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2015 全国きょうだいの

会総会に参加して 	 ４/

２５～２６	 
全国きょうだいの会が今年も東京で開催され、京都か

ら３人の会員が参加しました。初日のプログラムは交流

を深める為、ツアーから始まります。戦災に遭わなかっ

た東京谷中の静かなたたずまいを散策しながら、いつの

まにか、初めてのきょうだいの方とも自然な会話を交わ

すことが出来、そんな時間がありがたく思えました。夜

の交流会では同じきょうだい同士、長い前置きをしなく

ても話せる関係が快く、自分でも思っても見なかったこ

とが口をついて飛びし、時が経つのを忘れました。	 

翌日の午前中は総会議事で、本部の取組や各地のきょ

うだい会からの活動の様子が報告されました。きょうだ

いも含めた家族支援の重要さが国レベルでも認識され

て来ていること、本部が他の障がい者団体と連携した活

動に取り組んでいること、きょうだい会の無い地方でも

本部や他のきょうだい会の応援のもとで会の芽生えが

出来つつあること、きょうだいを子供時代から支援する

団体が活発に活動していることなどが分かりました。	 

午後は、会員外の方も参加出来る交流会で、「気まま

にディスカッション」と題し、小グループで膝をつきあ

わせながら議論する時間を持ちました。会場からテーマ

が募られ、「子供きょうだい支援」「障害者本人の性と恋

愛」「親とのつきあい方」「障がいのあるきょうだいを亡

くしたきょうだい」「きょうだいのニーズ」「きょうだい

の恋愛・結婚について」の６つのグループに分かれまし

た。それぞれ、きょうだいの障がい種別や程度、家族背

景や職業も異なるのですが、同じきょうだいの立場を共

有する者同士、普段話せない話題を遠慮せず出せる貴重

な場であり、熱心な議論が展開されていました。私は「恋

愛・結婚について」に参加したのですが、いつもは女性

が多いこのテーマですが、今年はほとんどが男性だった

ことにビックリしました。きょうだいにとってこのテー

マは性別を問わず、今も大きな問題となっているのです

ね。きょうだい会での議論が良きヒントになれば意義深

いことです。（い）	 

京都からは３名が参加しました。２６日（日）の午後

からの自由参加のパネルディスカッションの頃には参

加者は６０名を越していたのではと思います。2次会の

交流会にも３０数名の参加とかなり盛り上がった会合

となりました。関東の方でも新たな参加者が増え、その

多くはＨＰ経由のようです。なかには今年の「でてこい」

に参加したいという方も数名おられました。（う）	 

今年も参加させて頂きました。全国総会では各地域の

きょうだい会の様子をお聴きすることができ、運営に携

わる者として良い刺激を受けました。また、午後の部に

ついて、近畿圏の会では一つのテーマに絞ってディスカ

ッションする機会があまりありませんので、いつも新鮮

です。京都を拠点にきょうだい会に関わる中で、大学卒

業を機に実家のある地域に帰られた方や、就職を機に実

家（京都）から離れられた方、結婚を機に京都に引っ越

して来られた方等、様々な出身地域の方とお会いしてき

ました。今回の総会で、全国組織の良さは、地域を越え

て交流できることにあると改めて感じています。この 5

月に、総会で知り合った方が京都にお越しになった時に

お声かけ下さり、食事に行ったことも嬉しかった出来事

です。来年以降の全国総会も楽しみにしています。（ま）	 

 



	 

事務局(梅田方)に電話と FAX があります。連絡や通信に利用して下さい。	 

たよりの原稿は	 宇治市羽戸山 3丁目 1-76（TEL&FAX とも 0774-31-4337）糸井まで。	 

	 	  京都きょうだい会にホームページがあります。“京都きょうだい会”から検索できます。 

	 

会費は正会員・購読会員とも年間 3,000 円です。カンパはいくらでもありがたいです。会を支えて	 

下さい。	 京都銀行鞍馬口支店	 口座番号	 3797399	 京都「障害者」を持つ兄弟姉妹の会まで。 

	 	 	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

でてこいランドとは京都府の真ん中にある宿泊施設の名前で

す。毎年、自然に囲まれた中で、きょうだいの思いを本音で語

り合おうと１泊交流会をしています。貸し切りの「山荘」なの

で、途中からの参加でも自由！例年全国から２～３０人の参加

があります。京都旅行も兼ねていらっしゃいませんか？ 

世話人もゆっくり時間を過ごせるよう、夕食の準備はあえて

しておりません(笑)ので、各自でお弁当などはご用意下さい。

お酒、おつまみの持ち込みは大歓迎です。お風呂は広くゆった

り入っていただけます。簡単な朝食の用意はしています。心の

底にしまった思いを外に出しましょう！無理に話せなくても聞

き役に回ってもいいのです。それぞれの「きょうだい」として

の原点を見つけませんか。なお、セルフの施設なので、設営や

片付け等することが一杯あります（笑）。風呂掃除や布団敷き・

朝食の準備やシーツの洗濯・後片付けなどお手伝いをよろしく。 

☆場所：でてこいランド 

京都府船井郡京丹波町下山土淵 61-7  

電話 0771-83-1180 

☆参加費：４千円（一泊朝食付き）。なお、補助金を今年も全国

きょうだい会に申請します。決定されれば参加費は

軽減されます。ふるってご参加ください。 

☆連絡先：梅田 090-1917-4770 糸井 090-6203-9123 

☆でてこいランドへのアクセス  

電車の場合 JR 山陰線下山駅下車 駅から電話頂ければ車

で迎えに行きます。＊京都駅 32番ホームから綾部方面行き

の快速電車に乗り、途中の園部駅で各停に乗り換えて下さ

い。京都駅で快速 15：７発と 16：7発があります。 

車の場合 京都縦貫道丹波インターで降り、国道 9号から

須知交差点で 27号へ。バイパスが出来てこれまでと様子が

少し変わっていますが、下山駅を目標にして来て下さい。駅

前から２～３分進んで道路の右手に看板が見えます。駅前か

ら電話を頂ければ迎えに行きます。＊高速で来られる方は京

都縦貫道が全通しましたので、インター降り口の様子が変わ

っているかもしれませんが、丹波インターで降りて下さい。 

〈これからの予定〉 

 ・例会 ７月 11日（土）18時～21時 喫茶みどり（京 

阪電車深草駅改札出て左に曲がり階段を降りてすぐ） 

奥の会議室 飲食代のみ 

 ・しろくま会（20～30代を対象としたきょうだい会） 

  6 月 27日（土）14時～ 京都市内のカフェにて 

  申し込み頂いた方に個別に連絡します。 

 ・特別例会 （でてこいランドの準備を兼ねて） 9 月 

  5 日（土）18時～21時 喫茶みどり 奥の会議室 

 ・でてこいランド 1 泊交流会 2015 9 月 12～１３

日 

  詳細は左記を見て下さい。 

＊なお、近畿圏でも以下の予定できょうだい会が開かれて 

います。神戸きょうだい会（原則偶数月第二土曜）、大阪 

きょうだい会（次回 7/26）、姫路障がい者家族会（次回 

8/30）、〈出張〉きょうだい会滋賀県大津市（次回 7/19） 

詳細は京都きょうだい会ホームページか事務局まで。 
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