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はじめに

• 自己紹介 笹田 三郎 1947年1月3日生まれ 70歳
元国立施設 教官
国際協力NGO/NPO法人アプカス 指圧技術指導責任者

【資格】
鍼灸マッサージ教員免許
あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師資格免許

・本日のテーマと内容
1. 視覚障害者の指圧センター支援事業（スリランカ）
2. 海外での技術指導経験の考察



発表者笹田の略歴

【職歴】
1967年～2007年

国立施設 教官（主に鍼灸マッサージ）
【国際協力分野 略歴】
2008年～2011年

JICAシニアボランティア （鍼灸マッサージ技術指導/マレーシア）
2013年～2016年

草の根技協 技術指導（指圧技術/インド）
2011年～2019年（予定）

草の根技協 技術指導（2017年9月採択）（指圧技術/スリランカ）
各国での活動経験については、「ランチセッション」にて



①スリランカにおける視覚障害者の状況



スリランカ民主社会主義共和国（スリランカ）
人口 約2,048万人（2015年推計）

（国土は北海道くらいの大きさ）
公用語 シンハラ語 タミル語 英語

宗教 仏教徒（70.0％）ヒンドゥ教徒（10.0％）イスラ
ム教徒（8.5％）カトリック教徒（11.3％）

首都 スリジャヤワルダナプラコッテ（政治の首都）
（商業上の首都 コロンボ/事業地）

時差 日本からー3.5時間
政治体制 共和制

通貨 スリランカルピー(Rs) 1Rs=0.8円くらい
初任給 Rs15000-Rs25000くらい（≒20,000円）

名目GDP 660億USD/世界69位/188国)
経済成長率 5－6％台 (開発途上国から新興国へ)
内戦終了後（2009年以降）は、観光客も増加

スリランカ基礎情報



スリランカの視覚障害者の状況

【視覚障害者の数】
7-15万名（推計値）
・緑内障、白内障、網膜剥離等が原因
・戦闘による失明（内戦）
・適切な治療を受けられない

【就職】
就職率：数%
（聴覚障害・肢体不自由者の半分）

・クラフト制作
・簡単な機械の組み立て
・路上で物乞い



【課題】
視覚障がい者の
仕事がない

障がい者への無理解・差別

適性のある仕事や
訓練機会が提供されない

雇用するコストを
負担できない

当事者、家族が
働けると思っていない

物乞いをする人が
多い

視覚障害者の就労に関する課題まとめ

原因 結果

当事者の勤労意欲の低さ



②スリランカでの7年間の活動の変遷



スリランカでの活動の沿革その1(2010-2012)

2010年
・視覚障害者職業訓練校(シードゥワ職業訓練校/社会福祉省)の
関係者から、訓練内容の改善、修了生の就職について
相談を受ける

2011年 ・笹田のスリランカでの技術指導開始
（以降年2回ペースで）

2012年
・コロンボ市の中心部で「トゥサーレ・トーキング・
ハンズ」を開業
・2名の修了生を訓練生として雇用



活動に関する写真：職業訓練校でのレクチャー



【ロケーション】
コロンボ市中心部
【営業時間】

9時～19時
【在籍指圧師】

8名
【来客数】

月に約300名

Thusare –Talking Hands-
トゥサーレ・
トーキング・ハンズ

活動に関する写真：指圧センター



スリランカでの活動の沿革その2(2013-2017)

2012年 ・「トゥサーレ・トーキング・ハンズ」を開業

2013年 ・グッドマーケット（認定を受けたソーシャルファームが参加
する青空市場/週1回開催）への参加開始

2015年 ・オフィスセラピー（会社への指圧師派遣）の開始
・6名のうち3名の指圧師が離反（偏った情報を鵜呑みにして）

2016年 ・インド事業の修了生が、講師としてスリランカ駐在開始

2017年
・指圧師8名＋訓練生2名＋マネージャー2名体制
・2店舗目（コロンボ市ホテル内テナントとして）の開店
・指圧訓練強化事業が、JICA草の根事業に採択



活動に関する写真：グッドマーケット



活動に関する写真：オフィスセラピー



活動に関する参考資料：指圧メニュー表など



活動に関する写真：JICAスリランカでの実演(2017年9月)



③指圧師養成に関する具体的内容



活動に関する写真：指圧師および訓練生と



視覚障害者指圧師の構成

人数 10名（男性/うち訓練生2名）
年齢 平均29歳（19歳～39歳）

視覚障害を負った年代 幼少期/2名 10代/5名 20代/3名

平均収入 およそRs34,000(指圧師/月)

家族 うち既婚者3名

【指圧師の構成】



指圧師養成の訓練内容

【技術指導内容の特徴】
1. 基礎は自作マニュアル（術式）をベースに習得

【座学】解剖・生理学（各自ICレコーダーを利用）
【実践】

「丹田呼吸」と「良い姿勢」
2.顧客の細かなニーズに対応する技術向上サポート

【座学】解剖・生理学、東洋医学
【実践】

Talking Hands：「手は口ほどにものを言う」



活動に関する写真：笹田による訓練の様子



④活動の現況と今後の課題について



現況と今後の課題 ①技術面

【現況】
年2回の笹田の渡航に加え、インド事業の修了生が、講師
として常駐。英語を介して座学、技術指導が行われている。
【課題】
1.技術習得全般の効率性（障害の多様性、言語の課題）
2.設備面の不足（研修スペース、人体模型、パソコン等）
3.プロ意識の不足（人間性の向上、自己研さん）
4.講師の養成



現況と今後の課題 ②運営面

【現況】
現在2名のスリランカ人マネージャーと10名の指圧師（訓
練生含む）が在籍。2店舗体制に。顧客、オフィスセラ
ピーの連携企業も増加している。
【課題】
1.指圧師の慢性的な不足
2.一定の負担（研修時のコスト、ケアテイカーの配置）
3.研修施設等が手狭になってきている
4.日本人メンバーが設立以降、無償ボランティア



現況と今後の課題 ③社会面

【現況】
これまでのトゥサーレの活動を通して、視覚障害者が指圧
師として働けるという認知は、政府機関や視障者団体には
浸透。トレーニング強化事業が、JICA草の根事業に採択。
【課題】
1.政府機関（国立障害者職業訓練校）へテコ入れ
2.根強いマッサージへの偏見（女性指圧師がいない）
3.資格制度の創設（職域の確立、サービスの差別化）



⑤7年間の実践を通じた考察



まとめとして 7年間の実践を通した考察

技術を「教える」「教えられる」という関係を超えて

笹田 現地
指圧師

共感する関係である



まとめとして 7年間の実践を通した考察

1.笹田から現地指圧師への影響

笹田障害当事者による支援であること

【現地指圧師への影響】
同じ障害を持つ者としてエンパワメントされる



まとめとして 7年間の実践を通した考察

スリランカ人の気質やハングリー精神

【笹田への影響】
南国的な「おおらかさ」に触れることによる気づき
自分自身が活性化され、大きなやりがいを感じる（共感）

現地
指圧師

2.現地指圧師から笹田への影響



まとめとして 7年間の実践を通した考察

不便は多いが自由度が高い
日本とは違う関係性

両者の関係性・社会環境

【社会環境】
レクチャーの内容について任せてもらえる
【関係性】
日本では一老人だが、ドクターに変身！

3.社会環境や両者の関係性



ご清聴ありがとうございました。
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