためと負担軽減のために、 

人手がある時は2人で抱っこしています。 

1人が首と背中を支え、1人が腰と膝下を支

えて、せーの！で持ち上げて移動します。 
 

繊細な体なのでより慎重に 

やらないといけないし、 

息子からしても抱っこされるのは 

親が一番安心なようです。 

抱っこの際は手首にバンド、腰から膝までは

巻きスカートのようなもの(手作り)を装着し、

それで安定します。1人が首と背中を支え、1

人が腰と膝下を支えて、せーの！で持ち上げて

移動します。 
 
スライディングシートは活用していますよ！ 

バスチェアからベッドに移動するときに、 

シートごと持ち上げてベッドに移して(頭の方を私が、 

看護師が足の方を持ち)、下ろしたらシートを引き抜きます。 

引き抜く時、抱っこはせず、頭の方から少しずつ引っ張ると 

スルリと抜け、多少は濡れていても滑ってくれます。 

シートごと持ち上げる際は、背中が丸くなって顎が引けた 

状態にならないように気をつけますが、背中の方に薄い 

プラスチックの板をいれると良いかもしれません。 

抱っこの際は手首にバンド、腰から膝までは巻きスカートの 

ようなもの(手作り)を装着し、それで安定します。 

1人が首と背中を支え、1人が腰と膝下を支えて、 

せーの！で持ち上げて移動します。 
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シリーズ･役員の日常 『個人事業主として障がい者理解を』 広報担当 鈴東裕己 

 

今期より広報を担当させていただいています鈴東裕己です。大

阪市在住の SMA Ⅱ型の本人で、去年 30歳になります。広報では

月 1のスママガの配信と、会報ふぁみりー発のための調整が主な

作業になります。 

もちろん、会の仕事だけでなく個人でも仕事をしています。普

段は個人事業主として、障がい者理解をもっと伝えていくための

講演活動の仕事をしています。1 年半前に勤めていた会社を辞

めて、チャレンジしたいと思い独立しました。 

容易ではない一般企業での就労を辞めて独立することは本

当にベストな選択なのか、迷うこともありましたが、1 度きりの

人生だし、体力的にも余裕を持って仕事ができるとも思い、決心しました。 

いざ個人で働いてみると、毎日が発見です。週 2～3日は外に出て、講演や打ち合わせ、営業をするなど体力と相

談しながら、自分で予定を立てています。ときには無理しちゃいますが（笑）｡自分の知らないことや苦手なことに

もチャレンジする機会が増えて、大変なことは山ほどありますが、それができた時の達成感や新しい人や発見に出会

えることが楽しいなと思います。 

まだまだ結果としては大きなものを残せておらず、収入という面では企業にいた時よりもはるかに少なく、母

親には迷惑をかけてしまっているのですが、自分らしく働くことが 1つの生きがいにもなっています。 

重度障がい者の就職はかなり大きな課題です。自分らしく、選択の幅があるような社会へと繋げるためにも、様々

な所で誰もが活躍できるように SMA についてもですが、障がい者理解を発信していけるように僕も頑張っていけた

らと思います。 

また、家族の会の広報としても先輩方の生き方や、アイデアなども共有できたらいいなと思っています。 
 

＝＝＝＝＝＝ 事 務 局 よ り ＝＝＝＝＝＝ 
 

※ 『SMA家族の会』HPリニューアル作業を実施中 

 

SMA 家族の会では現在、公式 HP の大幅なリニューアル作業を行って

おります。写真も多く取り入れ、SMAの方々の活躍もアピールします。

オープンは 2019年予定です。 

リニューアルに当たって「こんな HP にしてほしい！」等のご意見も

お待ちしております。ご意見・ご要望は smahpproject@gmail.com

まで！ 

 

※ 携帯メールをお使いの方へ  

 
事務局（ smajimkyoku@sma-kazoku.net ）への問い合わせに携帯アドレ

ス（ ○○@docomo.ne.jp や ××@ezweb.ne.jpなど）をお使いの場合、

迷惑メール対策の設定をしておられると、こちらからの返信がエラーと

なり受信できないことがあります。各携帯電話会社に確認の上、事務局

アドレスを受信可能ドメインに指定していただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

また、フリーメール（ ＠yahoo.co.jp やGmail）をお使いの方にお送り

したメールが一部エラーとなるケースもあるようです。「最近、会からの

メールがまったく届かない～」という方がおられましたら、一度事務局

までご連絡いただきますようお願いします。事務局に連絡・問い合わせ

してから一週間以内に返信がない場合、エラーとなり返信ができていな

い可能性がありますので、お手数ですが再度、 

  smajimkyoku@gmail.com までご連絡ください。 

編 集 後 記 
 

SMAは今、新薬をはじめ、多くの注

目を集めています。私たちを取り巻

く環境は今後ますます、目まぐるし

く変化することでしょう。 

そんな変化への対応はもちろん、去

年は各地で地震や水害が起こり、助

け合いが必要な中で、生活上での困

りごとから工夫や知恵などの情報

も提供して、会員のみなさんとの情

報共有の力になれたらと思いま

すので、ご意見・ご感想などがござ

いましたら、 

SMA家族の会広報 

( kouhou@sma-kazoku.net ) 

まで是非お願い致します。 

 

SMA家族の会 
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ホテルでの研修の仕事中 


