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自分の経歴

赤井秀一
自分の経歴
高校はｋ高
校で４年間
過ごして、
定時制だっ
たので、通
学して勉強
して帰宅す
るだけの生
活でした。
記憶にある
のは電車が
しょっちゅ
う人身事故
で停止して
いて帰宅にタクシーをよく使うと
いう生活をしていました。
卒業後は、鉄道の保線工として働
いていたけれど夏場だったので砂
漠のような暑さをおぼえていま
す。
大けがをして１０日間でくびにな
りました。
給料は、日給１２０００円で深夜
手当もあって月給で４０万円は、
あります。

みっこ
朝来た時に、昼食用の米２合、水
洗いをしっかりと丁寧に洗えまし
た

お皿とスプーンが一個ずつ洗える
ようになりました。
掃除当番がうまくできました。
体操は難しくてわからなくなりま
したが、ウォーキングではしっか
りと歩けるよ
うになりまし
た。
コップ洗いを
しっかりまじ
め に し ま し
た。
ことばづかい
を丁寧に言う
ことにしまし
た歩いたとき
に少し足が痛くなりました、歩く
ときに足がおかしくなりました

アニマル

就労支援Ｂ型 こぐまくらぶ
就労支援Ｂ型、生活介護木の根学
園
就労支援Ｂ型キッチンそら
就労支援Ｂ型貴和

ヴィッセル愛

自分の経歴は、常に何かにこだわ
り続ける経歴と言っていいでしょ
う，そのこだわりが良い方向なの
か悪い方向なのか問い続ける経歴
それが自分の経歴です。

Ｓ・Ａ
１９８５年１１月７日西明石に生
を受ける。
ｈ小学校を入学・卒業する。その
後、大久保町に居住をうつし 中
O
学校を入学・卒業をする。自衛官
になりたい一心で兵庫県立ｈ学校
に入学・卒業をする。３年間の寮
生活で学んだことは多く、その後
の自分の人生に大きく影響をし、
左右し自衛官の隊員時代の出来事
は、それ以上に大きく再び人生に
左右をされる。それまでの出来事
を時系列で振り返る。
小学校を卒業し新たな土地で新生
活を再開する。中学１年生でいじ
めを受け、その当時同級生で片思
いをされる女子に救われる。その
時、悔しさで号泣をし、心の中で
鬼の決意をする。
（自分自身を守れな
い者が、どうやって
大切な者を守れない
のか）、俺は強くな
る （ 自 衛 官 に な
る）。誰よりも強く
なり、剣と盾にな
る 。 精 神 的 に どん 底
になってた当時
は、１分間ごとに
発狂をする毎日を
過ごす、医者いわ

く（よく毎日こんな状況で学
校にいけたな）。１５歳当時
卒業を前に（その当時夜中の
３時まで）受験勉強をするな
か、学校に は行けないときもあ
った。猛勉強の末、当時倍率３０
０倍の狭き門を潜り抜け無事に合
格を果たす。目の前で不合格者が
腰を抜け脱力をする姿を今でも思
い出す。同じ日に、当時の担当の
教師が俺以上に号泣し抱き着いて
きた。（ｓ学校）。この高校は農
業の後継者を育てえる場でもあ
り、その反面自衛官育成学校でも
ある。その厳しさは入って一週間
で思い知らされた。
「この地域は兵庫県でも田舎の地
方にあたり、周りはほとんど農
地、電車も１時間に一本ディーゼ
ル車一車両のみ駅員も一人もいな
い 、 当然街灯も少ない」。 脱 走 す
る気すらおこせない。遠くから来
ているものは強制的に３年間の寮
生活つまり、田舎の土地での親離
れつまり、身の回りの
ほぼすべての事は自分
でやる。この高校は体
育学校上下関係・縦と
横の繋がり・決まり
事・守り事にも厳しく
一つでも間違えると厳
しい罰則、時には体罰
もあった。（男子は坊
主）学校の授業の半分
は農業、体育は柔道残
りは寮生活。先輩が横
を通ると後輩は、左に
より頭を地面につける
様に敬礼。先輩が食堂
に入るとこは後輩は全

て後ろに下が
り、先輩が食堂
に入るまで同じ
く頭を下げる、
ご飯は先輩の後
（後輩は全て先
輩に尽くした後
に）。寮生活の
一日は朝５時に
起床、農業担当
の者は農地へ、
それ以外の者
は、掃除、走り
込み、その他洗
濯・炊事・全ては自分でやる。部
屋には机と・ベッドだけそれ以外
は全て禁止これが基本。月に一度
現役の自衛官が誘いに来る、卒業
生の大半が自衛官に、これがこの
学校の自衛官学校の由縁。ただ厳
しいだけではなくカナダの留学も
あり、この土地での商売もしてい
た。卒業後当然のごとく自衛官に
なるための試験を受ける１度目は
不合格、寮生活が長すぎたための
学力不足、世間を知らな過ぎた。
その後元町のオフィスにスーツと
受験道具を一式に持って、頭を下
げた。オフィスから自動車学校に
手配が回り潤滑にスタートをし
た。その方２等陸尉であった。２
回目は合格最初の配置は香川駐屯
地、自分の初めての任務は偵察隊
の分隊長（２等陸士）入隊して２
か月の事。その後も厳しいし訓練
が続きやめていく者も多くただし
自分の部隊は、誰も脱退する者は
いなかった。当たり前だが兵隊は
命がけ戦場では恵まれた環境など
ないそれを分からないものは消え
て当然、心身ともに強い物だけが

生き残り弱い者は消えて
いく。生き残った者は、
それ以上に互いのきずな
も強い。訓練のなかでテ
ントに催涙弾を放り投げ
耐えろという訓練があっ
た、その後自分の上官も
同じテントの中に入っ
た。その衝撃が絆となっ
た。所属期間は海外派
遣・災害派遣・演習・転
勤（派遣）・合同訓練・
大会出場など様々な任務
をこなした特に大会では
長距離走では優勝、格闘技では団
体戦３位。退官後は専門学校（化
学）に入学をし、２年間研究チー
ムのリーダーとして、研究発表は
５００人以上の企業の社員の前で
の発表で高い評価を受け、経済新
聞に研究発表を記載された。その
後一般企業に就職正社員として５
年間務めた。作業中に事故にあい
手術をする程の大けがをし、２年
間のリハビリをした後に退職。そ
の後介護士として２年間つとめた
仕事の帰りに交通事故を起こし、
刑事事件になったがその後病院の
検査で癲癇と分かり、事件は書類
送検となった。自 宅 療 養 が ３ 年 程
続いた後に、市役所の勧めで神
戸の就労移行センターでお世話
になったが、トラブルの連続で
施設をさり自力で就職活動にな
り、ペットショップに正社員と
して勤務をした。就職先でトラ
ブルの連続（自分の障害をネタ
にしていじめがあった）退職そ
の後、通院先の勧めでジョブエ
ルに通うことになった。

半蔵
３１歳の時に、神戸に帰りこれか
らの人生をどうしようかと悩んで
いた時に同級生の友達に冗談半分
でお見合いを
しました。
第一印象は片
岡鶴太郎に硬
派人だなと思
いました。
職人気質で気
が短く会う度
に喧嘩ばかり
していました
が、何故か別
れるきにはなりませんでした。
主人に女将になってくれと言わ

た。毎日売上金額を稼ぐのに悪戦

私の人生は３６０度変わりまし

きず、受け入れることにました。

をしてくれたので、断ることがで

何を思ったか、２回もプロポーズ

笑しました

は笑いのツボが浅いのですごく爆

主人の理想は高島礼子でした。私

れ、到底、無理だと断りました。

写真が入ります

しました。喧嘩は絶えま

り、サポートすることに

天涯孤独になることを知

から８年の月日が流れ、

婚も経験しました。それ

喧嘩していくうちに、離

を取得しました。主人と

しまいました。そして介護の資格

しかしながら数か月後に他界して

をしました。

考え、面倒を見ながら介護の勉強

血で倒れて兄の看病をするべきと

それから間もなく兄がくも膜下出

家を立てたら。出ていけと言われ

験しています。

災の復興にも携わり、デフレも経

阪神淡路大震

ます。

たことがあり

旅行にも行っ

す。フランス

経験していま

バブル経済も

ます。

し、今に至り

院をくりかえ

何回かの入退

していました。

く。これが自分の経歴です。

ニックで初めて自分の障害に気付

職する。知人に紹介されたクリ

先輩と会話が噛み合わず退

２回ほど会社に就職しても

はなくなった。それから、

ことができ卒業までいじめ

るが担任の先生に相談する

一年の時にいじめを経験す

た。高校はｈ学校に通う、

ど色んな事があって卒業し

通うこの時にも登校拒否な

受け、中学校はｂ中学校に

学校在学時にいじめなどを

校に転校して卒業する。ｋ小

る暇も惜しんで取得出来ました。

せんが。仕事に専念する

ました。

を寝

ことが出来たので。まあ

苦闘しながら、調理師免許の勉強

いいか、と思い安心して
支えることにしました。

ｔ小学校に一年と三か月でｋ小学

１９９８年６月１０日 明石市
藤が丘で生を受け、保育園は、明
石にあるｍ保育園に通う。
幼稚園は、ｔ幼稚園で、小学校は、

ジェネラル

神戸市に来て２回、引っ越しをし
ています。保険はまだ国民健康保
険です。これが私のプライドで
す。神戸っ子になって、１２年で
す。

たっちゃん
三木生まれ、三木育ち、高校は小
野です。大学の受験に失敗しまし
て、それを苦にして病気になりま
した。
実家が建築専門の鉄工所でして、
親からは罵声を浴びながら仕事を

主に寄付いただいた
古着などを低価格で

洋品雑貨
アクセサリー
サングラス
キャップ（帽子）
中古 DVD
キャラクターグッズ
フィギュア
etc.

販売するリユース店です。
100 円から、高くても

1500 円位までの魅力的な
価格と品揃え。
アクセサリー、小物類など
もあります。
ぜひ一度、足をお運びくだ
さい。不要な衣類などの寄
付もお受けいたします。

2 号線沿いの
赤い看板が
目印です

収益の一部は「CP 神戸（ 脳性小
児麻痺がある方の 7 人制サッカー
チ ー ム）」の 運 営、お よ び カ ン ボ
ジアの子供たちへの教育支援をす
る「NPO 法人 スロラニュプロジェ
クト」の社会活動へ寄付されます。

- リユースショップ -

至明石

人丸前駅

山陽電鉄
至大蔵谷

日新信用金庫
休天神社

郵便局
人丸前交差点

国道 2 号線

バス停 休天神前

歩道橋

ありがたや専用

P

℡ 080 - 6215 - 3939
営業時間：AM 10:00 ~ PM 4:00
（毎週日曜日はお休み）
〒673-0873 明石市大蔵中町 3-9
ツイッター

インスタグラム

・山陽電鉄「人丸前駅」から歩いて 3 分

・JR 明石駅からバス 5 分休天神前下車 1 分
・専用駐車場もあります

オフ・コレクション

OFF
100クーポン

★本件は500円以上のお買い上げで一枚使用できます。

就労継続支援型 B 型作業所の店

オフ・コレクション

100 OFF

クーポン

★本件は500円以上のお買い上げで一枚使用できます。

編集
後記

PIXIXS

康子
ジョブエルにいれてもらって
もう１年半になるのにまだ朝
から来てはいません。皆さん
に励まして頂いて昼からの週
１から、１１時頃に毎日来る
様になりました。６月には１
０時に毎日来るようにな
りたいです。

Vol. 11

ジェネラル
最近は卓球をする事が
多く、卓球関連の動画
を繰り返し見て出来る
ような技があれば、実
際にプレイして得点す
る事が出来とても嬉し
かった経験をしたのが
最近の私の状況です。

S・A
ジョブエルに通所をし
て約１年色んな環境変
化が起きたと感じてい
ます。特に大きな変化
は、自分の症状が少し
軽くなったように感じ
たこと。周りの人への
接し方が、穏やかに
なったこと。

みっこ
楽しくまじめに出来ま
した。

【事業概要】
☆ジョブエル
定員●自立訓練 20 名 （利用期間 2 年）
☆オフィスジョブエル
定員●就労継続支援 B 型 20 名
対象●発達障がい、精神障がい、
及び中途障がいでお悩みの 18 歳以上の方
社会参画を意欲的に目指している方
通所可能な方
訓練日時：月～金曜日 10 時～15 時
運営●一般社団法人 伸楽福祉会
協力●有限会社サム・スペード

アニマル
私は始めてジョブエル
に来たときは緊張しま
した。
ジョブエルに来て、約
半年経って大分慣れ
て、皆様とコミュニ
ケーションが図られ、
毎日楽しく通所してい
ます。

