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僕が僕であるために

楽しいから全力で挑戦できるんです！
問 人権政策課人権・同和政策係（☎

パラアスリート

堀江 航さん
ほりえ

わたる

−

、 FAX

−

）

プロ車椅子バスケットボールやパラアイスホッケーの日本代表など、
障害者スポーツの第一線で活躍するアスリートの堀江航さん。障害を負
った後も、それ以前と変わらずに「自分らしく生きる」を貫き、次々に
チャレンジの場を広げてきました。その力強い歩みは、多くの共感を集
めています。どのような経験や思いが堀江さんを突き動かしているので
しょうか。

片足はなくなっても
僕らしい生き方ができると思った

プロフィール
年生まれの 歳。目黒区出身・在住。都立駒場高等学校で全国
高校サッカー選手権大会出場。日本体育大学 年時にバイク事故で左
足を切断。車椅子バスケットボールに出会う。
年に米国にあるイ
リノイ大学に留学。
〜 年には全米大学選手権に出場し、優勝。
年からはパラアイスホッケーを始め、日本代表に選出。
年の
世界選手権Ｂプールで銀メダルを獲得した。
年には、平昌
冬
季パラリンピックに出場。 年前からは柔術にも挑戦し、各種大会に
出場している。

バイク事故で足を切断したのは大
学 年生の時。悲しかったり、つら
かったりはしましたが、めちゃくち
ゃ悲観したわけではありません。病
院で車椅子や義足の人の生活を見な
がら、何とかやっていけると感じた
し、「片足はなくなったが、何もな
くなっていない」と思いました。
それは、海外での体験が大きいと
思います。実はけがをする前、大学
を 年休学して海外旅行に行きまし
た。アジアの途上国も回りました
が、その中で、体に障害があった
り、貧しかったりする人たちに出会
ったんです。日本がいかに恵まれて
いるかを痛感しました。でもそれと
同時に、こうした人たちがそれぞれ

短パンに義足姿でも
注目されない米国は心地良かった
車椅子バスケは、退院してすぐに
友人の紹介で練習に参加し、就職後

人権に関する相談はこちらへ
●人権身の上相談（人権政策課）
面「くらしの相談」参照

●みんなの人権

番（東京法務局）

☎
−
−
受付時間 月〜金曜日 ： 〜 ：
（祝・休日、年末年始を除く）

●東京都人権プラザ
☎
−
、
−
受付時間 月〜金曜日 ： 〜 ：
（祝・休日、年末年始を除く）
ippan̲sodan@tokyo-jinken.or.jp
〈夜間人権ホットライン〉☎
−
受付日時
／ （木） ： 〜 ：

!

の環境の中で、精一杯生きているこ
とも知りました。自分の生き方を変
える経験で、僕も僕らしく生きてい
くべきだと学べました。その気持ち
は、けがをした後も変わりませんで
した。
障害者の中には「この姿を見られ
たくない」というかたもいます。で
もそれって、健常者だった時に障害
者を哀れんだりしていた意識の裏返
しではないでしょうか。僕は障害者
に対して、いい意味で「無関心」
で、障害を特別な目で見る意識があ
りませんでした。だから、自分が負
った障害に対しても特別視すること
なく、けがをする前と同じ気持ちを
維持できたと思っています。

身近な相談相手

人権擁護委員
人権擁護委員は、人権問題に理解があ
り、熱意のある弁護士や教育者など、さ
まざまな職業や経歴の区民の中から、区
長が推薦し、法務大臣から委嘱された委
員です。現在、全国で約 ， 人、区内
では 人が活動しています。
人権擁護委員による相談は、区や東京
法務局（左記）で行っています。

本格的に始めました。体を動かせる
ことが魅力だったし、スピーディー↗

↗でゲーム性に富んでいるのが面白か
ったですね。バスケ用車椅子は操作
が難しく、チャレンジしがいがある
ことも良かったかもしれません。
そうして 年半ほどたったころ、
米国遠征に誘われてイリノイ大学の
練習に参加させてもらいましたが、
そこで衝撃を受けたんです。練習環
境、コーチの質、プレーの激しさが
日本とは全然違う。絶対にここでプ
レーしようと決意して、帰国後、会
社に辞表を提出しました。
米国には 年いましたが、彼らの
スポーツ文化には共感することが多
かったです。日本は体育の影響もあ
り、スポーツは規律重視。練習中に
笑ったりすると「まじめにやれ」と
怒られる。ところが、米国では一生
懸命と楽しくが両立している。コー
チの指示が絶対の日本の選手は、プ
レー中に自分の判断で動けなかった
りしますが、米国ではそれがない。
小学 年生まで、目黒区内のサッ
カーチームに入っていました。実は
あまり強いチームじゃなかったんで
すが（笑）、コーチに恵まれ、自由
にプレーさせてもらっていた。だか

ら、スポーツは自由に楽しくという
気持ちがずっとありました。米国で
の経験を通じて、この考えが間違っ
ていないことを明確にできたと思っ
ています。
障害者を取り巻く環境の違いも感
じました。まず物理的バリアー（障
壁）が低く、障害者用トイレやエレ
ベーターなどがなくて困るというこ
とがありません。だから自由に外へ
出掛けられる。町中はもちろん、夜
のバーでも車椅子の人が普通に過ご
しています。障害者の存在がどこで
も当たり前なので、障害者への心理
的バリアーもとても低いんです。
米国が多人種国家ということも関
係していると思います。人種も出身
国も人と違うのが当たり前で「これ
が普通」の基準がない。だから、障
害者を「普通から外れた特別な人」
とは見ないんです。そうした環境
は、僕にはありがたかった。
例えば、日本で短パンに義足スタ
イルで街を歩けば、周囲の視線をい
や応なく感じますが、米国ではそれ
がない。ストレスがないので楽でし
た。

／ （金） ： 〜 ： （ ： 開場）
区民センターホール（目黒 − − ）
人（先着）。保育（未就学児）希望者は、
／ までに、人権政策課人権・同和政策係
（☎
−
、 障 FAX
−
）へ電話予約

※来場者（先着
人）に、目黒本町福祉工房で製
作した、来年の「えと土鈴」をプレゼント
講演

10年介護
車椅子の母と過ごした
奇跡の時間

時間
： 〜 ：
講師 フリーアナウンサー 町亞聖氏
※手話通訳・要約筆記（話の内容を要
約して文字を映し出す）あり

★めぐろ区報は、日本語に加え英語・中国語（簡体・繁体）
・ハングルで読めるデジタルブックを配信しています。

東京
パラリンピックをてこに
障害児のスポーツ環境整備を
最近、カヤック（パラカヌー）を
始めました。 年後の東京パラリン
ピックに、代表として参加するのが
目標です。
車椅子バスケだけでなく、多くの
競技に挑戦するのは、単純に楽しい
のが理由ですが、一人の人間がいろ
いろなスポーツに親しむ文化を広げ
たいという狙いもあります。
米国の子どもたちは、冬にバス
ケ、夏はテニスなど、シーズンごと
に違う競技をプレーしています。そ
れによっていろんな筋肉を使うの
で、故障も防げるようになるんで
す。ところが、日本は一年中、野球

漬け、サッカー漬け。これを変えた
い。まずは僕が実践です。
障害者スポーツは今、東京オリン
ピック・パラリンピックを 年後に
控えて、一種バブル的な注目が集ま
っています。大切なのは、このバブ
ルをどう利用するかです。
実は障害を負った子どもたちがス
ポーツを楽しむ環境は立ち遅れてい
ます。ぜひそこに目を向けて欲し
い。ジュニアの選手や子どもたちの
育成プログラムを、パラリンピック
のレガシー（遺産）に据えるべきだ
と願っています。

お互いの多様性を
尊重していくことが大事
自治体や学校からの講演依頼で
は、「足を切断した後、スポーツを
通じてどん底からはい上がった」と
いったストーリーを期待されること
もあります。でも、それは僕の経験
とは違うし、違和感があります。そ
れを打ち破っていきたいと思ってい
ます。
僕のように義足だったり、あるい
は車椅子だったりすると、その障害
が見た目で分かりますが、障害者の
中には外からは障害が見えない人も
いる。また、健常者の中にだって体
の不調や悩み事を抱えている人はい
ます。障害者と健常者の差異はどこ
なのか。
こう考えていくと、「障害者だか
ら助けましょう」ではなく、障害者
であろうと健常者であろうと、皆が
それぞれの考え方、生き方を尊重し
合えばいいんだと気づくのではない

でしょうか。人を完全に理解するこ
とは無理だからこそ、分かってあげ
ようと思う気持ちを僕は大切にした
い。分かったつもりになって、自分
を押しつけるのが一番だめですよ
ね。
そんな気持ちで話をさせてもらっ
ていますが、学校での講演後にいた
だく感想文の 〜 割は「足を失っ
ても、くじけないで頑張ってえら
い」的な内容で（笑）。でも、子ど
もたちにとっては、僕のような障害
者と接することだけでも、意味があ
ると思っています。社会にはいろん
な人がいると、知る機会になるから
です。また、もし将来、子どもたち
が障害を負ったり、大きな悩みを抱
えたりしたときに、「あの人は楽し
そうにしていたな」と僕を思い出し
てくれれば、それが力になるかもし
れないですから。

人権週間区民のつどい
日時
会場
定員

５

希望者は
当日会場へ

パラアイスホッケーで
活躍する堀江さん

知ってますか?「世界人権宣言」
すべての人間は生まれながらに自由であり、基本的人権を持っ
ているということを宣言した国連決議が、世界人権宣言です。
１９４８年１２／１０の第 回国連総会で採択され、今年７０周年を迎えま
した。

差別解消に向けたさまざまな法律が施行されています

小・中学生人権啓発

なくそう！

標語作品展

差別につながる
身元調査

日程

／ （土）
〜 年 ／ （木）
最終日は ： まで
（ ／ 〜 ／ を除く）
会場 総合庁舎本館 階西口ロビー
Ⓒ
「ペコロスの母に会いに行く」
製作委員会

年度区長賞受賞作品
＊学校名・学年は受賞当時

映画

時間
内容

： 〜 ：
重度の認知症がある母と団塊世
代の息子との親子愛を描く物語
監督 森﨑東
出演 岩松了、赤木春恵
※日本語字幕付き

A digital book is delivered．

「つめたい言葉は 心の凶器
あったか言葉は 心の包帯」
上目黒小学校

年

家田まひなさん

「受けいれよう
違う個性は あたりまえ」
第八中学校

年

金子直樹さん

問 戸籍住民課戸籍証明係

（☎

−

）

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
などを、不正に取得する事件が明ら
かになっています。このような不正
行為は、プライバシーの侵害に当た
るだけでなく、人権侵害にもつなが
ります。
区は、不正取得の防止に努めると
ともに、不正取得が明らかになった
場合には、本人にその事実をお知ら
せしています。

障 は、障害があり、電話で申し込みできないかたのみFAX可

