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│ 特 集 │ 大宮アルディージャ手話応援10回記念

手話応援で育む
ノーマライゼーションの芽

│毎日興業の目指す姿│
私たちは
社会から信頼される
企業倫理と社会的責任を果たす会社
家族からも喜ばれる
社員・職員を大切にする会社
お客様に愛されて
感動を与える社員・職員の会社
を目指します。

今日も 明日も そっと。

毎日興業株式会社

記

念

座談会

誰もが自分の力を生かせる未来を、
手話応援から広げていこう。

大宮アルディージャの手話応援をリードしてきた男澤望代表と、その立ち上げ当初から中心的人物として
活動を盛り上げてきた江藤千恵子さん（大宮ろう学園 教諭）、三枝京子さん（埼玉県エアロビック連盟
理事長）による座談会。手話応援がこの地域で担ってきた役割、これから目指していくものとは。

■

開会式の挨拶は手話で通訳されます

毎日興業のホームページで
手話応援の動画を公開中！
◀コチラからアクセス！

手話応援席を埋め尽くした1605名の参加者が、
サポーターとともに手話で熱い応援をしました

│ 特 集 │ 大宮アルディージャ手話応援10回記念

手話応援で育む
ノーマライゼーションの芽

障がいの有無を問わず、
みんなで楽しめる場所を

曲げると、「I love you」
を意味する手話になります。
三枝 これはピースサインと同じように、非常に広く知られ
たユニバーサルなサイン。誰もが一緒になって楽しめるとい

男澤 おふたりとの出会いは 2005 年に開催された「スペ

う観点からも優れたアイデアです。江藤さんたちが作った

シャルオリンピックス 500 万人トーチラン」
でした。

振り付けに合わせて、みんなが一緒に応援できるようにリー

三枝 そうですね。私も江 藤さんも埼 玉 県エアロビック

ドするのが、私たちインストラクターの役目でした。

連盟の一員としてトーチランをお手伝いさせていただき、

男澤 おふたりの尽力もあって、2006 年に初めて実施され

田部井功さん
（弊社前会長）
とのご縁が生まれました。

た手話応援は大盛況でした。80 人を超える参加者が手話

男澤

で応援する姿が新聞でも大きく取り上げられたほどです。

田部井はトーチランを手伝ってもらっている頃から、

おふたりに目をつけていたのだと思います。そういえば手話
応援の生みの親は、江藤さんなのですよね。
江藤 ある日、田部井さんから電話をいただいたのです。
「障
清水さいたま市長の力強い挨拶

がいをお持ちの方と健常者が一緒に楽しめる場所を作りたい。

■

障がいのある人とともに、
手話応援は成長してきた
学生ボランティアが手話応援をリード

大宮アルディージャの試合に合わせて、何かできないか」
と。

三枝 ただし1 回目は私たちもサッカーの応援マナーを理

電話を受けた場所が、ちょうど職場である大宮ろう学園だっ

解していなかったので、一般の観客の皆さまにはご迷惑を

たので
「手話応援ってどうだろう？」
とひらめきました。

かけてしまいました。たくさんのお叱りを受け、しばらく手

チームの勝利を願う心をひとつに、障がいの有無に関係なく誰もが

三枝

話応援は中止に。2 回目を開催できたのは 2010 年です。

熱くなれる。手話応援による毎日興業のノーマライゼーションへの

た。応援歌に合わせてみんなで体を動かすわけだから、私

男澤

たちがエアロビックで培ってきたノウハウも活かせます。

こからです。2 回目からは大宮アルディージャを巻き込んで

挑戦は 10 回目を迎え、更なるステージへ踏み出しました。

私も江藤さんからお話を聞いて、名案だと思いまし

男澤 そうやって全国でも初めての試みとなる手話応援が

「手話応援デー」
という形をとりました。手話応援の実施を

スタートしたのですね。大宮アルディージャの応援歌「愛し

一般のサポーターにも周知して、理解を得たのです。これ

てるぜ We are ORANGE」に合わせた振り付けを考えたの

で 1 回目のようなトラブルは解消されました。4 回目以降は、

も江藤さんですか？

さいたま市や埼 玉 県、メディアの後 押しもあって、毎 回

江藤

私だけでなく、ろう学園の同僚や生徒たちとともに

障がいのある人も無い人も、手話で大宮アルディージャを応援

作り上げました。一番のポイントは「愛してるぜ」
という歌詞

大勢のボランティアが、手話応援を支えてくれています

私が本格的に手話応援に携わるようになったのはこ

1000 名を超える参加者が集うイベントになっています。

ご当地ヒーロー「FPレンジャー」
が、応援に駆けつけてくれました

江藤

規模が大きくなっていく一方で問われだしたのが、

にあたる部分だけを、英語圏の手話を用いて表現したこと

「手話応援は、本当に聴覚障がいをお持ちの方の思いに寄り

です。親指と人差し指と小指を立てて、中指と薬指を折り

添ったイベントなのか」
ということです。実際に、2015 年頃

│S TA FF VO ICE │

手話をきっかけに
「聴覚障がい者の世界」
を知ってもらいたい。
毎日興業で唯一の聴覚障がい者として働きながら、手話応援の運営に携わっています。主な役割は
参加者の皆さまに
「愛してるぜ」
の振り付けを教えること。手話応援を通じて、より多くの人が手話に
親しむきっかけを作りたいというのが私の願いです。そのために大切なのはやはりコミュニケーショ
毎日興 業 株 式 会 社
（埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園卒業）

木村 雅俊

特設ブースでは手話応援を啓発

男澤社長も手話応援の練習に参加

試合終了後、参加ボランティア全員で記念撮影

ン。一口に
「耳が聞こえない」
と言っても、聞こえなさの程度は人それぞれです。自ずと適切なコミュ
ニケーションの取り方も変わってきます。そうした違いを知ってもらう上でも、スポーツ観戦を通じ
て健常者と障がい者とが深く関わりあえる手話応援は、とても貴重な機会だと感じています。

記

念

座談会

誰もが自分の力を生かせる未来を、
手話応援から広げていこう。

大宮アルディージャの手話応援をリードしてきた男澤望代表と、その立ち上げ当初から中心的人物として
活動を盛り上げてきた江藤千恵子さん（大宮ろう学園 教諭）、三枝京子さん（埼玉県エアロビック連盟
理事長）による座談会。手話応援がこの地域で担ってきた役割、これから目指していくものとは。

■

「I love you」
の手話をする男澤望代表、江藤千恵子さん、三枝京子さん
（写真左から）

障がいの有無を問わず、
みんなで楽しめる場所を

毎日興 業 株 式 会 社
代表取締役

埼 玉 県 立 特 別 支 援 学 校 大 宮ろう学 園
教諭

埼 玉 県エアロビック連 盟
理事長

Proﬁle ／早稲田大学第一商学部を卒業後、

Proﬁle ／日本女子体育大学卒業後、特別支

Proﬁle ／埼玉県エアロビック連盟を運営し、

富士ゼロックス株式会社に入社。のちに毎日

援学校教諭の免許を取得し現在、大宮ろう学

スポーツエアロビック普及を促進。エアロビッ

興業株式会社に入社。常務取締役を経て現在

園の高等部で進路指導を行っている。また、

ク指導歴は 30 年以上で、埼玉県を中心にエア

に至る。

埼玉県エアロビック連盟の理事も務めている。

ロビクスや健康体操の指導を行っている。

曲げると、「I love you」
を意味する手話になります。
三枝 これはピースサインと同じように、非常に広く知られ
たユニバーサルなサイン。誰もが一緒になって楽しめるとい

男澤 おふたりとの出会いは 2005 年に開催された「スペ

う観点からも優れたアイデアです。江藤さんたちが作った

シャルオリンピックス 500 万人トーチラン」
でした。

振り付けに合わせて、みんなが一緒に応援できるようにリー

男澤 望

江藤 千恵子 さん

三枝 京子 さん

三枝 そうですね。私も江 藤さんも埼 玉 県エアロビック

ドするのが、私たちインストラクターの役目でした。

連盟の一員としてトーチランをお手伝いさせていただき、

男澤 おふたりの尽力もあって、2006 年に初めて実施され

田部井功さん
（弊社前会長）
とのご縁が生まれました。

た手話応援は大盛況でした。80 人を超える参加者が手話

には聴覚障がい者団体から批判を受けたこともありました。

「やってあげる」
という一方通行のコミュニケーションではな

男澤

で応援する姿が新聞でも大きく取り上げられたほどです。

男澤 当時はまだ、健常者が中心となって運営していたから、

く、誰もが自分の力を生かすことができる場所です。社会
の本来あるべき姿を、手話応援は先取りして叶えています。

されたことが対話のきっかけになりました。お話を聞いてみ

男澤 それこそがノーマライゼーションです。手話応援も

ると手話応援を盛り上げたいという気持ちはやっぱり一緒。

10 回目を迎えて
「障がいをお持ちの方も健常者も一緒になっ

がいをお持ちの方と健常者が一緒に楽しめる場所を作りたい。

■

どこか感覚がズレていたのでしょう。しかし、あそこで批判

それ以後は、聴覚障がいをお持ちの方にも積極的に運営に

て楽しむ場を作る」
という田部井の目標が叶いつつあります。

大宮アルディージャの試合に合わせて、何かできないか」
と。

三枝 ただし1 回目は私たちもサッカーの応援マナーを理

携わってもらうようになりました。当日いらっしゃるお客さま

三枝

電話を受けた場所が、ちょうど職場である大宮ろう学園だっ

解していなかったので、一般の観客の皆さまにはご迷惑を

にも聴覚障がいをお持ちの方が、明らかに増えています。

もあります。かつて手話応援に参加していた子どもたちが成

たので
「手話応援ってどうだろう？」
とひらめきました。

かけてしまいました。たくさんのお叱りを受け、しばらく手

三枝

話応援は中止に。2 回目を開催できたのは 2010 年です。

■

長して、最近では実行委員会で活躍していますよね。若い

田部井はトーチランを手伝ってもらっている頃から、

おふたりに目をつけていたのだと思います。そういえば手話
応援の生みの親は、江藤さんなのですよね。
江藤 ある日、田部井さんから電話をいただいたのです。
「障

私も江藤さんからお話を聞いて、名案だと思いまし

障がいのある人とともに、
手話応援は成長してきた

た。応援歌に合わせてみんなで体を動かすわけだから、私

男澤

たちがエアロビックで培ってきたノウハウも活かせます。

こからです。2 回目からは大宮アルディージャを巻き込んで

私が本格的に手話応援に携わるようになったのはこ

ノーマライゼーションの輪が
全国に広がってほしい

手話応援に長年携わってきたからこそ味わえる喜び

世代にもノーマライゼーションの芽が育ってきている証拠で
す。改めて
「続けてきて良かった」
と感じます。これもやはり、
田部井さんや男澤さんをはじめ、手話応援を今日までリー

男澤 そうやって全国でも初めての試みとなる手話応援が

「手話応援デー」
という形をとりました。手話応援の実施を

三枝 スタジアムの一角に手話啓発ブースができたことも、

ドしてきてくれた毎日興業さんのおかげです。

スタートしたのですね。大宮アルディージャの応援歌「愛し

一般のサポーターにも周知して、理解を得たのです。これ

ここ数年での大きな変化です。聴覚障がいをお持ちの方が

男澤 すべては、私たちの暮らすこの地域を豊かにするた

てるぜ We are ORANGE」に合わせた振り付けを考えたの

で 1 回目のようなトラブルは解消されました。4 回目以降は、

手話でクイズを出して、健常者がそれに答えるコーナーな

めです。「地域を豊かにする」
と言っても、お金を出すだけ

も江藤さんですか？

さいたま市や埼 玉 県、メディアの後 押しもあって、毎 回

ども生まれました。いずれも素晴らしい取り組みですよね。

では決してうまくいかないことを、私たちはよく知っていま

江藤

1000 名を超える参加者が集うイベントになっています。

江藤 クイズに答えると、授産施設の方が焼いた手作りクッ

す。大切なのは、自分たちが当事者として汗を流すこと。

江藤

キーがもらえるのですよね。聴覚障がいに限らず、さまざ

手話応援はそうした活動の象徴です。こうして大宮で生ま

私だけでなく、ろう学園の同僚や生徒たちとともに

作り上げました。一番のポイントは「愛してるぜ」
という歌詞

規模が大きくなっていく一方で問われだしたのが、

にあたる部分だけを、英語圏の手話を用いて表現したこと

「手話応援は、本当に聴覚障がいをお持ちの方の思いに寄り

まな障がいをお持ちの方が、それぞれの役割を見つけられ

れた手話応援が全国に広がり、ノーマライゼーションの輪

です。親指と人差し指と小指を立てて、中指と薬指を折り

添ったイベントなのか」
ということです。実際に、2015 年頃

る場所になってきました。健常者が障がいをお持ちの方に

が世の中に広がっていってほしいと、心から願っています。

│S TA FF VO ICE │

手話をきっかけに
「聴覚障がい者の世界」
を知ってもらいたい。

毎日興 業 株式会社
（埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園卒業）

木村 雅俊

手話応援を通じて伝えたいのは、私たちの
「生きる力」。

毎日興業で唯一の聴覚障がい者として働きながら、手話応援の運営に携わっています。主な役割は

聴覚障がい当事者として手話応援の実行委員に参加しています。私が大切にしているのは、耳が聴

参加者の皆さまに
「愛してるぜ」
の振り付けを教えること。手話応援を通じて、より多くの人が手話に

こえない人の感覚や思いを健常者の方々に理解していただくこと。幸い、地道な活動の甲斐あってお

親しむきっかけを作りたいというのが私の願いです。そのために大切なのはやはりコミュニケーショ

互いの意識に変化が生まれ始めています。障がい者向けに手話での試合解説も始まり、周囲のサポー

ン。一口に
「耳が聞こえない」
と言っても、聞こえなさの程度は人それぞれです。自ずと適切なコミュ

ターたちと一体になって手話応援を楽しむ姿も増えました。私たちにとって手話でのコミュニケーショ

ニケーションの取り方も変わってきます。そうした違いを知ってもらう上でも、スポーツ観戦を通じ

ンはまさに
「生きる力」
そのもの。手話応援デーを通じて、そのことをより多くの方に感じてもらいたい。

て健常者と障がい者とが深く関わりあえる手話応援は、とても貴重な機会だと感じています。

そしていつでもどこでも手話が通じる社会を実現したい。そんな思いを胸に活動しています。

写真は手話教室ブースの様子
さいたま市 聴 覚 障 害 者 協 会
会長

川津 雅弘 さん

写真提供：大宮アルディージャ
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地球温暖化防止への取り組み

「第 52 回全 国ろうあ者 体 育 大 会 in 埼

東日本大震災以降、継続的な復興支援を

埼玉県農林公社が管理する小川町の民

玉」に協賛し、スタッフ用 Tシャツの提

推進。その一つが、2015 年から行って

有林を『イーリスの森』
と命名。毎年、

供等を実施。障がいの有無にかかわら

いる
「東松島サッカーフェスティバル」
へ

社員とその家族によるボランティアで枝

ず、選手・スタッフから観客までの全

の支援です。地域交流を通し、防災に

打ち等の作業を行い、環境保全の更な

員が楽しめる大会作りに協力しました。

とどまらない多くのことを学んでいます。

る充実を図っています。

交通安全の取り組み

女性の働き方を応援

エコと福祉への寄与

事故時の状況確認や再発防止等の検討

産休・育休・勤務時間短縮等の制度を

13 年ほど前から、アルミ缶を 2 万 1 千

はもちろん、日常的な安全指導にもドラ

いち早く導入し、仕事と家庭を両立する

個集め、車椅子に交換する運動に参画

イブレコーダーを活用。具体的にどの

女性を支援してきました。また、
「多様

しています。6 月に2 台目の車椅子を久

ような注意や行動が必要かを考え、安

な働き方実践企業」
として、埼玉県から

喜市へ寄贈。地道なリサイクル活動が、

全運転の
「習慣付け」
を徹底しています。

最上位のプラチナ認定を受けています。

社会福祉への貢献につながりました。

│社 外 取 締 役 V O I C E │

毎日興業はコーポレートガバナンス強化のために、社外取締役の意見を取り入れています。

社外取締役に就任して一年が経過しました。前年を振り返ると全社員が CSR やコ
ンプライアンスの充実に向けて積極的に取り組んで来ました。その成果は社会に

社外取締役

気配りが出来るリーダーが増えて来たことで実感しています。これからは、以前

清雲 栄純

にも増して環境問題への配慮やリスクマネージメント体制の構築に力を注ぎ、組
織力強化が必要です。本来業務であるオンザ・ピッチでの躍動には、家族や健康
に気配りできるオフザ・ピッチの充実が不可欠です。社員個々のストロング・ポ
イントを生かしたチームとして更にステップ・アップし、地域になくてはならな
い企業に発展するためにお役にたちたいと考えています。

1950 年生まれ。法政大学卒業後、古河電
気 工 業 に 入 団。翌 年、日 本 代 表 に 選 出。
引退後、1999 年から大宮アルディージャ
GM、2004 年〜2012 年まで同トータルア
ドバイザーなどを歴任。

もっ けい かい

表 紙の写 真「社内木鶏 会」
社内木鶏会とは、月刊誌「致知」をテキストに人間学を学ぶ勉強会のことです。美点凝視の精神で互いの良い点を
認め合い、人格の向上を図っています。当社は木鶏会の全国第 1 号として 2003 年から活動を開始し、現在では国
内外 1200 社が取り組むまでの規模に発展しています。当社も木鶏の先駆けとして部署・現場を問わず活動の輪
を広げ、今では風通しの良い組織形成に欠かせない交流の場となっております。

今日も 明日も そっと。

毎日興業株式会社

毎日興業

Facebookもチェック

我々は管理する建物とオーナー様、ご利用者様に、24 時間 365 日いつでもどんな時でも常に「そっと」寄り添い、快適で安心した最高の建物管理サービスの
実現に努めています。その想いをショルダーメッセージ「今日も 明日も そっと。」に込めました。
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地域になくてはならない毎日興業へ。
その発展のお役に立ちたい。
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