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巻 頭 言 

「脳卒中・循環器病対策基本法」へのご支援を 

 

（公社）日本脳卒中協会専務理事  

中山 博文 

 

脳卒中の予防・治療の均てん化、そして患

者・家族の支援体制の整備のために提唱された

「脳卒中対策基本法案」は、2014 年 6 月に議

員立法として国会に発議されましたが、同年 11

月の衆議院解散に伴い、残念ながら廃案になり

ました。 

民進党が個々の疾患への対策基本法に反対

であることから再発議に至らず、脳卒中対策に

心臓病対策を加えた「健康寿命の延伸等を図る

ための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る

対策に関する基本法案（以下、「脳卒中・循環

器病対策基本法」」として、再出発しました。 

2016 年に脳卒中と循環器病関連の患者会・

患者家族会、学術団体、職能団体等が集まって

「脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める

会」（以下、「求める会」）を結成し、本年 4 月

19 日には、「脳卒中・循環器病対策基本法の今

国会での成立を求める患者・家族・医療関係者

の会」を開催し、「求める会」の患者・家族・

医療関係者 67 名、国会議員 136 名（代理を含

む）が出席しました。貴会の八島理事長をはじ

め、各地の失語症友の会の方々にもご参加いた

だき、園田事務局長・副理事長より患者家族の

立 場 か ら の ご 発 言 を い た だ き ま し た

（http://www.junkankitaisaku-motomerukai.

org/）。 

 

 

現時点では、民進党以外の主な政党は賛同 

しておられます。本法律の成立のために、民 

進党の国会議員の方々への働きかけをお願 

い申し上げます。 

 

SSKS 1995年 8月 10日第 3種郵便物認可（毎週水曜発行）2017年７月 5日 SSKS 通巻 7102号 ISSN2424-094X 

 

≪八島語録≫ 

平成 28 年度の厚生労働省福祉推進事業で、

NPO 法人日本失語症協議会は「失語症者のニ

ーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率

的運営にあり方に関する調査研究事業」を受託

し、29 年 3 月に報告書を厚労省に提出しまし

た。調査の中で分かったことは、現在、病院を

退院した失語症のある方々は言語のリハビリ

をしたくてもするところがない、という現実で

した。そこで、調査研究事業のチームとしまし

ては下記のような提言をいたしました。 

① 失語症のある人の総数、年間発症数、各制

度で言語リハビリを受けている人の実数調

査を行い、生活や者気参加の実態を把握す

る 

② 全国レベルで社会へ向けた失語症の理解促

進を図る啓蒙・啓発活動を行う。 

③ （医療機関のみで完結しない）地域との連

携強化及び、社会参加促進のための制度改

革を行う。 

④ 言語聴覚士の増員、および、社会参加を支

援するリハビリ施設への適切な人員配置を

実現する制度を整備する。 

等を提言しました。 

 

この報告書をご希望の方がいらしたら、返信切

手（180円分同封の上）事務所までお申し出く

ださい。CD の用意がありますのでお送りいた

します。 

  

特定非営利活動法人日本失語症協議会機関誌 

『言葉の海』 新聞版 
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＊北海道失語症友の会「北の会」 

 9 月 27 日：仲野隆会長による北海道医療大学で

の講演｢失語症を持つ方のお話を聞く｣ 

11 月 14 日：札幌市身体障害者福祉協会主催｢障

害別団体交流研修会｣出席 

12 月例会：体操、語想起クイズ 

 10 月例会：歌当てクイズ 

 サークル「ライラック」ハモニカ演奏 

 福笑い 

 2 月例会：リズム体操・クイズ 

 12 月さわやか友の会例会：クリスマス会 

 1 月さわやか友の会例会：冬の災害について 

 2 月さわやか友の会例会：動物ビンゴ 

＊青森県失語症友の会「ちょちゃべの会」 

 4 月 23 日例会：お花見 野木和公園 

 5 月 28 日例会：温泉リハビリ 花岡プラザ  

＊新潟県・新潟友の会 「かいこの会」 

 3 月 5 日：ミュージックケア体験と交流会：バ

イオリン発表会、ミ

ュージックケア体

操、山内俊博さん講

演、昼食、交流会 

     

＊福井県失語症友の会 

 2月 25日福井本部例会：開会、連絡事項、発声

発語練習、近況報告、 

3月 18日嶺南支部例会：近況報告、新年度予定

(例会第 3土曜日) 

3月 25日福井本部例

会：開会、連絡事項、

発声発語練習、近況報

告、 

 4月 15日定期総会    

4月 15日嶺南支部例会：近況報告、ピアノ観賞

会、連絡事項 

＊石川県失語症友の会 

 金沢本部・西支部 

 3月 18日例会：振り返り、身体部位ポインティ

ング、聴理解ビンゴゲーム、四文字熟語探し、

歌 

 加賀支部 

3月 18日例会：自己紹介・近況報告、色サイコ

ロゲーム、カテゴリーサイコロゲーム、歌 

能登支部 

3月 18日例会 

 4月 15日：通常総会 

＊山梨県・東山地区失語症友の会 

2月 25日研修会｢在宅失語症者と他職種連携に

ついて｣ 

3月 25日例会：歌「春が来た」、リラックス体操・

発声、近況報告、ジェスチャーゲーム 

歌「言葉を超えて」 

4月 16日定期総会      

＊茨城県失語症友の会｢葵の会｣ 

 1月 24日例会：会長挨拶、近況報告、｢漢字パ

ズル｣、歌 

 2月 28日例会：会長挨拶、近況報告、連想ゲー

ム、歌、 

 4月 23日例会：会長挨拶、近況報告、レクリエ

ーション、歌 

＊千葉県・茂原地区言語障害者友の会   

「ひばりの会」 

 4月 16日定例会・総会：会

長挨拶、見学者紹介、発声

練習、茂原ハーモニカクラ

ブ演奏、総会、ゲーム、 

＊千葉県・東葛失語症友の会 

 7月作品展 

10月 23日秋季友の会：市川児童合唱団、グルー

プごとの話し合い、競技 

4月 16日春の友の会・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・市川失語症友の会「げんき会」 

 1月 17日新年会：開会のことば、みんなでゆっ

くり話そう、初笑い社会人落語家三遊亭大王さ

ん、 

 2月 6日例会：開会のことば、新しく来た方の

紹介、ゆっくり話そう、保健師さんのお話し、

友の会だより 
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音楽、役員会より、気功、口の体操、ゲーム「す

ごろく」、東京医薬専門学校の方々との交流会、

合唱「みかんの花」、閉会のことば 

3月 27日例会【スポーツ大会】：開会のことば、

新しい方の紹介、ゆっくり話そう、音楽、お口

の体操、役員会より、風船バレーボール（生演

奏付き）、合唱「みかんの花」、閉会のことば 

4月 4日東京医薬専門学校新入生交流会：開会の

ことば、交流会(自己紹介・フリートーク・大ビ

ンゴ大会・挨拶)閉会のことば 

4月 17日例会：開会のことば、新しい方の紹介、

ゆっくり話そう、気功、保健師さんのお話し、

お口の体操、第 17回写真コンテスト、閉会のこ

とば 

＊神奈川県・相模原失語症友の会 

 2月 18日中央の会：歌、お口の体操、自己紹介、

近況報告、ゲーム、歌 

 2月 7日南の会：歌、口の体操、自己紹介、近

況報告、名前当てゲーム、音楽療法、歌 

 3月 18日中央の会：歌、お口の体操、自己紹介、

近況報告、「条件付きじゃんけんゲーム」 

 3月 7日南の会：歌、自己紹介、近況報告、名

前当てゲーム、音楽療法、歌 

 4月 15日中央の会：歌、お口の体操、自己紹介、

近況報告、お花のビン

ゴゲーム、歌 

 4月 18日南の会：歌、

口の体操、自己紹介、

近況報告、言葉作りゲ

ーム、 

定期総会開催 

5月 20日中央の会：歌、自己紹介、近況報告、

ボール送りしりとりゲーム、休憩、歌 

 5月 2日南の会：歌、身体の体操、自己紹介、

近況報告、数当てゲーム、音楽療法、閉会の歌、

連絡事項 

＊神奈川県・藤沢言語友の会 

 2月 19日定例会：自己紹介、近況報告｢今年の

抱負・鳥について｣、ボランテアさん紹介、書き

取り、言語訓練ゲーム、歌 

 3月 19日定例会：自己紹介、近況報告｢お雛様

について｣楽しい音楽会、書き取り、言語訓練ゲ

ーム、連絡事項 

 4月 16日定例会：自己紹介、近況報告｢桜の思

い出｣、楽しい音楽会、一口健康メモ軽体操・書

き取り、連絡事項 

5月 21日定例会：自己紹介、近況報告｢連休の思

い出｣、楽しい音楽会、言語訓練ゲーム、連絡事

項 

＊神奈川県・大和言語さくらの会 

2月 4日定例会：音楽療法、会長の挨拶、2月誕

生日の方、名は、体を表すの練習問題、これか

らの予定 

2月 18日定例会：カラオケ大会、 

会長 宮川さんより 

3月 4日定例会：50音音読、ST西田先生のご指

導、会長の挨拶、県連からのお知らせ、 

3月 18日定例会：音楽療法、会長の挨拶、歌 

4月 1日定例会：ラジオ体操、音楽療法、会長挨

拶、県連より 

4月 15日定例会：ラジオ体操、ST西田先生のご

指導、総会、短文集、歌 

＊埼玉県・春日部失語症友の会 

 3月 11日例会：司会挨拶、発声練習、近況報告、

休憩・お茶、ゲーム 

＊埼玉県・さやま茶の花会 

 2月 16日例会：口と体の体操・発声練習、｢風

邪をひきましたか？｣、おもしろクイズ  

 1月 19日例会：今年もよろしくじゃんけん、今

年の抱負の漢字、新年会 

＊埼玉県・大宮失語症友の会  

 3月 18日親睦会 

4月 1日お花見会：みのり

園  

4月 15日親睦会 

5月 6日親睦会 

＊東京都・品川失語症友の会 

2月 25日例会：体操、今月のテーマ｢好きな横綱。

思い出に残る名場面｣、ゲーム、歌 

3月 25日例会：体操、今月のテーマ｢お花見と言

えば…｣ゲーム｢反対語カルタ｣、プレゼント交換、

歌 
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4月 22日例会：29年度総会、今月のテーマ｢春

に行ってみたい所｣、ゲーム、歌 

＊東京都・世田谷失語症友の会「花みずきの会」 

2月 9日例会：お習字

の会、歌のつどい、

開会のあいさつ、テ

ーマ発表｢今、私がは

まっていること。マ

イブーム｣ 

3月 9日例会：お習字の会、歌のつどい、開会の

あいさつ、テーマ発表｢学校(先生・友達)の思い

出｣、ゲーム 

4月 13日例会：お習字の会、歌のつどい、開会

のあいさつ、テーマ発表｢やりたかった職業｣、

ゲーム 

5月 11日例会：第 1部｢福井先生を送る会 

第 2部総会    

＊東京都・江東すずめの会   

 11月 26日 30周年記

念の会 

１月例会：ひとこと 

3月 18日例会：ひと  

こと 

5月 16日バスハイク 

＊東京都・目黒失語症友の会「椎の木会」 

 2月 25日定例会：「私の好きなテレビ番組」 

 3月 25日定例会：「昔の私に応援メッセージ」 

4月 22日定例会：「私の好きなもの」 

＊東京都大田区失語症支援の会「ひまわり会」 

 2月 11日例会：クラブ活動（麻雀）、一言スピ

ーチ、ティータイム、ゲーム、土居さんの遊び

リテーション、歌 

 3月 4日例会：クラブ活動（麻雀）、一言スピー

チ、ゲーム、土居さんの遊びリテーション、体

操、歌 

 4月 8日例会：クラブ活動（麻雀）、一言スピー

チ、定期総会、ゲーム、体操、土居さんの遊び

リテーション、歌 

5月 6日例会：クラブ活動（麻雀）、一言スピー

チ、定期総会、ゲーム、ハンドベル練習、土居

さんの遊びリテーション、体操、歌 

＊東京都・新宿失語症友の会 

1月 7日学習会：グループ訓練・新年会 

1月 21日学習会：事務局だより、書道・硬筆、

グループ訓練 

2月 18日学習会：事務局だより、書道・硬筆、

グループ訓練 

2月 4日定例会：事務局だより、グループ訓練、

歌唱指導、写真撮影 

3月 4日学習会：事務局だより、お楽しみゲーム

グループ訓練 

3月 18日学習会：事務局だより、書道・硬筆、

グループ訓練、 

4月 1日定例会・総会：事務局だより、総会、歌

唱指導、写真撮影 

4月 15日学習会：事務局だより、書道・毛筆、

グループ訓練 

＊東京都・杉並失語症友の会 

 2月 11日例会：事務局連絡、近況報告、リハビ

リ体操、 

2月 18日例会：事務局連絡、近況報告、リハビ

リ体操、 

4月 8日例会：事務局連絡、近況報告、リハビリ

体操、 

＊東京都・北多摩失語症友の会「若竹」 

 2月 25日おしゃべりカフ

ェ（いっぷく） 

 3月 17日例会 

 4月 1日例会・お花見 

4月 22日｢失語症カフェ 1

周年ゆっくり私の話も聞

いて｣  

＊東京都・北多摩失語症友の会「あすなろ」 

 2月 12日例会：会長挨拶、連絡事項、近況報 

 告 

3月 12日例会：司会、会長挨拶、連絡事項、近

況報告、その他 

4月 2日例会：司会、会長挨拶、連絡事項、近況

報告、その他 

＊京都府失語症の会「ゆるり会」 

 8月例会：テーマ「病気になってからの投票と

棄権どちらか？」 



 

5 

 

SSKS 1995 年 8 月 10 日第 3 種郵便物認可（毎週水曜発行）2017 年 7 月 5 日 SSKS 通巻 7102 号 ISSN2424-094X 

 9月例会：テーマ「失語症で、家か病院か、リ

ハビリしていますか？」 

 10月例会：テーマ「旅」 

11月嵯峨野トロッコと食事会 

 11月例会：テーマ「夢」 

12月例会：テーマ「今年、一番感じたことは？」 

1月 17日新年会 

 

＊奈良県脳卒中友の会

「桜の会」 

 1月 29日新年会：35名

自己紹介・カラオケ 

 2月 26日出前トークの

会 

 4月 22日歩こう会 

 4月 24日～28日作品展 

＊大阪府・ふれあいの会 

 2月 18日例会：19名参加 

3月 25日総会：20名参加 

4月 8日お花見会：大阪城西の丸庭園 19名 

4月 22日例会：合唱団、絵本及び体操、交流会  

参加者 20名 

5月 20日例会：合唱 

＊三重県・失語症の会「絆」松坂 

 28年活動報告 

 4月 3日花見、 

5月 15日のど自慢大会、 

6月 5日ふれあい体育祭、 

6月 12日三重県失語症者の集い、 

7月 10日セントレアバイキング、 

9月 4日ﾌﾞドウ狩り、 

10月 15～16日早めの忘年会、 

12月 1日松ボ連視察研修 

2月 5日湯～くり新年会（鈴の湯。割烹み） 

2月 12日福祉大会・福祉フェステバル 

3月 13日松ボ連視察研修 

 29年度行事予定 

 4月 9日花見、 

5月 21日のど自慢大会、 

6月 18日ボランティア交流会、 

7月 9日知多半島グルメ旅、 

9月 3日ぶどう狩り 

9月 10日ふれあい体育祭、 

10月 21～22日早めの忘年会、 

11月 12日ボーリング大会 

11月松ボ連本部研修 

12月 17日福祉大会・福祉フェステバル 

2月 3日湯～くり新年会（鈴の湯。割烹み） 

＊島根県・出雲圏域失語症友の会「あしたの会」 

 各月例会：第 3水曜日 

 4月 10日総会 

＊島根県だんだんトークの会 

 10月 30日患者・家族交流会 

11月 16日医療・介護関係者研究会 

12月 6日松江総合医療専門学校訪問交流 

12月 26日栗原先生を囲む会 

3月 5日だんだん会 

 ・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 

＊熊本県・たくま会 

 1月 13日例会：会長挨拶、たくま会の歌、リラ

ックス体操、口の体操、会食、発声練習、自己

紹介、グループ訓練、歌（言葉に活きる）、2月

10日例会：グループ訓練、たくま会の歌、会長

挨拶、リラックス体操、口の体操、発声練習、

ゲーム、近況報告、歌（言葉に活きる）、 

3月 10日例会：会長挨拶、たくま会の歌、リラ

ックス体操、「あいうべ」体操、発声練習、グル

ープ訓練、30周年記念誌について、歌（言葉に

活きる）、 

4月 14日例会：会長挨拶、たくま会の歌、リラ

ックス体操、口の体操、発声練習、グループ訓

練、歌（言葉に活きる）、 

＊沖縄県・ゆんたく会 

 9月 23日沖リハ福祉学  

院学生との交流会 

12月 23日クリスマスから

おけ大会 

4月 17日平成 29年度総会

＆オカリナ演奏を楽しむ   
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各地の友の会今後の活動予定 

●大阪府・ふれあいの会第 15回講演会＆交流会 

 7月 22日（土）13:00～ 

たかつガーデン 3階 

●第 26回岐阜県失語症者の集い高山大会 

 岐阜県失語症友の会 高山失語症友の会 

 8月 27日（日）10:30～ 

 飛騨・世界生活文化センター 

●失語症カフェ（揖斐失語症友の会） 

 8月 20日（日）13:30～ 

 JAいび川 清流の里 

 参加費 無料 

 問い合わせ先 清流の里 0585-21-3666 

 

事務局便り 
 

■3月 5日（日）ケアコミ学会理事会 

（八島代理友井） 

■3 月 24 日（金）厚生労働省調査研究事業委

員会（山本 ST・木村高・園田） 

■4月 5日（水）杉並区 NPO助成金 

説明会（亀澤・園田） 

■4月 9日（日）第 2回理事会 

■4 月 16日（日）第 4回失語症カフェワック

ル（進藤・藤原・園田） 

 

■4 月 19 日（水）脳卒中循環器対策基本法国

会集会（八島・合田・荒井・赤嶺・友井・塙・

森本・園田） 

■4 月 27 日（木）高次脳機能障害情報支援セ

ンター運営委員会（園田） 

■5月 31日（水）脳卒中協会理事会（園田） 

■6月 4日（日）第 18回失語症協議会総会 

■6 月 10 日（土）ケアコミ学会総会・学会・

帯広（友井） 

■6月 17日（土）脳卒中協会総会（園田） 

■6月 18日（日）第 5回失語症カフェワック

ル（進藤・藤原・園田） 

■6月 28日（水）29年度第 1回高次脳機能障

害支援普及連絡協議会。第 1 回コーディネー

ター会議（園田） 

 

関連団体の動き 

□日本脳損傷者ケアリングコミュニティ学会 

第 7回北海道帯広大会 

 プレ研修会：5月 14日（日） 

 大会：6月 10日（土）・11日（日） 

 とかちレインボウーホール 

□東京高次脳機能障害連絡協議会 

TKK発足 15周年・NPO法人設立 10周年 

記念講演会 

8月 27日（日）12:00～ 

浜離宮朝日ホール 
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自由民主党幹事長代理 

林幹雄様 

 

前略 取り急ぎ要件のみにて失礼いたします。平成 29年 4月 29日、千葉・香取市の

「佐原の山車行事」がユネスコ世界形文化遺産に登録されたことを祝うイベントでの、

林様の 

「今、歯の治療中でございまして、お聞き苦しいところがあろうかと思いますけれど

も、ご容赦をいただきたいと存じます」と声のかすれの原因を説明した上で、「決して脳

梗塞ではありません。」 

というご発言に NPO法人日本失語症協議会として、大変遺憾に思い強く抗議をさせて

いただきます。 

日本全国に脳梗塞に罹患した人は厚労省調べで約 150 万人、実数は約 280 万人もいる

といわれています。その後の後遺症の身体麻痺や失語症・高次脳機能障害をお持ちで、

今なお不自由な社会生活を送っている方々も多くおられます。  

脳梗塞患者の 30%は失語症の後遺症をもったまま病院から在宅に返されます。リハビ

リの機会も十分に与えられない儘です。失語症のある方々は日本全国 50 万人超といわれ

ます。失語症のある方々は家庭生活のみならず社会参加、就労・就学等、当たり前の生

活をすることさえ困難な方がたくさんおられます。林様はそのような現状をご認識でい

らっしゃいますか。そのような方々が疾病や障害状態の話題で笑いを誘うようなこの林

様のご発言を聞かれて、どのように思われるかご想像がつきますでしょうか。 

障害や疾病や事故等々に遭われた人々とそのご家族が苦しんだリ、悩んだりしている

ことを笑いのネタにするようなことはどなたであろうと、断じて許されるものではあり

ません。先生のお心の背景に、人の痛みや苦しみ、そのご家族のご苦労、弱者への思い

やり、すべての方々とインクルーシブな差別の無い社会・世界を構築していく、といっ

た基本的な姿勢をうかがい知ることができません。国民の代表である国会議員としての

ご発言とは思えません。 

日本失語症協議会として強く抗議をいたします。また、先生のこのご発言を聞いて相

好を崩したがたがたも反省をしていただきたいと存じます。          不一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

脳梗塞患者への配慮に欠けた 

発言に対し、看過できないと考えて抗議する 

書面を送りました。 

残念ながらこれへの回答は、いまだありません。 

私たちは、このような発言を許しません！ 
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第 18回総会記録   

平成 29年 6月 4日（日）13時半～16時半 

開会 

1） 司会：友井規幸 議長：亀澤大介 議事録署名

人：八島三男・平林武史・亀澤大介 

 

2） 出席正会員：出席者 63名（出席者 21名・委任状

44名・出欠連絡無 59名） 

現在の会員数(29年 3月末現在) 

正会員 90団体 

個人正会員 33名 

賛助個人会員 70名 

賛助購読会員 179名 

法人賛助会員 11社 

 

3） 平成 28 年度の活動報告及び、決算報告に関して

は全員一致で承認された。 

活動抜粋 

＊杉並区長寿応援ファンド助成金「ご存知です

か失語症パートⅡ」4回シリーズ勉強会 

  ＊意思疎通をはかることに支障のある障害者 

等に対するカリキュラム検討委員会 

  ＊失語症者のニーズに対応した機能訓練事業所

の効果的・効率的あり方に関する調査研究事

業 

  ＊シーズ・ニーズマッチング強化事業：障害者

自立支援機器にかかわるニーズ調査および、

マッチング交流会 

＊内閣府障害者週間セミナー(上田敏先生講

演・家族トークセッション：山本 ST・ML家族

会メンバー 

    

4）質疑応答 

＊意思疎通支援事業 

  10 月に各県士会にカリキュラム説明会その後、

毎年国リハで研修会の予定 

 ＊協議会財政に関して 

  Q友の会減は、収入源につながる。自分の所属す

る友の会も減っている。協議会、友の会で、

共通している問題や個々の友の会の問題があ

るのだと思う。減っていくから仕方がない、

と放っておくわけにはいかない。終活を考え

る自体になりかねない。園田さんも色々考え

ているだろうが、個々の友の会で考えていく

問題もあると思う。皆さんのお考えを知りた

い（G） 

  A協議会は具体的な方策をとってはいない。しか

し、皆さんの福祉環境をよくしていくための

働きかけを国にするのでご協力を！という働

きかけをしている。失語症者の生活がよくな

っている部分はあるかもしれないが、それは、

会員だから、というわけではない。辞める友

の会へのお引止めはしていない。（園田） 

  Q 例えばコミュニケーションニーズの調査やリ

ハビリの調査研究アンケートのまとめも、よ

くまとめられている。それぞれ、友の会の会

員に意見をくみ上げた調査ではあるが、どこ

へどういう形で報告されて、どこまで進展し

ているのか？その結果がアンケートに答えた

人にフィードバックされているか？（Y） 

A言葉の海に、希望者にはお送りする、という旨

の記事を載せる予定。財政上、全ての団体、個

人に配布するのは困難。STからも参考になる等

の意見が届いた。HP上で見られるようにしてい

ただいてよかった。（園田） 

 

5）平成 29年度活動基本方針 

＊失語症障害者手帳認定基準の是正 

 ＊失語症者のリハビリ環境の整備 

＊失語症の啓発活動・地域ごとの友の会での取り

組み強化 

＊介護保険・障害認定区分調査項目への失語症項

目加筆 

＊要点筆記者の養成派遣の全国展開への協力 

＊各地に失語症患者家族会を作る 

 

 6）予算案  

    実績を踏まえ、予算案を作成。助成金は１

００万円ぐらいにしている。(木村) 

 

 7）活動計画 

    基本方針に沿って活動継続 

 

 8）法人賛助会員（年間契約一口 5000円 4口以 

上依頼）合計 10社 

① 株式会社エスコアール（4口） 

② 株式会社シマダ製作所（4口） 

③ 株式会社協同医書出版（4口） 

④ やわたメディカルセンター言語療

法科（4口） 

⑤ ㈲ミカタ（4口）  

⑥ ㈱言語生活サポートセンター（4口） 

⑦ (有)オフィス結アジア(4口) 

6月 4日（日）に第 18回失語症協議会総会

が行なわれましたので報告致します。 

失語症協議会の運営や活動にご意見ご希

望のある方は、遠慮なく事務局にお伝え下

さい。各地の友の会と失語症者の為に今後

も皆さんと手を取り合って活動を進めて

いきたいと思っております。何卒よろしく

お願い致します。 
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⑧ アドバンプレス（株）（4口） 

⑨ NPO法人ゆずりはコミュニケーショ

ンズ（10口） 

⑩ デイサービス言葉の泉（4口） 

⑪ NPO法人「和音」（1口） 

 

9）報告 

＊手帳について。 

まだ一歩も進んでいない。４，５年陳情してい

るが、よい返事なし。引き続き、陳情する。 

国会終了後、厚労省とリハビリ環境・手帳につ

いては協議をしていく。 

 

＊脳卒中循環器対策基本法について 

  ６月１８日の会期で議員立法が成立するか？心

配。自民・公明・維新の会では部会を開き承認

をしている。民進党では、４月１９日の院内集

会で参加している議員は賛成しているが、民進

党一部反対中。国民の声として、他の議員が賛

成だという機運になってほしい。一つ一つの病

気に基本法を作るときりがないと考えている。

とはいえ、脳卒中は介護保険を使用する一番の

疾病。そこで、循環器とも一緒になった。当会

顧問小西議員も協力してくれている。 

 

＊失語症カフェワックル報告 

  報告（藤原）：かなり盛況で、会場（言語生活）

がいっぱいになっている。珈琲は失語症のある

方が、ハンドドリップで落としている。若い方

にも少しずつ引き継いでいきたい。福祉機器の

方に来てもらっている 

 

＊経営再建について 意見交換 

（山口）我が友の会は会員の会費負担減のため、

２つの会から助成金をもらっている。１つはニッ

キ。３回連続で１回休み。全経費の６５％が助成

金。なるべく単年度ではなく、連続した助成機関

を探すとよいと思う。 

（園田）ほとんどの助成金は事業には使えるが、事

務経費に使えない。例えば、パソコンが古くなっ

ても買い替えられない。そこが一番の悩み。 

（山口）パソコンはかなり入手できる案がある。 

（園田）若葉基金でもらえるのは、事務で使えな

い。 

（山口）我々のサークルには、中古品をいらない

か？という声掛けがある。その時に聞いてみる。

神奈川新聞では、事業の継続のために必要な経

費に出してもらえる。 

（木村）助成金は地区限定のことが多い。全国区

だと申請が難しい部分もある。 

（山口）洲崎財団は、全国区だが、ダメだった。 

（園田）最近の助成金はプレゼンや面接もあり、

厳しい部分もある。 

（高倉）会費の値上げはしないのか？ 

（園田）皆さんの意見は？ 

（藤原）失語症の支援は永続的。それに見合ったこ

とを考えなければいけないと思う。この１年間、

有識者などもお願いして、話し合いをするのは

どうか？外部の意見も聞きながら、長い目で継

続するような話を聞けないか？ 

（園田）例えば？ 

（高倉）若竹会員の渡辺鋼さんが本を書いた。著者

割の分を「若竹」に入るようにした。発行以来

で３万円になった。 

（園田）多くの先生方が印税を寄付してくれている

のが現状。それに追加して必要になる。 

（藤原）人を雇えるような事業をする。失語症カフ

ェを常設して、談話室をしてお金を取るとか。

珈琲淹れ方教室をするとか？ 

（田中）三田では、相談や作業をしている。 

（園田）Ｂ型まで行かなくても、生活介護事業展開

ができればよい。行政の支援が得られるから。

「ゆずりは」は家賃補助があると聞いているが、

そういうのを利用できないか？ 

（相馬）確かに家賃補助はあるが、上限もある。 

（藤原）立川は家賃補助は終わったと聞いた。 

（園田）有識者会議は有効かも。話し合ってみたい。 

（高倉）有識者会議では何をするのか？ 

（園田）有識者会議で方向性を話し合ってもらう。 

（亀澤）時間になりました。議事はこれで終わりま

す。 

 

*初参加個人正会員大山さんご意見 

 今日、初めて参加しました。よろしくお願いしま

す。ヘルプカード、裏に名前や緊急連絡先を書く。

私は、話せないが健常者にみられる。といって、ヘ

ルプカードを持つほどでもない。そのため、「私は失

語症です」というカードを作り、持っています。裏

には緊急連絡先を書いてあります。今日来たのは、

身体障碍手帳に関心があるため。私は、身体障碍者

手帳を持っていません。私の程度では取れなかった

です。先生により違うと聞いています。持っていな

いから、偽物の障害者ではないか。自分はどういう

人間なのか？どういうグループの中に入るのか？障

害者には認められないが、障害がある。今日の皆さ

んのお話を聞き、身体障碍者手帳を拡大する運動を

していると知り、心強かった。 

 

*協議会財政再生については専門家会議を招集。 

来年度までに、数回の会議を開催し今後の協議会

の在り方について議論を重ねる。 

 

閉会 

     

 

 



 

10 

 

SSKS 1995 年 8 月 10 日第 3 種郵便物認可（毎週水曜発行）2017 年 7 月 5 日 SSKS 通巻 7102 号 ISSN2424-094X 

 

 



 

11 

 

SSKS 1995 年 8 月 10 日第 3 種郵便物認可（毎週水曜発行）2017 年 7 月 5 日 SSKS 通巻 7102 号 ISSN2424-094X 

 



 

12 

 

SSKS 1995 年 8 月 10 日第 3 種郵便物認可（毎週水曜発行）2017 年 7 月 5 日 SSKS 通巻 7102 号 ISSN2424-094X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の全国大会は、盛岡で行われます。全国大会は、毎年、参加費収入を主たる財源として運営

を行っております。そこで、開催にあたりまして寄付を募ります。 

同封の赤い振替用紙を使って郵便局よりお送りください。 

皆様のご厚情をお待ちしています。宜しくお願い致します。 全国大会インいわて実行委員会 
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    皆様のご厚情に心から感謝申し上げます 
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皆様のご厚情に心から感謝申し上げます。 

ゆうちょ寄付者お名前です。 

（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。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

赤嶺愛子 足立博子 阿部晃  生島文子 伊崎祥造 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 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 大西康史 大西知子 大類和之 

小原純一 片岡博道 河島進 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 佐々木正博 笹子正巳 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 進藤美也子 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 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 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 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 森永京子  

森山満敏 八島三男 山口 礼子 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１１８名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年２月から年６月までに御寄付を頂戴した方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)事務所の諸経費につかわせていただきます。 

 仲俣正寛  山口礼子  堀川美智子  斉藤敏文  斉藤真知子  宝珠山哲也  渡辺 鋼  星野洋子 

長谷川幹  小池眞     福岡 豊     木村高子  福田幸子    土屋良秀   斉藤敏文  相馬肖美 

 田中昌明  友井規幸  今泉カツ子   林 静子  両角明子    藤田健一   大石冨美子 

水谷壽孝   林静子    吉田真由美  ｢失語症の訓練教材-１４０の教材と活用表第２版｣の著者一同  

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「ゆうちょ寄付」は、毎月定期的にゆ

うちょ口座より引き落としで寄付を頂いております。 

一口 500円から受け付けております。コーヒー1杯の代金を失語症協議会の事務所維持のためにぜひ寄

付をしていただきたくお願い致します。 

≪ゆうちょ銀行｢通常貯金(総合)口座｣のある方≫は、その口座をそのまま使えますので、同封の『自動

払い込み利用申込書』に記入捺印の上、協議会にお送り下さい。 

≪ゆうちょ銀行口座のない方≫新たに｢通常貯金(総合)口座｣を開設し、同封の『自動払い込み利用申込

書』に記入捺印の上、協議会にお送りください。 

何卒よろしくお願い致します。 
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特定非営利活動法人日本失語症協議会        

株式会社 言語生活サポートセンター  
  

      6/18第５回失語症カフェ「ワックル」 

      今回もたくさんの方との出会いがありました。 

 

     次回第６回失語症カフェ「ワックル」のご案内 

【日 時】  ８月２０日（日）午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分 

【場 所】 「言語生活サポートセンター」訓練室 
   住  所：東京都杉並区荻窪 5-16-14 カパラビル 1 階 

   最 寄 駅：JR、東京メトロ丸の内線荻窪駅西口 

電話番号：03-6915-1877 

【対 象】  失語症のある方、ご家族の方、失語症に関心のある方  

３０名（電話でお申し込みください）会場は 1 階なので車いすでも OK です。 

【参加料】 500 円  

【連絡先】 NPO 法人 日本失語症協議会  担当 藤原・進藤・園田  

       電話番号：03-5335-9756 （申し込みは、この電話へお願いします。） 

       住   所：東京都杉並区荻窪 5-14-5 ワコーレ荻窪 405 

              2 カ月に一回開催しているワックルも 5 回目となりました。 

            30 名近くの方に集まっていただきました。常連の方あり、はじめて

いらした方ありで交流の輪がまた一周り広がったようです。 

            今回は、いつものように、美味しいコーヒーを飲みながら、｢ワッ

クル｣本来の『ゆっくりと心の声を紡いでおしゃべりを楽しもう』

という目的に立ち返り歓談の時間をたくさん持つことにしました。 

全員が自己紹介をしました。発症からの思いを聞きながら同じ思い

を感じていてうなずく方が多く、静かに連帯の輪が広がっていくの

を感じました。    

又、言葉を探しながら話す方の次の言葉に思いを巡らしながら待っ 

ている時間がとても温かく感じられました。 

テーブルごとに花の名前を書いて｢ビンゴゲーム｣ 

を楽しんだり、その紙をびりびりと破って他のテー 

ブルの人たちでジグソーパズルにしてつなげたりと 

ゲームも楽しみながら閉会時間の 15 時 30 分を過ぎ 

16 時ごろまで話に夢中になっていました。 

杖で来らている方も多く、途中、雨が降り出して帰 

り心配されました。大降りにはならず会場も荻窪駅 

からすぐでしたのでほっとしました。次回は、8 月 

です。皆様の参加、お待ちしていま～す。 
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～今号１６ページに目次～ 

1p：  巻頭言・八島語録 

2 ｰ 5p：友の会だより 

6p：   事務局だより・関連団体の動き 

広告： ㈱エスコアール 

7p：   自民党への抗議文 

8-9p： 総会報告  

10-11p：言語聴覚士のよもやま話･脳トレ 

12p：   全国大会のお知らせ 

13p：   広告：NPO 法人ゆずりは  

14p：   寄付者名簿 

15p：   失語症カフェ「ワックル」報告 

次回のご案内 

16p：   目次・編集後記・青い鳥はがき 

広告：㈱シマダ製作所  

 

差し込み：１寄付のお願い 

     ２失語症海外旅行団のご案内 

 

ご存じですか『青い鳥郵便はがき』の無償配布！ 

日本郵便株式会社は、身体障害者手帳 1 級・2 級の方に「通

常郵便はがき」を 20 枚無償で配布しております。 

受付期間が始まっており、7 月 11 日（火）までとなって

おります。希望される方は、お早めにお近くの郵便局に手

帳を提示してお申し出ください。郵送での申し込みも受け

付けています。該当される方は、是非ご利用ください。 

 

【編集後記】 

□梅雨の時期は、車いすや杖での外出は、大

変です。降っていればやめようかで済むこと

もありますが出先で降られてしまうとつら

いものがあります。我が家は、車いすがスッ

ポリかぶるレインコートを持ち歩いて対応

しています。皆さん何か工夫しているのでし

ょうか。 

□東京発の『ヘルプマーク』が広がりを見せ

ています。麻痺も辛いけど、外見では分から

ない障がいを持っている人には、役に立つア

イテムかもしれません。     【進】 
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失語症海外旅行団  

カナダへの旅 2018 へのお誘い 
失語症海外旅行団は、来年 2018 年 9 月末、カナダ・バンクーバー

への旅を行います。バンクーバーは世界一バリアフリーの進んだ街と言われてい

ます。 

多くの交通機関が車椅子でも利用しやすくなっています。 

また、海・山などの偉大な自然が豊かな土地で、色とり

どりの花が咲き乱れる美しい公園もあります。 

カナダの失語症の方々との交流会と、素晴らしい自

然・街を楽しむ旅行にご一緒しませんか？ 

お申し込みはメール、電話、ファックスで受け付けま

す。  

多くの方のご参加をお待ちしています。 

お名前                            ： 

ご住所                              

お電話番号                   FAX 番号                           

メールアドレス                          

ご質問・ご意見                            

※お申し込み先 〒183-8553 東京都府中市武蔵台 2－9－2  

都立府中療育センター 訓練科 山本弘子 

電話：042－323-5115 FAX:042-322-6207 

E-mail Hiroko_2_Yamamoto@member.metro.tokyo.jp  


