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ドキュメンタリー映画「やさしくなあに～」監督に聞く
大阪日日新聞 2017 年 11 月 10 日
「２歳だった奈緒ちゃんが今は４４歳になった…」と話
す伊勢真一監督＝大阪・十三のシアターセブン
「やさしくなあに～」の一場面。神社でお祈りする奈緒
ちゃん（右から２人目）とその家族

「長
く生
きら
れな
い
…」。
２歳だった奈緒ちゃんは医師に告げられた。そ
んな奈緒ちゃんの８歳から４３歳の今日までを
撮り続けたドキュメンタリー映画「やさしくな
あに～奈緒ちゃんと家族の３５年～」
（いせフィ
ルム）が１１日から大阪・十三のシアターセブンで公開される。両親と弟の４人が「みん
なで生きている時間を見てほしい」という伊勢真一監督（６８）に話を聞いた。
伊勢監督は「大丈夫。－小児科医・細谷亮太のコトバ－」
「傍（かたわら）～３月１１日
からの旅～」など多くの優秀なドキュメント映画を発表している。その中で唯一シリーズ
で撮っているのが「奈緒ちゃん」で今作が４本目。てんかんと知的障害のある女の子で「家
族の愛に包まれてみんなで元気に生きている３５年」が映し出されている。
「奈緒ちゃんは僕の姉・西村信子の長女。彼女に障害があるのを知り、２歳の時に医師
から『長く生きられない』と聞いてショックを受け何もできなかった。僕が映画の仕事を
するようになって奈緒ちゃんが８歳の時、彼女の『元気な姿を撮ろう』と決めた。それを
姉家族に見せて励まそうと思った」
撮影を始めて１２年目の１９９５年に第１作が完成。
「だんだん元気になる奈緒ちゃんと、
それに連れてお母さんも一緒に元気になっていった。最初から一緒に仕事をした瀬川順一
カメラマンががんでなくなってこの仕事は終わろうかと思ったが、周囲の応援の声もあっ
て『元気な奈緒ちゃん』を撮ることやめる理由はなかった」
２作目「ぴぐれっと」は母親が地域作業所を開いて、そこに奈緒ちゃんが通う様子、３
作目「ありがとう～奈緒ちゃん・自立への２５年～」は３０歳になった奈緒ちゃんの自立
をめぐる家族の葛藤が記録された。１～３作はキネマ旬報文化映画部門のベストテン入り
して作品としても高く評価された。
今作の発表を前に昨年、相模原市の障害者施設が男に襲われ多くの利用者が殺害される
という悲惨な事件が起きた。
「奈緒ちゃんの家族もつらい思いをしたが、僕は奈緒ちゃんの

映画を撮りながら、元気な奈緒ちゃんの顔を見ていて励まされていると思った。奈緒ちゃ
んの家族も同じような思いがあった」
映画は８歳の時に奈緒ちゃんと家族が神社でお参りするところから始まり、４３歳にな
って同じ場所で同じ事をするシーンで終わる構成になっている。タイトルは奈緒ちゃんが
日ごろ使っている言葉で「なかよくしよう」の意。２歳の時に祖母が描いた奈緒ちゃんの
顔の絵をポスターに採用している。
「奈緒ちゃんと同時に、一緒に暮らしている家族それぞ
れの顔も見てほしい」
上映は１１～２４日、３０日、１２月１日。「伊勢真一監督特集」の一環で、これまでの
作品も日替わりで上映される。１２、２０日は伊勢監督のトークショーがある。

【座間９人遺体】再発防止策を検討

年内に報告書

関係閣僚会議
産経新聞 2017 年 11 月 10 日

神奈川県座間市で９人の切断遺体が見つかった事件を受けて開か
れた、再発防止策を検討する関係閣僚会議＝１０日午前、首相官
邸

神奈川県座間市のアパートで９人の切断遺体が見つか
った事件を受け、政府は１０日、再発防止策を話し合う
関係閣僚会議を開いた。菅義偉官房長官は「捜査を通じ
て明らかになった犯行の経緯を関係省庁で共有し、再発
防止対策の検討に活用してほしい」と指示した。
関係者によると、今後、再発防止策を盛り込んだ報告書を年内にまとめる。週明けから
関係省庁の局長級が集まって検討を進めるという。
会議には、国家公安委員長や厚生労働相、総務相らが出席。白石隆浩容疑者（２７）＝
死体遺棄容疑で逮捕＝が、犯行で会員制交流サイト（ＳＮＳ）を利用し、被害者を言葉巧
みに呼び出していたことを重視し、ＳＮＳの犯罪への悪用防止策に焦点が当たった。
今後とりまとめられる報告書には、（１）犯行の経緯や背景（２）自殺に関する不適切な
サイトや書き込みへの対策の検証と強化（３）ネットを通じて自殺願望を発言する若者の
心のケア対策の充実－などが盛り込まれる。
昨年、１９人が犠牲になった相模原市の障害者施設殺傷事件でも関係閣僚会議が開かれ、
精神疾患による「措置入院」の見直しなど再発防止策につながった。

＜ひとキラリ＞元野田市長

根本崇さん回顧録 独自施策

なぜ進めたか
東京新聞 2017 年 11 月 10 日

回顧録を手に「後世の役に立ててもらえれば」と話す根本崇さん＝
柏市で

野田市長を六期務め、昨年七月に退任した根本崇（たか
し）さん（７２）が、二十四年にわたる市政運営を振り返
り、施策の根底に流れる政治理念をまとめた回顧録を出版
した。根本さんは「国の施策に逆らって、こだわりの行政
を進めた。なぜそうしたのか、ぜひ市民に知ってほしい」
と話す。（林容史）
根本さんが「一番の芸術作品」と強調する座生三地区土
地区画整理事業は、途中で業務代行業者が経営破綻した難
事業だった。事業を進める陰で市職員が流した汗を記した。
この他、ゼネコン汚職事件の余波で低価格競争が激化し
たことを受け、労働者の賃金カットを防ごうと、事業者に
一定以上の賃金支払いを求めた全国初の「公契約条例」制定や、障害者の親の会が主体と

なった社会福祉法人の設立など、独自の施策の狙いなどを克明に解説している。
市長を退く半年ほど前から執筆を開始。市職員に目を通してもらい、市議会の議事録と
も照らし合わせて事実関係を確認した。今年初めには、ほぼ書き上げたが、膨大な分量と
なったため、三分の一まで削り、八月にまとまったという。
根本さんは「市民が支援してくれたから市長を六期務めることができた。興味のある部
分だけでも読んでほしい。私はこう考えたが、市民ならどう考えるのか」と呼び掛けてい
る。
Ａ４判で五百二十二ページ、五十三万字に及ぶ。写真は一切、掲載していない。ページ
数の都合で脱原発や消費税増税、介護保険、障害者施策などに関する国への苦言や、自身
を取り巻いた政治状況などは割愛したが、「機会があれば発表したい」と根本さん。
出版を記念して報告会を十五日午後六時から野田市の興風（こうふう）会館で開く。根
本さんが出版の背景を話すほか、各種施策について関係者が当時を振り返る。入場無料。
来場者に回顧録を無料で配布する。
＜ねもと・たかし＞ １９４５年９月生まれ。東大法学部卒。建設省（現・国土交通省）
入省。千葉県水政課長、静岡県島田市助役、建設省大臣官房政策企画官などを経て９１年
に野田市助役。９２～２０１６年、野田市長。１７年に旭日中綬章受章。野田市在住。

ＵＤタクシー広がるか 誰もが乗りやすいが事業者に負担

京都新聞 2017 年 11 月 10 日

お披露目されたトヨタの新型車「ジャパンタクシー」
＝京都市伏見区、京都自動車会館

高齢者や障害者、背の高い外国人でも乗り
降りしやすい「ユニバーサルデザインタクシ
ー（ＵＤタクシー）」が、京都のタクシー業
界に広がろうとしている。トヨタ自動車が１
０月に新車種を発表したことを受け、複数の
会社が導入を開始。国もＵＤタクシーを含む
福祉対応車両の整備目標を掲げて普及を後
押しするが、従来のセダン型より高価なこと
がネックとなりそうだ。
■「インバウンドにも対応」普及へ期待
京都自動車会館（京都市伏見区）で９日開かれたトヨタの新型タクシー車両「ジャパン
タクシー」の出発式。京都府内のタクシー事業者９社や関係者が参加し、各社が今回導入
した濃い藍色の車両１０台がずらりと並んだ。府タクシー協会の兼元秀和会長は「インバ
ウンド（訪日外国人客）にも対応する待望のタクシー。輪を広げてほしい」と普及への期
待を語った。
ジャパンタクシーは、日産自動車の２車種に続き、国が指定するＵＤタクシーに認定さ
れた。床が低く、後部座席が広いため、車いす利用者や身長の高い外国人も乗降しやすく、
荷物の積み卸しも容易だ。液化石油ガスエンジンとモーターのハイブリッドで燃費を高め、
自動ブレーキなど安全技術も備えた。
地場大手タクシー会社は今後、既存のセダン型車両をＵＤタクシーに順次入れ替える方
針という。グループ合わせて府内最大の保有台数を持つ彌榮自動車（下京区）は、来年度
中に８０～１００台を購入する予定だ。保有台数３位の都タクシー（南区）も来年４月ま
でに３６台を導入する。
■補助制度新設も、高価格ネックに
国土交通省は、ＵＤタクシーを含む福祉タクシーを２０２０年度までに約２万８千台と
する目標を掲げる。達成に向けた最大の課題はＵＤタクシーの価格の高さだ。ジャパンタ
クシーは安い車種でも約３２８万円する。彌榮自動車の北川賢持常務は「従来車種に比べ

て１００万円くらい高い。ランニングコストは安いということだが、初期費用の負担は大
きい」と指摘する。府タクシー協会も「中には様子見の事業者もいるだろう」と見る。
国交省はＵＤタクシー１台あたり最大６０万円の補助制度を設けたが、本年度の予算枠
では１社につき多くても３台分しか補助を受けられない。来年度の予算枠も「まだ分から
ない」
（同省旅客課）という状況だ。このため、府タクシー協会は、府や京都市にＵＤタク
シー導入の独自補助を要望している。
京都市を中心とした府南部地域では、来年にタクシーの公定幅運賃が改定される見込み
だ。小型車の初乗り運賃は現行の１・７キロ＝６１０～５５０円から約１キロ＝４００円
台に見直される一方、全体では値上げになると予想される。都タクシーの筒井基好社長は
「値上げによる増収分をＵＤタクシーに投資することで、利用者にも理解を求めたい」と
話している。

「子どもの死」検証を制度化へ 事故や虐待の経緯を集積 朝日新聞 2017 年 11 月 10 日
厚生労働省は、事故や虐待などによる子どもの死亡事例を幅広く検証し、再発防止につ
なげる制度を導入する方針を固めた。「Ｃｈｉｌｄ Ｄｅａｔｈ Ｒｅｖｉｅｗ（チャイル
ドデスレビュー、ＣＤＲ）
」と呼ばれ、死亡に至った経緯を詳細にデータ化するのが特徴だ。
虐待死や保育現場での事故死など痛ましいケースが後を絶たないためで、２０２０年度ま
でに具体的な制度設計を終え、導入したい考えだ。
ＣＤＲは米国や英国などで制度化されている。事故や虐待、病気や自殺などで亡くなっ
た子どもについて、死亡の経緯だけでなく、生活背景や治療状況、育児の実態などをデー
タ化。医師や警察、児童福祉関係者ら有識者が共有して原因を検証する。どうすれば防げ
ていたかを分析し、再発防止策に生かす。
日本でも、虐待死や生活用品による事故などを個別に検証する仕組みはある。だが、捜
査機関から提供される情報が限られるなど、広く死亡事例の詳細を共有し検証する制度は
ない。
厚労省は１０月にプロジェクトチームを立ち上げ、子どもの死亡事例の検証に取り組む
小児科医らから現状の聞き取りを始めた。１８年度中に運営指針や法整備の調査研究をま
とめる。その後、２０年度までに具体的なデータ登録や検証方法などを決める方針だ。
子どもの対象年齢はまだ決まっていないが、日本小児科学会は１８歳未満を提言してい
る。厚労省によると、１６年の１８歳未満の死者は４０３５人だった。同年中の保育施設
での事故死は１３人で、１５年度に虐待で亡くなった子どもは８４人いた。
ＣＤＲについては、同学会などが長年必要性を指摘。５月に衆院で児童福祉法改正案を
可決する際には、付帯決議に「虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例に
ついて死因を究明するＣＤＲ制度の導入を検討すること」と盛り込まれた。
（西村圭史）

児童虐待疑いの家庭に「臨検」訓練、激高してナイフかざした父親
に「さすまた」で対応…滋賀県警と児相が合同で
産経新聞 2017 年 11 月 10 日
児童虐待が疑われる家庭への「臨検」などの訓練

虐待が疑われる児童の自宅を警察官と児童相談所の職員が訪れ、
児童の安全を確認する訓練が大津市内で行われた。
虐待が疑われる家庭で任意の「立入調査」が拒否された場合、児
童相談所には強制力のある「臨検」と呼ばれる調査も認められてお
り、警察官と合同で行う。滋賀県内では臨検が行われた事例はない
というが、今後実施する可能性に備え、手順などを確認しようと実
施された。

訓練は県警察学校（同市御陵町）の模擬家屋で行われ、児童相談所職員や警察官など約
３０人が参加。ネグレクト（育児放棄）の疑いがあり、両親に家庭訪問を拒否されて児童
の安全が確認できない－との想定で実施した。
玄関で調査への協力を要請した児童相談所職員に対し、父親が激高してナイフを持ち出
したため、警察官が「さすまた」を使って取り押さえるなどした。
県警少年課の竹谷均課長は「児童相談所と連携して訓練を重ね、子供の安全確認と確保
を確実に実施していきたい」と話した。

助け求める方法もわからず…「買われた少女」の実情展
示 朝日新聞 2017 年 11 月 10 日
少女たちが「これまでに言われて傷ついた言葉」の寄せ書きの前に
立つ仁藤夢乃さん。
「産まなきゃよかった」
「死ね」などと記されて
いる＝大阪市北区のイロリムラ

児童買春の実情を少女たちが写真や文章１００点で伝
える「私たちは『買われた』
」展が、大阪市で１２日まで
開かれている。昨年から全国巡回しており、来場者はの
べ５千人を超えた。大阪では初開催で、全国から２８人
が体験を寄せている。
繁華街をさまよう子、自動販売機の明かりで暖を取る
子……。写真のかたわらに少女らが「買われる」に至っ
た独白が添えられている。
「母はうつ、父はアルコール依存。担任からは汚いと言われた。男の人たちが喜んでく
れることがうれしかった。性の知識がなく、病気になった。やめておきなと言いたくて（今
回の企画に）参加した」
（１８歳）
「母と彼氏が暮らす家に帰りたくなかった。断れなかった自分が悪い、お金をもらった
自分が悪いと思い込んでいた。全部子どものせいにしないでほしい。知らないのに決めつ
けないで。想像できる人になってほしい」（１５歳）
家庭や学校に居場所がなく、福祉から抜け落ち、助けを求める方法もわからなかった少
女たち。
「援助交際やＪＫビジネスといった、あたかも対等な商取引をイメージさせる言葉
は背後にある困窮や孤立を見えづらくする」と、少女らと展示を企画した一般社団法人「Ｃ
ｏｌａｂｏ（コラボ）
」代表の仁藤夢乃（にとうゆめの）さん（２７）は話す。
少女の居場所づくりにもかかわる仁藤さんは「子どもには指導や注意よりも支えやケア
が必要。何より問われるべきは、子どもの性を金で買う大人たちだ」と指摘する。
会場は北区中崎１丁目のギャラリー「イロリムラ」。正午～午後７時半、入場料１５００
円、高校生以下無料。１１日午後１時半からは北区民センターで仁藤さんの講演会とシン
ポジウム「居場所のない子どもたちに」がある。講演会は入場無料。
「買われた」展・講演
会とも事前申し込みが必要。大阪市北区社会福祉協議会に電話（０６・６３１３・５５６
６、１２日のみ０９０・１２２５・４７８６）を。
（机美鈴）

介護施設を回るコーヒー店
長崎新聞 2017 年 11 月 10 日
元介護職員の男性が今秋、介護施設を巡る移動コーヒー店を始めた。「介護をする人も、
される人も、ほっとリラックスできるような居場所にしたい」。そんな思いで、一杯に情熱
を注いでいる。
出張コーヒー屋「ｉｂｕｋｉ珈琲」代表の小西竜平さん（３７）＝長崎市＝。２０歳か
ら１７年間、介護士として市内の施設などで働いてきた。
転機のきっかけは、施設を訪問していたパンの移動販売店を楽しみにしていた利用者の
姿。好きな商品を自分で選んで購入し、何げない会話を交わす。その表情に、自分自身も

癒やされていた。もともとコーヒーが好きで、休日には飲食イベントなどで腕を振るって
きた。「いつか自分の好きなコーヒーで、介護の現場を笑顔にしたい」。そんな思いを温め
てきた。
常連客と和やかに語り合う小西さん（右）＝長崎
市、戸町ふくし村

９月から本格的に営業を始め、県内４カ
所の福祉施設を巡回している。移動販売車
のほか施設内の空きスペースを借りてコー
ヒーを提供。施設スタッフや利用者、面会
に訪れた家族らの憩いの場となっている。
毎週水曜に訪問している長崎市戸町４丁目
の複合福祉施設「戸町ふくし村」の空きス
ペースでは、利用者の女性（６４）が「い
い香りで、お気に入りの場所」とうれしそ
うにコーヒーを味わっていた。
メニューはオリジナルブレンドコーヒー（３００円）
、カフェオレ（３５０円）など。出
張先も募集している。問い合わせは小西さん（電０９０・３３２３・８９８２）
。

新たな交流の場に 生活支援や配給… ＮＰＯと運営

高松・女木島に高齢者施設
四国新聞 2017 年 11 月 10 日
香川県高松市女木町の旧女木保育所跡地に、高齢者福
祉の拠点施設「女木の里」が完成し、9 日、落成式が行わ
れた。住民ら約 50 人が参加し、島の新たな交流の場や活
動拠点となる施設の誕生を祝った。住民はここを核に、
互いに支え合いながら島の活性化にも取り組む。
女木島は人口約 170 人のうち、70 歳以上が約 7 割を占
めている。超高齢化が進行する中、支援を必要とする高
齢者らを島全体で支えようと、女木地区コミュニティ協議会（西岡藤八会長）は島の活性
化などを目指した事業を計画。2016 年度の国の「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援
事業」の助成金を活用して女木の里を整備した。

マイナンバー、年金機構も活用 来年、書類持参不要に 朝日新聞 2017 年 11 月 10 日
政府は１０日、日本年金機構と自治体がマイナンバー（社会保障・税番号）を使って個
人情報を共有できるようにする政令を閣議決定した。厚生労働省によると、今後、自治体
で各種手当の申請を行う際に年金書類を持参したり、年金事務所での手続きに課税証明書
を持参したりするのが不要になるという。来年１月から試行を始め、３月以降順次、実施
していく方針だ。
自治体やハローワークなどの行政機関がマイナンバーをもとに、専用のネットワークで
住民の情報をやりとりする仕組みは１３日から本格運用が始まる。ただ年金機構では、２
０１５年の約１２５万件の個人情報流出問題を受けマイナンバーの活用が遅れていた。今
年１月から、年金事務所での相談などは年金手帳がなくてもマイナンバーがあれば対応で
きるようになった。

薬の場所まで眼鏡型端末で誘導…時間短縮、調剤ミス防止の新システム
読売新聞 2017 年 11 月 9 日

多くの薬の中から薬剤を探せる眼鏡型端末を着けた薬剤師（神奈川県藤沢市で）＝米田育広撮影

眼鏡型端末が、処方箋に書かれた薬の場所に薬
剤師を誘導してくれる新システムを、ベンチャー
企業のシャンティ（東京都目黒区）が開発した。
作業時間の短縮化と、調剤ミスの防止が期待でき
るという。
システムは、米マイクロソフト製の眼鏡型端末
「ホロレンズ」を活用。これで処方箋のＱＲコー
ドを見ると、薬のある方向を示す緑色の矢印が目
の前に映し出され、薬の引き出しの場所が青白く
光って見える。
薬の引き出しには事前にＩＣ（集積回路）タグを付けておき、手に付けたセンサーを近
づけると端末に「任務完了」と表示される。念のため、取り出した薬の画像も残しておけ
る。
今月中旬には神奈川県藤沢市の調剤薬局で、県の支援を受けて実証実験を行い、使いや
すさをチェックする予定だ。シャンティの担当者は来春には商品化したいとしている。

あす１１月１１日は介護の日

新商品・新サービス相次ぐ

産経新聞 2017 年 11 月 10 日

介護ベッド用羽毛布団「すきまナイト」
。上の布団が手すりにひっかかっても、下の布団が体を包み、隙間
を埋める（フランスベッド提供）

あす１１月１１日は「介護の日」
。内閣府の平成２９年
高齢社会白書によると、高齢者１人を支える現役世代は
２・３人。支える世代は今後さらに減っていく見通しだ。
こうした背景もあって、「大切な人に迷惑をかけたくな
い」と答えるシニアも多く、介護しやすい商品や見守り
サービスも相次ぎ登場している。（牛田久美）
隙間風を防ぐ
６月に公表された高齢白書は、半世紀後の２０６５年、
「現役世代１・３人で１人の高齢者を支える社会の到来」を予測した。
寝具の製造販売業「フランスベッド」
（東京都新宿区）は、介護ベッド用羽毛布団「すき
まナイト」を発売。幅が異なる２枚の掛け布団で、布団のめくれによる隙間風を防ぐ。開
発のきっかけは、納入先の病院などから「寝返りを打つと布団と体の間に隙間ができて、
風邪をひいたり体調を崩す」という声が複数寄せられたこと。２年をかけて考案した。
上側の布団が手すりにひっかかっても、下の布団が体を包み、隙間を埋める。寝返りを
打って下側の布団がめくれたときは、上の布団が背中を覆う。手指が不自由でも自分で布
団を引き戻せるよう「専用カバーに取っ手をつけたのも特徴」（広報ＩＲ課）という。
運転を見守り
シニアの自動車運転を見守ろうと損害保険会社「三井住友海上火災保険」
（同千代田区）
は、来年１月から契約が始まる自動車保険「ＧＫ 見守るクルマの保険」の販売を開始し
た。
車に同社が貸与する車載器を設置し、急な加減速やふらつきなどの危険運転時や、事故
多発地点への接近時に、アラートで注意喚起する。損害保険では初めて、高速道路の逆走
時や指定区域外を走行時に注意を促す。
事故などで大きな衝撃を感知すると、オペレーターが携帯電話などへ安否を確認。対応
の助言やレッカー搬送の手配なども行う。
遠方などで見守る家族には、逆走や指定区域外走行の発生時刻や場所などの情報や、運
転診断レポートを専用アプリで伝える。

同社広報部は「逆走した運転者の７割が６５歳以上で、車での徘徊（はいかい）も増え
ている。安全運転を支えたい」と語る。
介護事業者向けサービスでは、ソフトウエア開発業「シスラボ」（同豊島区）が介護文書
作成ソフト「スマイリオ」を開発。介護ソフトで初の人工知能（ＡＩ）を搭載した。同社
は「一人一人の利用者に合わせた介護計画を作成できる。介護士の経験の差によってばら
つきがあった計画を高い水準で統一し、健康増進を支えたい」という。
■「迷惑かけたくない」 施設への入居を望む
有料老人ホーム・高齢者住宅を運営する「オリックス・リビング」は、４０代以上の男
女１２３８人を対象に恒例の「第１０回介護に関する意識調査」を行った。
自身の介護の相談相手は男女とも「配偶者」が最多で全体の５５％。男女別、年代別に
みると、配偶者に相談する男性は年代が上がるごとに増えたが、女性は減った。女性は配
偶者を頼りつつ、兄弟姉妹や役所など公共機関、子供へ相談相手が広がる。
認知症を発症し大切な人を忘れてしまったとき、施設入居を望む男性は７１％、女性は
８４％。理由はともに「大切な人に迷惑をかけたくな
い」が最多だった。
【用語解説】介護の日
平成２０年に厚生労働省が
制定。高齢化の進行などで介護を必要とする人が年々
増加する中、介護について国民の理解と認識を深め、
介護従事者、介護サービス利用者、またその家族らを
支援し、地域社会での支え合いや交流を促すもの。１
１月１１日は「いい日、いい日」にかけた語呂合わせ。
この日の前後に、全国各地で介護用品や福祉機器の展
示・体験会、介護相談など、関連するイベントが行わ
れる。

小室哲哉さんも出席…秋の園遊会に２０００人

読売新聞 2017 年 11 月 10 日

秋の園遊会でリオ・パラリンピック競泳男子メダリストの
木村敬一選手と歓談される天皇、皇后両陛下（９日午後、
東京・元赤坂で）＝飯島啓太撮影

天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が９日、東
京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、各界の功労者ら
約２０００人が出席した。
会場には、リオデジャネイロ・パラリンピック
で活躍した選手らが顔をそろえ、天皇陛下は、競
泳で計４個のメダルを獲得した全盲のスイマー木
村敬一選手の手を握り、
「各種の水泳競技、なかな
か大変でしょう。練習もね」とねぎらわれた。
両陛下が２～３月に訪問したベトナムで、現地の視覚障害児らとの演
奏を披露した音楽プロデューサーの小室哲哉さんも出席。
「大変良き思い
出です」と振り返る小室さんに、陛下は「ベトナムのために色々尽くさ
れたのですね」と応じられた。
熊本市の大西一史市長は、熊本地震で被災した多くの人が今も仮設住
宅で暮らす現状を説明。陛下からは、
「市民のためによろしく」との言葉
があり、大西市長は復興への決意を新たにしていた。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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