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とき：2017.11.23（木・祝）13:00-14:20 
場所：ウェルとばた（北九州市戸畑区） 
主催：北九州セルフハート会議 
テーマ「この 37 年の間に私が出会ったセルフヘルプグループ：個人的体験をもとに」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 

1. 「自助」という言葉の使われ方 

2. 自助グループの定義について語ること 

3. 体験談を語ること 

4. 体験談の力 

5. 私が自助グループを研究するようになったきっかけ 

6. 自助グループの研究の少なさと、研究者の特徴 

7. 「アル中になって良かった」  

8. 一般の人には理解できない 

9. 「わかちあい」「ひとりだち」「ときはなち」 

10. 時空を超えた仲間意識 

11. 専門家の発想と当事者の発想は違う 

12. 「二つの帽子」問題 

13. 専門家の訓練を経た「ピアサポーター」の問題 

14. 先行く人から学ぶ 

                                     

ただいま、ご紹介いただきました、上智大学の岡と申します。このたびは、このような

場所にお招きいただき、ありがとうございました。昨日の夜、羽田空港から北九州空港

につきまして、昨日の夜に大慌てで今回の講演のための原稿をつくりました。ずいぶん

前からご依頼をいただいていたのに、いろいろな事情がありまして、もう直前になって、

ほとんど徹夜に近い状態で準備するということになってしまいました。そのため途中至

らない点があると思いますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 さて、このご依頼をいただいたときに、有名人でもない私がどうして遠く九州から、

お招きがあったのだろうと、とても不思議に思いまして、ぜひ一度、講演の前に主催者
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のみなさんにお会いして、どうして私に依頼があったのか、どういうことをお話するこ

とが期待されているのか、それを知りたいと思いまして、今年の 8 月の末、もう 3 ヶ月

前になりますが、いちど、この主催者のみなさまにお目にかかったのですね。 

 それで「どういうことをお話すればいいですか」と、お尋ねしたところ、いろいろ御

意見をお聞きしたのですが、いちばん印象に残ったのが、「セルフヘルプグループとい

うのは、いったいどういうものなのか、その定義について知りたい」ということでした。 

 その定義についてお話する前に、ひとこと言葉の使い方について説明しておきますと、

私の、このレジュメでは、「セルフヘルプグループ」を「自助グループ」と言い換えてい

ます。セルフというのは、セルフサービスの「セルフ」で自分ということですね。ヘル

プというのは、ヘルパーの「ヘルプ」で「助けて」ということなので、セルフヘルプは、

昔から自助と訳されているのです。ですので、私のレジュメでは、セルフヘルプグルー

プのことを自助グループと言い換えています。 

 特に深い意味はありません。「セルフヘルプグループ」というと字数が多いけれども、

「自助グループ」というと字数が少なくて済む、というぐらいの意味です。それからセ

ルフヘルプグループというと、ちょっと舌を噛みそうになるぐらいに難しいんですね、

私には。ですので、ここでは簡単に「自助グループ」と呼びたいと思います。 

 

 「自助」という言葉の使われ方 

 

申し遅れましたが、私は社会福祉学科の教員で、専門も社会福祉です。ちょっと話は、

はずれるかもしれませんが、社会福祉の関係者は、昔は「自助」という言葉を慎重に使

っていた歴史がありました。 

 というのは、「自助」とは、以前は、生活保護を受けないで生活するという意味で使わ

れることが多かったんですよ。 

 でも、現実には、昔からセルフヘルプグループのメンバーは、生活保護を受けて生活

している方はいっぱいいらっしゃるわけなので、「自助グループ」というと、なんだか

実態に合わないような響きがあったわけです。 
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 しかしながら、いまの日本では「自助とは、すなわち生活保護を受けないこと」とい

うニュアンスは、すでにありませんので、私なども安心して、といいますか、普通に「自

助グループ」と言っています。 

 少し話がずれましたが、私が、ここでいう自助グループとは、セルフヘルプグループ

のことだと考えてください。同じ意味のことなんですね。 

 

 自助グループの定義について語ること 

 

話は戻りますが、「自助グループの定義について語ってください」というご依頼を聞い

たとき、私がパッと思ったのは「ちょっと困ったな」ということだったんですね。とい

うのは、定義、特に学問的な定義というのは、お話ししても、きっと、みなさまには、

あまり面白くないものだと思うのですよ。学校の授業を受けているみたいな感じになっ

て、みなさん、眠ってしまうんじゃないかなと心配になってしまうんですね。 

 じゃあ、学問的な定義のかわりにイメージ的なことをお話しようとすると、これも難

しい。というのは、自助グループというのは、いろんな形、いろんな姿をしていまして

ね、決して一つの典型的な姿というものがあるわけではないんですよ。 

 それで、いろいろ考えた結果、私が出会った、いままでの、いろんな自助グループの

ことを、体験談ふうに、いろいろお話してみようかと思ったわけです。それで、みなさ

ま、それぞれが「自助グループというのは、いろんな形があるんだな」と思っていただ

いて、それをもって、みなさんが関心をもっていらっしゃる自助グループが、どんな形

になるのか考えるヒントにしていただきたいと思ったわけです。 

 そんなこんなで、この私の講演のタイトル、いかにもダラダラとしたものですが、「こ

の 37 年の間に私が出会ったセルフヘルプグループ：個人的体験をもとに」ということ

に決まったわけです。 

 

 体験談を語ること 

 

それから、このタイトルには、もうひとつ隠し球があるのですが、それが「個人的体験

をもとに」というところなんですね。 
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 「体験談」ではなく、「個人的体験」と書かせていただいたのには理由があります。 

「体験談」というのは、自助グループの一番大事なところで、断酒会などでは「例会は、

体験談に始まり、体験談に終わる」と言いますよね。自助グループとは何か、簡単に言

えば「体験談」を語り合うところなんですよ。そういう大切な話を「体験談」というの

で、私のように当事者ではない者が、軽々しく「体験談」という言葉を使うべきではな

いだろうということで、「個人的体験から」という間接的な言葉で表現させてもらいま

した。 

 とにかく大事なことは「体験談」を語るということなんですよ。断酒とは何かとか、

精神障害とはどういうものかとか、日本の福祉社会はどうあるべきかとか、日本の医療

はどうあるべきかとか、そういう理論とか理屈を論じ合うところではないんですね。自

分は、これこれこういう体験をしたと、そういうことを語り合うのが、自助グループな

んです。理論とか理屈を議論しあうとね、誰が正しくて、誰が間違っているかという議

論になるでしょ。「そういう議論をしない」というのが、自助グループのいいところな

んですね。 

 さて、ここで、みなさまに問題をひとつ出したいと思います。プリントを見ていただ

けますか。問①ですね。読んでみます。 

 「個人の体験談なんて、人によって違うものでしょう？ なぜ、それが私の役にたつ

のでしょうか」という疑問に対して、あなたならどう答えますか、という問題なのです

が、どうでしょうか。 

 私は大学の授業でも、だいたい 10 分ごとに質問をして、学生さんに答えてもらって

います。こちらでも眠くなってしまうのを予防する意味でも、少しお隣どうしで、よか

ったら、ちょっと話し合ってもらえますか。お一人で考えたいということであれば、そ

れでもけっこうです。2 分ほど時間をおきたいと思います。では、どうぞ。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。「個人の体験談なんて、人によって違うものでしょう？ 

なぜ、それが私の役にたつのでしょうか」という疑問ですよね。これには、逆に、こう
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問うてみてはいかがでしょうか。体験していない人の話には、みなさん、納得できます

でしょうか。 

 

 体験談の力 

 

私は、いろんな自助グループにかかわってきましたが、いまは自死遺族、家族が自ら命

を絶たれた方の自助グループのお話をうかがうことが多いのですが、みなさん言われま

すね。「これだけは、体験した人でないとわからない」と。「カウンセリングの訓練を受

けました」とか、「死別の苦しみについて大学で学んできました」とか言っても、やっぱ

り実際に体験してみないと、この気持ちはわからないと、みなさんおっしゃいます。 

 あるアルコール依存症のかたがおっしゃっていましたが、自分は、ずっと酒を飲んで

きた、と。もう、命をかけて酒を飲んできた、と。その酒を止めろと医者から言われた、

と。で、その医者に言いたかったそうですよ。「あんたに何がわかるんだ。医学部で勉強

してきたかもしれないが、ずっと酒を飲んできたワシに酒を止めろなんて、どの口で、

そんなことが言えるんだ」と。「ずっと酒を飲んできたワシから、酒をとったら何が残

るんだ。何も残らん！ 酒なしで、どうやって生きていけばいいんだ」と。「医者は何も

わかっておらん」というわけですね。でも、そのかたも同じように命をかけて酒を飲ん

できた人の話なら、聞いてみようという気になるそうですね、なぜって同じ体験をして

きた人なんですから。体験談って、そういう力があるんですよ。 

 これも断酒会で聞いた話だったと思いますが、ある高校生の女の子が「寝るときは、

パジャマを着ないで、外に出る服を着て寝るんだ」という話をされて、「ああ、そうそう

私も、私も！」という話で盛り上がったと。つまり、夜、お父さんが酔っ払って帰って

くると、みんな家の外に逃げなければいけない。だから、パジャマは着ない。外に出ら

れる服を着るわけです。それから、高校の制服などは、家の外のベランダのあたりに隠

しておく。家のなかにおいておくと、お父さんが、酔っ払ってぐしゃぐしゃにしてしま

うんですね。「ああ、それ、私もやってた！」と、子どもたちが笑いながら話しているわ

けですが、これなどは、なかなか体験した人でないとわかってくれないわけですね。 

 私が最近聞いた話で印象的だったのは、自死遺族のかたの体験談で、一人息子だった

か、娘だったかを亡くされて、もう悲しくて悲しくて、しかたがない。夫婦で骨壺を抱



セルフヘルプ・フォーラム 2017 in 北九州                                 2017.11.23. 

 

上智大学 岡 知史 6 
 

きしめて、ずっと泣いていた。それで泣いても泣いても悲しいものだから、子どもの骨、

遺灰ですね、それを少しずつ夫婦で口に入れていた。それで気づいたら、すっかり骨壺

が空っぽになってしまってびっくりしたという話があるんですね。これも体験談です。 

 それで、そのご夫婦は「私たちは、すっかり子どもの骨を食べてしまった。私たちは

頭がおかしくなったのでしょうか」というわけですよ。それを聞いた自助グループのメ

ンバーは「大丈夫ですよ。気持ちはとてもよくわかります。お腹は大丈夫でしたか」と、

頭ではなくて、お腹のことを心配してくれたというわけですね。 

 自助グループで一番大切なのは「体験談」だという話をしました。自助グループでわ

かちあわれる「体験談」というのは、いまのような、亡くなった子どもの骨をすっかり

食べてしまったというような強烈な「体験」ですよね。 

 ディズニーランドに行った「体験談」とは違うわけですよ。雨の日に傘をもっていく

のを忘れて困ったというようなことは「体験談」じゃないですよ。なかなか人に言えな

いことで、強烈な体験なんですね。「なかなか人に言えない」のは、誰もわかってくれな

いだろうという気持ちがあるからです。でも自助グループにいくと、同じ体験をしてき

た人たちの集まりだから、ぱっとわかってもらえるんですね。 

 私は、ずいぶん昔、同性愛者の人たちの自助グループのお話を聞いたこともあるので

すが、そのとき、ある同性愛の方がおっしゃっていましたが、自分は男なのに、女性に

興味がもてない。高校生になって周りの友達が、女の子の話をしたり、エッチな話をし

ているのに、まったく心が引かれない。いや、それは、どうしてなんだろうと、すごく

悩んだ、と。そのかたは、私と同世代のかたでしたから、若いときはインターネットの

ポルノなんて無いわけですね。だから、苦労をして、ものすごいいやらしい写真集を買

ってきて、「よし、俺は、ぜったいに、すごく興奮してやるぞ！」と、もう悲愴なまでの

決意をして、その写真集を読んだ、と。でも、やっぱり興奮できなかった、というその

ときの絶望感と孤独感は、すさまじかった、というのですが、そのときの気持ちは、や

はり当事者ではないとわからないものがあると思うのですね。 

 まあ、今の若い世代の同性愛者の人たちの感覚は、きっと違うのでしょうが、私の世

代ですと、私の若いときは、同性愛者というのは、世の中にはいないというか、目に見

えない感じでしたので、そのかたの絶望感、孤独感というものは、たいへんなものだっ

ただろうなと思うわけです。 
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 私が自助グループを研究するようになったきっかけ 

 

ところで、私は、この自助グループの研究をしてきて、よく聞かれるのは「どういうき

っかけで自助グループを研究しようと思ったのですか」という質問なんですね。 

 これには非常に長いストーリーがあるのですが、手短に話しますと、私は大学生のこ

ろ障害児施設でボランティア活動をしていたんですよ。それで、私が大学生のころは、

まだ大学に学生運動が残っていましてね。学生たちが自分の意見を壁新聞に書いたりし

ていたんです。私も、そういう学生でして障害児施設でボランティアをして感じたこと、

考えたことを壁新聞のような紙に書いて発表したんです。 

 そうしたら、身体障害者の自助グループの人たちの目にとまって「何にも知らない学

生が、とんでもないことを書いている」ということで、これも学生運動が華やかな時代

によくあったのですが、「糾弾集会」といいまして、みんなで集まって敵を囲んで議論

でやっつけるという集会があったんですよ。私は、その障害者の糾弾集会の対象になっ

てしまいましてね。「おまえは、どうしてあんなことを書いたんだ、何も知らないくせ

に！」というわけですよ。 

 まあ、あの学生運動の時代を知らない人たちには想像もできないでしょうが、よって

たかって大勢の人たちから、バンバン言われちゃうわけです。私のほうは、一人なんで

すが、周りを障害者とその応援団みたいな人たちにぐるりと囲まれて、朝から夕方まで

「おまえに何がわかるんだ！」と言われるわけですよ。 

 で、そのとき精神障害者の方だと思うのですが、私にこう言ったんですね。「君は、差

別は許せないというが、僕たちは、差別によって殺されるかもしれないんだ。君にとっ

て、差別とは何なのだ！？」と。 

 それを言われて、ハッとしましてね。私は障害者差別によって生きていけなくなると

いう思いはしたことがなかったし、いまも無いわけです。でも、障害者の人たちは、差

別によって生きていけないわけですね。それくらい障害者差別というのは、障害者のか

たにとっては深刻なものなんですね。だから「障害者のことは、障害者のかたが一番よ

く知っている、当事者のことは当事者が一番よく知っているんだ」ということは、その

ときに私が教えられたというか、たたき込まれたというか、そういう感じなんですね。 
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 それで、その障害者たちは「おまえは障害者について何もわかっていないから、障害

者の介護をしろ！」と言うわけですよ。あの当時の学生運動があったころの社会を知ら

ない人には想像しにくいと思いますが、こうなってしまっては、どうにもこうにも逃げ

られないわけでして、それで、その障害者たちが施設を出て地域で過ごしているところ

に行くわけですね。 

 そうしたら、糾弾集会での表情とはうってかわって、なんだかみんな優しくてね。「さ

あ、買い物、行くわよ。洗濯手伝って」とか、障害のある女の人から言われたりして。 

 それから、いろいろな障害のある人が、ひとつの家に集まって話し合ったりしている

会があって、それにも出ることになった。そこには、結婚して子育てしている人もいた

し、なんかみんな、わきあいあいと楽しそうで、しかも議論のなかでは、それぞれはっ

きりと自己主張されているしね、すごいもんだな、と思いましたよ。 

 そこで「岡さん、あんたは、どういうことで障害者の問題に関心をもったんだ」と言

われたから、実は、障害児の施設にボランティアに行っていて、そこで、いろいろ考え

たからだと私が言ったら、驚いたことに、そこにいる人たちの何人かが、そこの施設に

子どもころ住んでいた、というわけですよ。え？そうなんですか？と、私は、たいへん

驚いたわけですね。 

 というのは、私の行っていた障害児の施設というのは、小さな子たちは、とっても明

るくてかわいいのですけれども、中学、高校になると自分の将来が見えてくるんでしょ

うね。すごく暗くなってしまうんですよ。当時はノーマライゼーションという考え方も

一般的ではなくて、障害のある人は人里はなれた施設で暮らすということが多かった。

だから中学、高校になって、それを考えることで気持ちが暗くなってくるというのは、

当然だと思うのですよ。 

 ところが、その同じ施設で育った人たちが、いま目の前にいて、結婚もして、家庭を

つくり、自己主張をして、ずいぶん活き活きと生きているのを見て、ああ、これは、ど

ういうことなんだろう？と思ったわけですよ。どうして、こんなに力強い生き方ができ

るんだろう。この人たちも施設にいるころは、きっと暗くて悩んでいたんじゃないかな。

それが、こんなに変わることができるなんて、どういうことなんだろう。何が、この人

たちをこんなに変えたのだろうか、ということを考えたときに、これは、このグループ

に秘密があるのではないだろうか、と考えたわけですね。 
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 私は、実は、その障害児の施設に行って、小さくて、かわいい子どもたちと接して、

自分が救われたような気持ちになっていたんですよ。私は、学生生活がうまくいかなく

て悩んでいたときに、この子たちの笑顔に救われたように感じていたものですから、こ

のグループの秘密を探ることによって、この子たちに恩返しができるのではないかと、

まあ、勝手にそう考えたわけですね。 

 それが、そもそも私が自助グループを研究しはじめたきっかけなんです。何か、グル

ープ、人と人のつながりのなかに、人を強くする秘密があるのではないかと考えたわけ

です。 

 さて、ここで、また、みなさまに問題をひとつ出したいと思います。プリントを見て

いただけますか。問②ですね。読んでみます。 

「当事者のつながりが大事だ、なんていわれても、私は病院で同病の人をうんざりする

くらい見てきました。いまさらつながりなんて持ちたくないです」と言われたら、あな

たならどう答えますか。 

 また、2 分ほど時間をおきたいと思いますので考えてみてください。 

 

 

はい、いかがでしょうか。「当事者のつながりが大事だ、なんていわれても、私は病院で

同病の人をうんざりするくらい見てきました。いまさらつながりなんて持ちたくないで

す。」アルコールの病棟なんかで聞こえてきそうな声ですね。 

 私の話の続きをいたしますと、大学生のころ、いまさっきお話したように、精神障害

者のかたとも出会いがあったのですが、主に身体障害者のかたとの出会いだったわけで

すね。でも、私の関心は、身体障害というより、あの障害者たちを元気づけて、活き活

きとした人生と素晴らしい仲間に囲まれた生活を実現させた、当事者のグループに向い

ていたんですね。 

 それで、大学を卒業して、大学院に行ったときに「自助グループ」という文字を新聞

で見たんですね。その自助グループがどこにあるかというと、あるアルコール関連の施

設の一室で、毎週金曜日、開かれていると、あるわけです。じゃあ、そこに行ってみよ

うというわけで行ってみたんです。 
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 自助グループの研究の少なさと、研究者の特徴 

 

ちょっと話は、わき道にはいるかもしれませんが、自助グループの研究者の数というの

は、日本でも海外でも非常に少ないです。 

 非常に少ないというのには、理由がありましてね、自助グループというのは、自分を

助けると書きますでしょ。ですから、自分で自分を助ける、自分のことは自分でやると

いう、そういう人たちのグループなんです。つまり、個人レベルで、ひとりひとりが自

助をしているという人たちのグループだから、自助グループと言うわけです。もちろん

障害者のグループが、行政に対して、こういうことを要求する、ということもあります

よ。でも、その場合も、何を要求するか、どういうサービスが自分たちにとって一番良

いか、それを決めるのは、やっぱり自分たちだと考えているんですよ。そういう意味で、

やっぱり自助をしているグループなんですね。 

 それから、個人レベルで自助をしているだけではなく、集団レベルでも自助をしてい

るんです。つまり、自分のグループをどう動かしていくかということは、自分たちで決

める。専門家の外からの介入や援助は、要らないというわけですね。 

 だから、逆にいえば、専門家からは、なかなか近づきがたいグループでもある。近づ

きがたいグループだから、研究も少ないということになるんです。 

 そういう事情もあるからでしょうが、自助グループの研究をしている人は、なんらか

の形で当事者でもあるという人が、実は多いんですね。それはご本人が公にしている場

合もありますし、全く秘密にしている場合もあります。 

 ご本人が当事者の場合は、文句なしにグループ活動の奥深くまで入っていけますね。

ただ限界もあって、自分が個人としてもっている問題というか、状況に関する自助グル

ープは、深くかかわっていけるけれども、そうではない自助グループには、なかなかか

かわれない。 

 私の場合は、その点ちょっと珍しいと思うのですが、特に自分が当事者だったり、当

事者の家族だったりすることは無いんです。大学生のころ、障害児の施設でボランティ

アをしていたと言いましたが、それは全くの偶然が重なったためで、特に障害のある家

族がいたとか、そういうわけではないんですね。断酒会とかにかかわると「ご家族に酒
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害者のかたがいらっしゃったんですか」なんて聞かれることがよくありますが、それも

無いんです。 

 そういうことがないということの限界は、当事者ではないために、なかなかグループ

に受け入れてもらえることが難しいですよね。でも、逆にいえば、どこのグループにも

顔を出せるということがあります。 

 で、この場合も、私自身、アルコール依存症ということの知識も個人的な体験もない

ままに、ある自助グループに参加することになりました。 

  

 「アル中になって良かった」 

 

その自助グループは、断酒会でも AA でもないグループなんですが、集まってくる人た

ちは、断酒会の会員だったり AA のメンバーだったりして、ごちゃまぜで、みんな仲良

くという雰囲気でした。 

 そこで、ある日、例会のなかで、ひとりの男性、60 代のかただったと思いますが、こ

ういうことをおっしゃったんです。「うーん、私はね、自分が、アル中になってね、本当

に良かったと思っているんですよ」と、しみじみおっしゃるわけですね。そうしたら、

まわりにいる人たちが、もうニコニコして「わかります、わかります」と笑って、頷（う

なづ）いておられる。一方で、横に奥さんがいらしてね、「本当にこの人は、、、」みたい

に苦笑していらっしゃる。 

 じゃあ、どうして「アル中になって良かった」とおっしゃるのかというと、その方は、

こう続けるわけですよ。「私の学校の同級生なんかをみると、もう、みんな退職してい

てね。家でじっとテレビを見ているだけですよ。奥さんには、あんた、どっかに出掛け

ていきなさいよ、と邪魔にされてね。でも、行くところがないっていうんだね。若い人

に話しかけても、『もう時代が違うんだから黙ってて』なんて言われて、相手にされな

い。ところが、私はどうかというと、毎晩、女房と断酒会の例会に出席ですよ。ご近所

から、あんたのところは仲がよくていいね、毎晩のように夫婦二人で出掛けているね、

と。それで、例会に出たら、若い人たちから『先輩、先輩』と言われて、私の話を聞き

たいと言ってくれる。まだ亭主が飲んでいるという若い奥さんなんかは、私が話を聞い

てあげたら、手をとって泣いていたよ。諦めません、がんばりますってね。私の経験を
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話すだけで、こんなに人に喜んでもらえる。こんな幸せな人生がありますか」というわ

けですね。だから「私は、アル中になって良かった。本当に幸せだ」というわけですね。 

 さて、また、ここで、みなさまに問題をひとつ出したいと思います。プリントを見て

いただけますか。問③ですね。読んでみます。「自助グループなんて、しょせん傷のなめ

あいでしょ」という批判に対して、どう反論すればいいでしょうか。という問題なので

すが、みなさまは、どう思われますか。また 2 分ほど、時間をおきたいと思います。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。この批判に対して、どう反論すればいいでしょうか。

同じ体験をもった人どうし、つながりをもちあうと言ったところで、それは「傷のなめ

あい」、どこにも積極的な意味はないではないか、という意見ですね。もちろん、そんな

ことはないというのが、私の意見ですよ。ただ、それにどうやって反論するか。 

 私の体験の話の続きをお話しすると、いまさっきアルコール依存症の人たちの自助グ

ループに参加したという話をいたしましたが、そのあと、こんどは父子家庭の自助グル

ープにかかわることになるんです。 

 もう 30 年ぐらい前のことですが、父子家庭には、ほとんど福祉サービスというのが

なかったんですね。母子家庭には、いろいろあっても父子家庭には何も困ったことはな

いだろう、みたいな感じで、サービスも何もなかった。そこで、社会福祉協議会って、

おわかりでしょうか。地域の福祉を進める民間の組織ですが、全国の市町村に必ずあり

ますけれども、そこが仲介になって父子家庭の会ができたんですね。いままでずっと地

域社会のなかで孤立していた父子家庭のお父さんたちが、毎月、集まっていろいろなこ

とを行うのです。これも自助グループですね。 

 アルコール依存症の人たちの自助グループとは、雰囲気がかなり違いますよね。アル

コール依存症の人たちの自助グループでは、自分の生い立ちから振り返って自分がやっ

てきたこと、反省みたいなことをするわけですが、父子家庭の会のお父さんたちは、過

去を振り返ったりはしないわけですよね。いま現在の生活の問題が、もっと話の中心に

なってくるわけです。 
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 一般の人には理解できない 

 

たとえば、私がとてもよく覚えているのが、朝の子どもたちのお弁当をどうするか、と

いう問題ですね。いまも当時もそうですが、お母さんたちが、子どもたちのために、か

わいいお弁当を用意しているでしょ。それで、子どもたちは、お昼になると、お互いの

お弁当をのぞきながら、あるいは見せながら、お弁当を食べるわけですよ。でも父子家

庭のお父さんたちが言うのには、自分たちの子どもには、それができない、と。なんか、

コンビニで買ったようなパンとか、おにぎりをいつも持たせている。なんとか、かわい

いお弁当を持たせてあげたい、というのですね。とても優しいお父さんですよね。 

 じゃあ、ということで、「今月の例会は、市民会館の調理室を借りて、子どものお弁当

の作り方の講習会にしよう」というわけで、その父子家庭の会員さんのなかに、プロの

料理人がいるわけですよ。その方が、講習会の講師になって、忙しくて料理の知識がほ

とんどないお父さんにもできる、簡単で、しかもかわいいお弁当の作り方を教えてくれ

るわけですね。それを、もうお父さんたちが、一生懸命メモをとりながら勉強している

わけですね。それで次の例会のときに、あるお父さんが「さっそく、あれから子どもた

ちのお弁当を毎朝つくっています」というと、周りから拍手がわくわけですよ。拍手が

わくと、お父さんも、やる気がでてきますよね。 

 あるお父さんが、それで嬉しくなって、職場でも同じ話をしたんですって。そうした

ら、職場の同僚は、すごく同情したような目をして「おまえ、早く嫁さん、もらえよ。

いい人、紹介しようか」と言われたそうですよ。父子家庭の自助グループでは、子ども

のお弁当を作ったといえば、拍手をもらって「おう、がんばれよ、良くヤッタ！」とい

う声がもらえるわけですが、職場では、「おまえ、なにミジメなことやってんだ、早く、

再婚することを考えろ」と、同情されてしまうわけですね。わかってもらえないわけで

すよ。 

 そういうことって、よくあるんです。自助グループなら、わかってもらえて共感して

もらえるわけだけれども、一般の人たちには理解してもらえない、ということですよね。 

 たとえば、東京の断酒会の元会長さんがよく言う言葉ですが、「『うちの女房が、今日

も笑っています』という言葉。断酒会のなかでいうと、『ああ、良かったね。酒をやめ

て、良かったね。家族が幸せになったね』と、言ってもらえるわけですが、一般の人に



セルフヘルプ・フォーラム 2017 in 北九州                                 2017.11.23. 

 

上智大学 岡 知史 14 
 

『うちの女房が、今日も笑っています』というと、『ああ、そうかい、それがどうかした

んですか』と言われる」というわけですね。 

 断酒会の経験ばかりで申し訳ありませんが、私は、よく東京の断酒会の例会に、学生

をつれて出るんですね。そのとき断酒継続１年を記念しての賞状がわたされる場面があ

るわけですよ。そうしたら「１年やめている」ということで、もうすごく誇らしい顔を

されて、ステージの上に立たれるわけですね。そばに奥さんがいたり、子どもさんがい

たり、あるいは親御さんがいたりするわけですが、もう一家そろってステージの上にあ

がることもあるんです。 

 私は、その１年、お酒をやめてきたという会員さんの嬉しそうな、誇らしいお顔を拝

見するのが好きで、学生たちを誘って、その例会に参加したりするのですが、なかなか、

この「１年やめた」という喜びも、自助グループの外の人には、わかってもらえないそ

うですね。ある方などは「お酒を止めて１年たちました！」と上司に報告したら、「お

う、そうか、じゃあ、そろそろちょっと一杯、飲んでもいいんじゃないか」と、逆に酒

の席に誘われた、というのですね。なかなかわかってもらえないわけですよ。 

 さて、ここで、また、ちょっと問題を出したいのですが、プリントを見ていただけま

すか。問④ですね。「稀少難病の会で治療法の確立のために努力していると言われまし

たが、治療法が確立されたとしても、それはきっと遠い未来の話で、結局自分たちには

メリットはないのでは」という人に対して、どう答えたらいいでしょうか。 

 稀少難病というのは、何万人ときには何百万人に一人という非常に希な病気で、しか

も命にかかわる重い病気のことですが、そういう病気になった子どもさんの親の会に、

私は、いまから 20 年以上も前になりますが、かかわるようになりましてね。そこで、

親御さんのなかには、こういう疑問をもたれる人がいるということでした。つまり子ど

もの難病の親の会、これも自助グループですが、そこで難病の治療法の確立にむけて、

政府に働きかけたり、医療に働きかけたりするわけですが、それがうまくいったところ

で、進行性の病気だから自分の子どもの治療には間に合わない。だから、そんな活動な

んて無駄じゃないかという意見なんですね。みなさんは、どう思われますでしょうか。 

 また、ちょっとお隣どうしで、ちょっと話し合ってもらえますか。 
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はい、いかがだったでしょうか。稀少難病の会というのは、全国にたくさんあります。

ただ希な病気ということで、患者さんの数も少なくて、都道府県の県に一人とか二人し

かいないという会もありましてね。だから、たとえばアルコール依存症の人たちの自助

グループのように毎週集まって話し合う、なんていうことは、基本的に無理なわけです。

数が圧倒的に少ないですし、会員どうし会うためには、飛行機で行かないと無理なんて

いうこともありうるわけですからね。 

  それに、私がかかわったのは、その稀少難病の子どもの親の会ということで、親たち

は、基本的に子どもの看病とか介護をしなければいけない。だから毎月のように例会を

やって、体験談を話し合うとか、そういうものではないですね。 

  そういう稀少難病の親の会に、私がどうしてかかわるようになったかというと、ある

とき、職場に電話がかかってきて、「いちど話ができないか、私たちがやっている会は、

あなたが研究している自助グループの定義にぴったりなんだが、誰も研究している人が

いない。だから、研究してみませんか」という電話でした。私もびっくりしまして、そ

ういう電話はいただいたことがないのでね。 

 その当時、自助グループというと、ＡＡというアルコール依存症のかたの自助グルー

プの研究が、圧倒的に多いんですよ。その傾向は、海外でも日本でも同じです。だから

自助グループというと、ＡＡのやりかたが自助グループのモデルになっているというの

が、自助グループの研究者の常識だったと言ってもいいすぎではないと思います。とこ

ろが、稀少難病の親の会は、さっきも申しあげたとおり、そんなに毎月、毎週のように

集まりませんし、そんなに集まることなんて、そもそも無理ですし、従来いわれていた

自助グループのイメージとは、かなり異なるんですね。 

 ところが、その電話をかけてくれた方は「俺たちのやっていることは、まさに、あん

たがいう自助グループの定義、そのままだよ」というわけですよ。その当時、いまから

20 年以上前のことですが、私が自助グループの定義として言っていたのは、3 つのこと

なんですね。自助グループというのは、3 つのことをするんだと。 
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 「わかちあい」「ひとりだち」「ときはなち」 

 

ひとつは「わかちあい」ですね。体験談をわかちあう、これが自助グループの一番の中

心だということです。 

 それから「ひとりだち」ですね。これは自助ということです。ひとりひとりが独立し

て、自立するということです。 

 よく渡り鳥のたとえが、自助グループでは使われるんですよ。渡り鳥が、三角になっ

て、遠い空を飛んでいる姿とか、テレビでとか、実際にごらんになったことがあると思

うのですが、こうやって三角形になって飛んでいますよね。あれは、なぜ三角形かとい

うと、あの形で飛ぶと風の抵抗がいい形になって邪魔にならないそうです。つまり、飛

びやすい。それから、三角形の頂点で飛んでいる鳥がリーダーのように見えるけれども、

疲れたら、いつでも他の鳥と交替してもいいわけですよ。みんなで飛んでいるから、飛

びやすい。でも一羽の疲れた鳥を、他の鳥がかついで飛んでいるというわけではないで

しょ。鳥は、一羽一羽、自分で飛んでいるわけですね。他の鳥を頼っていない。これが

自助グループの基本的な姿なんです。 

 たとえば、介護を必要とする障害者の自助グループはね、互いに介護しあうわけでは

ない。介護が必要な場合は、自分自身で福祉サービスをきちんと利用する。自分自身が

独立している、頼らない状態になっているというのが、基本的な形なんですね。 

 依存症の自助グループもそうでしょ。お酒を止める、薬物を止めるというのは、自分

が止めるわけですよ。誰かがいつも横にいて、止めてくれるというわけではないですね。 

それが「ひとりだち」。 

 「わかちあい」「ひとりだち」に続いて、3 つめの要素は「ときはなち」、解放という

ことですね。差別からの解放ということもあるでしょうし、お酒を飲みたいという強い

欲望から自由になるということもあるでしょう。とにかく自分自身を抑えつける力から

自由になる、あるいは自由になろうと努める、それが「ときはなち」なんですね。 

 この「わかちあい」「ひとりだち」「ときはなち」という 3 つの要素をそなえたものを

「自助グループ」と呼びましょうということを、私は、いまから 20 年以上前から言っ

ていまして、それを、それを、その電話のかたはおっしゃってくれていたんですね。 
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 「わかちあい」というのは、そういう病気をかかえた子どもさんをどう育てていくの

か、という経験を親どうして分かち合うわけですね。お医者さんは、病気の知識はあっ

ても、どうやって病気の、その子を育てていくかということは、体験がないのでわから

ない。だから、やっぱり親どうし、その体験をわかちあって、ノウハウを蓄積していく

しかないわけですよ。 

 「ひとりだち」というのは、病気の子どもさんを育てながら、ひとつの家族として、

しっかりとやっていくということです。 

 「ときはなち」というのは、病気の子どもさんをかかえて、それが命にかかわる病気

だけに、ああ、もうダメだという感じで萎縮してしまうというのですかね、そういう絶

望に陥ってしまって、家のなかに閉じこもってしまうということもあるわけです。でも、

この子をさずかって幸せだったし、この子も幸せを感じてほしいということで、会で、

医療スタッフといっしょに旅行に出掛けたりするわけですよ。それで病気に負けず、家

族としての幸せをつかんでいく、これが「ときはなち」になると思います。 

  

 時空を超えた仲間意識 

 

素晴らしいのは、難病の会のなかでは、よく「まだ見ぬ仲間」という言葉がよく使われ

ていました。他の自助グループもそうかもしれませんが、まだ出会っていないけれども、

その仲間のために働こう、親の会の場合では、まだ生まれていないけれども、これから

も、この病気をもって生まれてくる子は必ずいるだろう、と。その子たちのためにも、

自分たちは活動するのだと、親の会の人たちは、おっしゃっていました。 

 素晴らしいですよね。時間と空間を超えた、時空を超えた仲間意識ですよ。私は、こ

ういうところにすごく自助グループの魅力を感じるんですね。 

 さて、ここで、また、みなさまに問題をひとつ出したいと思います。問⑤ですね。「自

助グループは、しょせん素人集団だから頼ってもしかたがない。専門家の先生の話を聞

いたほうがいいと思う」という人に対して反論するとすれば、どのような言葉があるで

しょうか。また、ちょっと話し合ってもらえますか。 

 



セルフヘルプ・フォーラム 2017 in 北九州                                 2017.11.23. 

 

上智大学 岡 知史 18 
 

 

はい、いかがだったでしょうか。これは、いまから 9 年前になりますけれども、自死遺

族、つまり、みずから命を絶ったかたの家族の会ですね、そのかたから、お手紙をもら

ったんですね。「ぜひ自死遺族の会の研究をしてください。そして、会のお手伝いをし

てくれませんか」というお手紙でした。私は、自死という重たい問題について全く研究

したことがなかったので、それは無理です、というようにお断りしたんですね。 

 ただ、私のお話をいままで聞いていただいたかたには、わかっていただけたと思うの

ですが、私は、いままで身体障害者とか、アルコール依存症の人とか、父子家庭とか、

小児難病とか、いろいろな問題の自助グループにかかわることができましたが、それぞ

れの問題というか、生活状況というか、そうことについての私の予備知識は、ほとんど

ゼロに近いものだったわけですよ。自分が当事者というわけでもなかったし、それに近

い状況に家族がいたというわけでもなかったですしね。 

 これは、私の弱みでもありますが、強みでもあると考えているんです。強みというの

は、私には予備知識がないために、ある意味で、その分野の専門家が持ちやすい先入観

がない、といいますかね。いつも当事者のほうが、よく知っていらっしゃるというスタ

ンスですから、当事者のかたが言うことを「ああ、そうなんですね」と、そのまま素直

に聞けるというわけですよ。 

  

 専門家の発想と当事者の発想は違う 

 

ただ、この自死遺族のかたの場合は、ちょっとびっくりしました。というのは、みなさ

んのなかで、どれくらいのかたがご存じかどうかわかりませんが、人はどうやって、愛

する者との死別の悲しみを乗り越えていくか、ということを研究する分野があるんです。

日本では、グリーフケアとか、グリーフワークとか、いいますけれども、厳密なところ

は、もう時間もありませんので、お話はできませんが、簡単にいえば、死別の悲しみを

人はどう乗り越えていくのか、そして乗り越えていく遺族をどう支援するか、という学

問分野といいますか、そういうことをやっている専門家がいるわけです。 

 それで、その遺族の会のかたが言うには「ああいう専門家がいっていることは、もう

全くデタラメだから、それを否定する研究をしてほしい」とおっしゃるわけですよ。そ
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れを聞いたときは、ちょっとびっくりしましてね。そういう理論のことは、大学院で、

少し勉強していました。それは心理学の理論なので、社会福祉が専門の私は、専門的に

は勉強していませんでしたが、だいたいの大枠は聞いて知っていましたので、「いや、

それは、私には無理です。専門外なので。それは心理とか精神医学とか、そういう専門

のかたに御願いしてください」とお断りしたんです。でも、その自死遺族のかたは、な

かなか聞いてくださらなくて、「いえいえ、遺族本人が、あれは間違っていると言って

いるのですから、絶対に間違っているんです」とおっしゃるわけですね。 

 それで、いろいろ心理の専門家を紹介したりしたのですけれども、やっぱり自分たち

が求めているものとは違うということで、なかなか納得してくださらなくて、私も、ち

ょっと根負けした形で、お話をうかがうことにしたんですね。 

 それで、だんだんわかってきたことは、非常に手短に表現すると、こういうことです。

「死別の悲しみを乗り越える」というけれども、じゃあ、乗り越えて何があるのかとい

うと、愛する息子、娘が自死という形で亡くなってね、それを乗り越えたとしても、そ

こに何があるのか、何もないじゃないか、ということですよ。 

 つまり、ちょっと妙な表現かもしれませんが、遺族にとっては、亡くなった人は、そ

こにいるんですよ。家のなかにいらっしゃるんですね。たとえば、毎朝、毎晩、すべて

の食事は、仏壇において、旅行のときも、家族旅行のときは、写真をテーブルの上にお

いて、いっしょに食事をするわけですよ。ある遺族のかたの家を訪問したときに、驚い

たのは、きれいな娘さんの写真が、もう家じゅうにあるわけです。ここにも、あそこに

も、という感じで。だから、お父さん、お母さんのお二人とお話したのですが、なんだ

か、そばに娘さんがいらしてね。3人のお話をうかがっているような感覚になりました。 

 こんな話もあるんです。息子さんが、お母さんの作った鳥のからあげが大好きだった

らしんですね。それで、お母さんが、仏壇に供えるために、鳥のからあげを作っていた

んですが、できあがってみると、なぜか味というか、香りが全く無いんですね。そした

ら、お母さんが「この子は、まったく、また、つまみぐいをしたのかい、お行儀が悪い

ね」と笑いながら、亡くなった息子さんを叱ったという話があるんです。だから遺族の

会に集まった人たちにとってはね、亡くなった人は、そこにいるんですよ。家のなかに

いたり、その人のそばにいたりするんですね。 
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 ところが、専門家は「死別を乗り越える」なんていう言い方をするでしょ。「乗り越え

てどうするんだ、自分にとってすべてだったものを乗り越えて、捨ててしまったら、何

も残らないじゃないか」ということですよ。 

 だから、専門家の発想と遺族当事者の発想が全く違うのですね。だから、専門家の言

うことが信じられないわけですよ。 

 そこであえて言えば、こういうグリーフケアとか、グリーフワークというのは、悲し

みを乗り越えるという欧米の発想から出てきたものなんですね。つまり単純にいえば、

仏壇をおいて死者とともに生きようとする日本の文化と、仏壇をもたない欧米の文化の

違いですね。 

 もちろん、あんまりこんなふうに単純化してお話すると、あんまり良くないのですが、

私のいいたいのは、専門家の言うことが正しいというのは、疑っていいということです。

特に、死別の問題なんていうものは、生きるとは何か、死ぬということはどういうこと

かという哲学的な、といいますか、文化的な要素も入ってくるので、ひとつの絶対的に

正しいなんていう考え方は、ないと思ったほうがいいと思うのですね。 

 はい、それでは、そろそろ私のお話も終わりに近づいてきました。これが最後の問題

になります。問⑥ですね。「あの人は、当事者であり、しかも（ソーシャルワーカー、医

師などの）専門家でもあるから、最強のメンバーなんです」という言葉が間違っている

としたら、それはどうしてなのでしょうか。専門家がたまたま当事者だとか、当事者が

勉強して専門家になったとか、いろいろケースがあると思いますが、そういう人って最

強なのか、という問いですね。 

 また、お隣どうしで、よかったら、ちょっと話し合ってもらえますか。 

 

 

はい、いかがでしょうか。 
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 「二つの帽子」問題 

 

これは、レジュメにも書きましたように「二つの帽子」と呼ばれている問題で、自助グ

ループの研究者にはよく知られているものなんです。二つの帽子というのは、当事者と

いう帽子、それから専門家という帽子ですね。その二つの帽子じたいには何の問題もな

いわけですが、もし帽子を二つ同時にかぶると変ですよね。自助グループの研究で「二

つの帽子」の問題というのは、グループのなかで、当事者であり、同時に専門家である

という立場は変ですよ、ということなんです。 

 たとえば、お医者さんでアルコール依存症の人がいると。その方が、断酒会の例会と

か、ＡＡのミーティングに行ったときには、当事者として参加しているのか、専門家と

して、医師として参加しているのか、どっちなのかはっきりしないとダメですよ、とい

うことなんですね。 

 なんでどっちなのか、はっきりしないといけないかというと、おそらく二つ理由があ

って、ひとつは、自助グループのなかの対等性が無くなってしまうことですね。自助グ

ループには、もちろんベテランと新米とか、会長さんと入ったばかりの新入会員という

区別はありますけれども、同じ当事者として対等なんだという原則はありますよね。そ

の原則が崩れてしまうということが、ひとつです。 

 もうひとつは、自死遺族のところでお話しましたけれども、自助グループは、専門家

とは違う考え方、価値観を出せるというところが素晴らしいところなのに、それが無く

なってしまう可能性があるということなんです。 

 医師のような国家資格をもつ専門家には、同時に当事者であるという事例はそれほど

多くないと思いますが、国家資格ではない、もっと曖昧な資格は、世の中にいっぱいあ

るでしょ。「なんとかカウンセラー」とかね、なんかちょっと講習会に何回か出席した

だけでもらえる資格とか、あるいは自称専門家とかね、こういう事例は、実は、もうた

くさんあって、当事者がいつのまにやら自称専門家になってしまって、お金をとって講

演をしたり、誰かの「治療」みたいなことをしたりするという事例が、実は、自助グル

ープが活躍する多くの分野のなかの一部に見られるのですね。 
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 専門家の訓練を経た「ピアサポーター」の問題 

 

いま、というか、正確にいえば、少し前からですが、自助グループの研究者の間で話題

になっているのが、医師などの専門家の訓練をうけた「ピアサポーター」の存在なんで

すね。 

 賛否両論ありますので、軽率には言えないのですが、ただピアサポーターの意義と、

自助グループの意義とは、全く違うものだということは、強調しておきたいと思います。

実は、これを、いっしょのものと考える風潮もあるからなんですね。どちらも当事者性

を活かしたものだ、というふうにね。 

 でも、この二つは全く違うと私は思っています。というのは、自助グループの良さは、

専門家にはない視点、価値観が出せるところなんですよ。ところが、専門家による訓練

を受けたピアサポーターというのは、やっぱり専門家の視点、考え方で問題にせまって

いくように訓練されていて、准専門職というか半専門職というか、そういう感じなんで

すね。専門職の補助みたいな、はっきり言えば、専門職の「下」にいるような位置づけ

なので、専門職と呼ばれる「学校で勉強してきた知識で動く人たち」と、違う立場で対

等にぶつかりあって、世の中を変えていこうといった発想が、なかなか出てこない。 

 私の立場としては、実際に当事者なんだけれども、同時に、たとえば社会復帰施設で

働いていて、とてもいい働きをされている人たちは、全国に数多くいらっしゃるのは事

実なので、その方々の働きの意味を否定するつもりは、一切ありません。ただ自助グル

ープに入ったときには、そういう「自分は専門職でもあるんだ」という帽子は脱いでく

ださい、ということですね。 

 

 はい、もうそろそろ時間が無くなってきました。 

 最後に、ひとことだけ、みなさまのなかで、自分も新しく自助グループを作ってみた

いという方がいらっしゃるのではないかと思いまして、そのかたへのメッセージをお伝

えして、私のお話を終えたいと思います。 
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 先行く人から学ぶ 

 

それは、このレジュメにも書きましたけれども「先行く人から学ぶ」ということです。

たとえば、みなさん、「おいしいお寿司のにぎりかた」という本を読んで勉強したとい

う店長が開いた、お寿司やさんで、お寿司を食べたいと思いますか。 

 私だったら、食べないですね。やっぱり、お寿司は、本で勉強してもダメで、やっぱ

り自分が惚れ込む寿司職人を見つけて、頭を下げて弟子入りして、そこで修行をして、

はじめておいしいお寿司がにぎれるのではないでしょうか。 

 いまは、ネットの時代で、なんでもネットで調べられるでしょう。ネットで質問もで

きるしね。でも、ネットで得た知識で、寿司屋を開業できないでしょ。それと同じよう

に、ネットで得た知識で、自分で自助グループをつくろうとは思わないことですよ。ネ

ットで得た知識で、寿司屋を開業しても、誰もお客さんがこない。だから寿司屋は、ダ

メなんだ！という発想は、みなさん、しないでしょ。でも、ネットで得た知識だけで、

自助グループを始めてね、それで、人が誰もこない、来たとしてもすぐやめてしまう、

ああ、やっぱり自助グループなんてダメだな、とか、そんなふうに思っている人が、意

外と多いんです。 

 自助グループを作るにはね、やっぱり、うまくいっている自助グループから教えても

らうことですよ。プライドが邪魔してしまうかもしれませんが、これは必要ですよ。同

じ種類の自助グループが近くになれば、近い、似たような問題とか生活状況のグループ

を探して、見学させてもらって、そこが気にいったなら、御願いして弟子にしてもらう

ことですよ。料理もそうですが、学問もそうです。やっぱり弟子入りして、直接、人か

ら学ばないと身につかないです。 

 自助グループがうまくいかない！という人の話を聞いていると、ネットとかね、ちょ

っと人から聞いた話だけで「自助グループ、やってまーす！」という人が多いという印

象を、私はもっています。 

 ですので、大事なことは人から学ぶ、ということで進めていただければと思っていま

す。最後までご清聴ありがとうございました。 

 



2017.11.23.13:00-14:20 ウェルとばた 2 階 多目的ホール（北九州市） 

セルフヘルプ・フォーラム 2017in 北九州（主催：北九州セルフハート会議 北九州市） 

この 37年の間に私が出会ったセルフヘルプ・グループ:個人的体験をもとに 

上智大学  岡 知史

1. はじめに：自助グループは「体験談」から始まる

2. 身体障害者のグループ：「体験」から知っているという強み

3. アルコール依存症者のグループ：新しい生き方から「つながり」をつくる

4. 父子家庭のグループ：「励ましあう」ことができる

5. 小児難病の親の会：「まだ見ぬ仲間」を思う

6. 自死遺族のグループ：「専門家」にはない考え方を出す

7. むすび：「先行く人から学ぶ」「二つの帽子」

問① 「個人の体験談なんて、人によって違うものでしょう？ なぜ、それが

私の役にたつのでしょうか」という疑問に対して、あなたならどう答えますか。

問② 「当事者のつながりが大事だ、なんていわれても、私は病院で同病の人

をうんざりするくらい見てきました。いまさらつながりなんて持ちたくないで

す」と言われたら、あなたならどう答えますか。

問③ 「自助グループなんて、しょせん傷のなめあいでしょ」という批判に対

して、どう反論すればいいでしょうか。

問④ 「稀少難病の会で治療法の確立のために努力していると言われましたが、

治療法が確立されたとしても、それはきっと遠い未来の話で、結局自分たちに

はメリットはないのでは」という人に対して、どう答えたらいいでしょうか。

問⑤ 「自助グループは、しょせん素人集団だから頼ってもしかたがない。専

門家の先生の話を聞いたほうがいいと思う」という人に対して、反論するとす

れば、どのような言葉があるでしょうか。

問⑥ 「あの人は、当事者であり、しかも（ソーシャルワーカー、医師などの）

専門家でもあるから、最強のメンバーなんです」という言葉が間違っていると

したら、それはどうしてなのでしょうか。

過去の講演の記録（全文掲載）は「岡知史 講演一覧」で検索できます。

当日の配布プリント




