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やよい

理事長　我妻　武理事長　我妻　武
　この度１月に行われた理事会において、深澤前理事長から理事長を引き継ぐことになりました。ご挨

拶も含めて所感を書きたいと思います。

　まず、深澤さんには本当にお世話になりました。ライフがNPO法人として動き始める時に理事長を引

き受けてくださり、他から見れば荒唐無稽な計画でも、ライフの方向性が見えるものであれば、若い職

員たちの動きに任せてくださいました。しかし、闇雲に認めるものではなく、すぐには実現できないこ

とでも、ライフとして取り組まなければならないことをきちんと見据えての判断をしていただきまし

た。また、いつもスタッフ、メンバーの話を分け隔てなく聞く姿勢には、素晴らしいと心を打たれてい

ました。私もこうした深澤さんの姿勢は踏襲していきたいと思います。残念ながらご病気のこともあ

り、理事長を辞されましたが、今後もライフの応援団としては変わりがありませんので、ご指導をいた

だこうと思っています。

　私がライフと関わったのは、NPO法人としてスタートした際の理事からですが、障害当事者でありな

がら果たしてライフの役に立っているのだろうかという自問がありました。今回の理事長をお引き受け

する件も深澤前理事長からいただいていたお話の中で、ならば私の役割を果たそうと決断をさせていた

だきました。

　後を引き継いだ私がやらなければいけないこととしては、現場の各事業所での働くということや、仕

事の中身を含めてもう一度考えることから始められたらと思っています。

　ライフでは以前から「共働」という言葉を使っていますが、何度か人が入れ替わり、共働のイメージだ

けが先行してきている部分があるのではないかと思っています。ライフは障害のある人ない人が共に働

く場です。さらに、社会的な困難を抱える人たちも包括して一緒に働く場（社会的事業所）となるために

も、改めて「共働」をスタッフやメンバーと考え、実践していきたいと思っています。

　仕事の中身については、単純な下請けからの脱却も図りながら、生産から加工、販売まで手掛けるこ

とが出来る商品づくりを始めていくことを考えていきたいと思います。そうすることで少しでも就労継

続支援事業Ｂ型の工賃アップにつながるようにしたいと思っています。

　最後になりますが、ライフだけのことを考えるのではなく、昨年３月11日の震災で被災された方々と

も共に歩むことを心にとめて仕事をしていきたいと思っています。すでにライフでは震災後に各事業所

が呼び掛けて集めた募金を『ゆめ風基金』（大阪）へ送るなどして、被災地の障害者支援を行ってきていま

すが、その後は再始動を始めた被災地の障害者事業所からの商品を扱う等の取り組みも行っています。

こうした取り組みは継続して行っていきたいと考えています。離れてはいても被災地の方々を忘れずに

協働することを通じて復興の一助になればと考えています。

　最後の最後になりますが、これまでライフを応援してきてくださった方々に改めて感謝申し上げると

ともに、深澤前理事長同様に引き続き変わらぬご支援をいただければ幸いです。
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理事長就任にあたって思うこと理事長就任にあたって思うこと

編集後記
　紙面冒頭にあったように突然の理事長就任です。冒
頭の文章は、政治家の所信表明のようになってしまい
ましたが、確実に実行していきたいと考えていますの
で、ご容赦を。本号が届くころには震災から1年とい
うことで、いろいろな取り組みがなされていることで
しょう。ライフでもいろいろと考えましたが、静かに
被災地の方々を思うことにしました。しかし、継続し
ての被災地支援と共働は息永く行っていきたいと思っ
ています。決して忘れてはいけない。同じく札幌白石
区で起きた姉妹の病凍死事件も忘れてはいけない。役
所側の問題もあるが、私たちを含めて市民の側にも何
か出来なかったのかと悔やまれます。 （タケ）
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～ライフカンパのお願い～

　「素人包丁記・海賊の宴会」嵐山光三郎著（講談
社文庫）。この本は怪著である。まあ作者の嵐山光
三郎自身が怪しい存在だが、まさに怪心の作だろ
う。内容は独創的食物の薀蓄の数々。たとえば「雲
の料理」であるが、雲をどう食べるかから始まり、雲
の味や雲の旬を語り、「春の雲は養殖臭くまずい」と
か「六甲の美味しい雲」とか自由自在。「空腹と空想」
の項では、ダイエットの極意は空腹を食うことにあ
る、を言葉どおりにどう空腹を調理し食するかを論
じ、返す力で空想の味を詠む。読んで決して損では
ない（得にもならんけど）不思議だが必読の一冊だ。
　嵐山光三郎、もう一冊「文人悪食」（新潮文庫）も
お薦めしたい。明治から昭和期の名だたる37人の文
豪の食嗜好を綿密に描いた快作。啄木の借金だら
けで高級料理を食べ散らす放蕩生活。正岡子規は
臨終においても果てなき食らう執念をみせ、宮沢賢
治のハイカラ指向と大食漢、潔癖症の泉鏡花は大根
おろしを煮て食し、森鴎外にいたっては好物のあん
饅頭をご飯にのせ煎茶をかけるあんこ茶漬、と天衣
無縫・縦横無尽、喜劇悲喜劇。食から作家を語り、
食から作品を論評する画期的な１冊。
　今回、書棚の嵐山本を読み返したが、彼は元編集
者などとは仮の姿でエッセイの神、かもしれん。姉妹
作の「文人暴食」（新潮社文庫）もまーどえらいぞ。つ
いでながら「追悼の達人」も唸るほどの魅力的な作
品。追悼される人には決して見せられない絶品である。

発寒工房  笠井　衛二
私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

「嵐山光三郎のこの本が凄い」
　NPO札幌・障害者活動支援センターライフで
は、設立して22周年（法人化して12年）を越えたと
ころですが、これまで何か行動を起こす時に目標を
設定してカンパのお願いをしてきました。しかし、
昨年末から皆様方にライフ運営資金のためのカン
パをお願いしてきています。
　ここ数年続く世界的な不況で仕事量は減ってお
り、ライフの運営が厳しくなっていることも事実で
す。そこで、大変恐縮ですが、ライフの運動に共感
する皆様方からの応援を是非ともお願いしたい思
います。

　NPO札幌・障害者活動支援センターライフで
は、設立して22周年（法人化して12年）を越えたと
ころですが、これまで何か行動を起こす時に目標を
設定してカンパのお願いをしてきました。しかし、
昨年末から皆様方にライフ運営資金のためのカン
パをお願いしてきています。
　ここ数年続く世界的な不況で仕事量は減ってお
り、ライフの運営が厳しくなっていることも事実で
す。そこで、大変恐縮ですが、ライフの運動に共感
する皆様方からの応援を是非ともお願いしたい思
います。
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　施設は自由に住める在宅から比べると、自主的に
入りたくないものという。施設内は窮屈と言われる
が、自分らしい行動の自発性がない。
　新聞が「貧困ビジネス」と対比させたい意図も、施
設には自由を束縛するから。寝るときは１箇所に閉じ
込めていて、稼ぎを横取りする「貧困ビジネス」とどこ
が違うのか？
　たとえば労働組合の結成はほぼ認められないだろ
う（自治会がある程度の良い施設だろう）。自らの環
境条件や労働条件を交渉する権利が保障されてい
るか？集団になった入居者の声が聞こえにくいとする
と思ったら、入居者は不満・不平を個人が呟くだけだ
ろう。

　この記事も転載である。転載したのはNPO法人「札幌・障害者活動支援センター・ライフ」から発行されている

「アドボケイト」（第135号、2012年２月10日）の記事で専務理事の石澤利巳さんが原題「危うさを抱えた『フク

シ産業』の現場から社会的春闘の構築を」という記事である。この号についての「アドボケイト」は表紙に新事業

として独立した「こころや」の挨拶がある。いつも登場人物に事欠かない書き手豊富な「ライフ」であるが、それぞ

れのページには傘下で営業をしている各お店の宣伝が出ている。どれを買ったら良いのか魅力的な商品が並んで

いて迷うほどである。以下は石澤利巳さんの記事に対する感想である。

　現場からの告発に社会福祉法人は答えられるか ̶

　激しいやけ気味がある石沢さんの文章を転載にと
申し込んだのは、60年代には「総評と春闘」と合言
葉になっていたし、日本の労働運動の風物詩とも
なっていた用語が、福祉の現場から復活したからで
ある。しかも懐かしくも「社会的春闘」として、形容詞
が付いたのは、1960年代末期に「ベトナム反戦闘
争」や「反公害」さらに「物価引下げ運動」（＝「反イ
ンフレ」）など「国民春闘論」以来である。
　「社会的」春闘とは、かつて日本の労働組合（従業
員組合）が賃金引上げ（定昇込みの上げ幅を競うよ
うにしていた）ばかりを闘争課題にしていた反省か
ら、福祉課題を取り上げたのだが、障害者・生活保護
受給者等を「弱者救済」という「福祉思想」を問い直
そうとする他、大企業労使のみに通用する「企業福
祉」に終始するのではなくて、社会の「差別」構造を問
題にする「社会的労働組合」を取り上げたいからである。
　「社会的労働組合」とは「組合運動のエッセンスは
ディグニティ（尊厳）の実現である」という言葉を引用
して合理化せずとも良い（秋元樹著『80年代から21
世紀を見るアメリカ労働運動の新潮流』1992年、日
本経済評論社ISBN４－8188－0617－Ｘ）。ここで
「ディグニティ（尊厳）」とは、不当な社会福祉法人の
内部留保を許さないことだし、就労継続支援型Ａ、
Ｂの両方に存在する「法の欠陥」をついたモラルハ
ザードを許さないことも言える。

■ 春闘を呼び出してくれた ― 大谷さんのコメント（１）

　とりわけ「社会的春闘」とは特別にないものだろ
う。労働運動が活発だとどんな課題を取り上げても
上手く運ぶものだ。労働運動が低調だとどんな優れ
た課題を取り上げても不十分に終わる。

　まさに日本の現状が指し示しているように、社会
運動の低迷期である。ここで最初から福祉、たとえ
ば社会的事業所などの運動を作ることだろう。かつ
て労働運動を現場で経験していた人のノウハウが生
きることであろう。企業は他の企業が抜け穴を使うこ
とを封じるためには、官僚に委ねる傾向がある。かつ
て協約闘争の経験がある人は、それを活かして、隅々
まで法的に正当な規制をすることに役立てると良い。
　社会福祉法人の内部留保と言う話だが、大手企業
労使にはこの間賃金を挙げることが出来ない抑制に
働く社会的要因があった。それで大手企業には内部
留保が溜まったというそうだ。
　それを社会に流動化する試みを社会福祉法人に
習って、大手の企業労使にさせられたらというアイ
ディアを活かせることが出来たら、労働運動も活気づ
くはずだ。大手の労働組合が社会福祉法人のやり方
を学ぶという発想もあっても良いと思う。

■ 春闘を呼び出してくれた ― 大谷さんのコメント（２）

■ 施設は閉鎖的なもの ― 大谷さんのコメント（３）

※本原稿は大谷強さん（京都府在住）が、アドボケイト如月号（2012年2月10日発行）に掲載した記
事に対して、大谷さんがコメントを加えてご自身のＨＰに掲載されました。この問題は非常に重
要な課題であると考え、課題提起という観点から大谷さんのコメントを本紙でも掲載させていた
だきます。なお、冒頭にあったアドボケ如月号の石澤原稿部分については省略いたしました。

　「ノーマライゼーション政策研究」http://www.ops.dti.ne.jp/˜t-otani/index.html

大  谷    強（障害者政策研究全国集会・実行委員）
「貧困ビジネスと社会福祉法人とどこが違うのだろ」
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　東日本大震災からもうすぐ１年が経とうとして
います。この大震災で起きた福島第一原発の放射
能漏れ事故によって、原発が相次ぐ稼働停止とな
り、国内の電力供給は深刻な状況になっています。
　ところで、自動車業界は電気自動車の開発を進
めていますが、もしも国内の乗用車が全て電気自
動車になったら、電力はどうなるのかって考えて
みたことがありますか？
　国内の自動車の保有台数は、75,000千台(普通
車48,000千台＋軽自動車27,000千台)あります。
そして、ガソリン車と電気自動車の燃費、すなわ
ちエネルギー消費量を調べてみると、ガソリン車
と電気自動車のWell to Wheel(エネルギー効率)
における燃費をガソリン車のリッター当たりの走
行距離で比較すれば、およそ15km/litと83km/lit
になります。
　この燃費をエネルギー消費量に置き換えるに
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　修理の際、部品をリユース（再使用）していることが意外と知られていません。

　リサイクル用家具や自転車が万全の形で倉庫に入ってきてくれれば、理想的なのですが、家具であれ

ば、引出の取っ手が取れている、扉のちょうつがいが一ヶ所だけな

い、戸棚の棚板のだぼ（棚受け用の棒）が足りない…、など少しづつ

何かしら部品が欠けている家具も多いのです。

　ホームセンターへ行って、部品を買い足せば話は早いのですが、

そこはリユースを目的とした施設です(予算の都合もちょっとだけ、

ありますが…)。修繕が無理と判断した物から、部品や廃材を取り、

ストックしておくのです。

　使えるか使えないかはもちろんのこと、サイズ、デザイン、これ

から直す予定の品物に合うかも考えながらの部品取りです。

　発寒工房には、部品を上手く組み合わせるのがとても上手な人がいます。あちこち部品を交換して修

理した品は、リユースでありますが、コラージュでもあり、サイボーグのようでもあります。

　写真は、２月の厳冬期に倉庫で部品取りをした時のものです。ライトは学習机用の照明です。今回は

倉庫内の整理整頓を兼ねて、主に学習机を整理したので、机用の部品が多くなっています。他にもワゴ

ンなどのキャスターや、小さなボルトまで、マイナス気温の中、約２時間、丹念に作業をした成果。

我々にとっては「お宝の山」です。

発寒工房作業日誌　②発寒工房作業日誌　②

「春まつり(仮称)」「春まつり「春まつり「春まつり「春まつり「春まつり(仮称)(仮称)(仮称)(仮称)(仮称)」」「春まつり(仮称)」
「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」「ばくりっこコーナー」

リユースプラザイベントリユースプラザイベントリユースプラザイベントリユースプラザイベント

　お花見真っ盛りの頃に、楽しい屋外でのイベン
トを開催します。ライフの屋
台も出店。4Rクイズや工作
コーナーなど。
　ちっきゅんも登場～平成24
年度の初ちっきゅんの中に入
るのは誰かな？？

　4月28日から先着200袋（1袋500g入り）地区リ
サイクルセンターで市民から持ち込まれた１次処理済
みの生ごみ堆肥を熟成させた＜生ごみ堆肥＞を差し上
げます。家庭菜園や花壇に是非お使い下さい。

　捨てられないものをリユースしませんか？食
器・おもちゃ・バッグ・学用品・CD・DVDな
ど。ただし、汚れのひどいもの、壊れたもの、ブ
ランド品及びそのコピー品、海賊版ソフト、大型
ごみ、家電リサイクル法に該当する品物は交換で
きません。　　　　　　　※お一人さま５点まで

5月12日（土） 午前10時～午後３時3月24日（土） 25日（日）
4月7日（土） 8日（日）
4月28日（土）～5月6日（日） 
午前10時～午後４時

※5月1日（火）休館日

～生ごみ堆肥、配布のお知らせ～

(交換)

札幌市リユースプラザ 〒004-0003 札幌市厚別区厚別東３条１丁目１-10
TEL 011-375-1133   FAX 011-375-1155

http://www.reuseplaza.jp/http://www.reuseplaza.jp/

札幌市リサイクルプラザ  発寒工房 〒063-0835 札幌市西区発寒 15条 14丁目２-30
TEL 011-662-7815   FAX 011-662-7816

西田です！（写真上）ボクが中心となって作成
のはずが…。すっかり福江さん（写真下）が主
導権を…。まるで職人～黙々と作業中！

雪だるまの家には雪だるマン
がいっぱい…。目を作るのが
大変だったと森さん

・ひだまり特製カレーを販売中
のたねやのイケメン販売員奥井
さん♪（写真左）とお客さん～邪
魔！きばりやの為井さん（写真
中央奥）の笑顔が見えない(T_T)
・こころやの岡林さん（写真右）
が来館、嬉しい！

・突然のSTVの取材カメラマンの来
館に～凧作りの参加者0名だった
ら、どうしよう～とドキドキの西
田さん。
・日曜日は、風が強くて凧が高く上
がりました。

リユースプラザ イベント　冬まつりへの軌跡リユースプラザ イベント　冬まつりへの軌跡リユースプラザ イベント　冬まつりへの軌跡
札幌市リユースプラザ  松永　クニ子

　去る、2月25・26日と今年度最後のイベント「リユースプラザ冬まつ

り」が開催されました。

　今回のイベントでは、リユースプラザで冬を満喫できる内容を考

え準備を進めて来ました。

　駐車場の除雪の山と、つき山を利用してペレットと、米の空き袋

を利用したソリで4Rクイズ大会、レジ袋の凧作りで広い雪原で思

いっきり遊ぶ、雪中アイスクリームづくりなどなどを計画実行しま

した。

　北海道新聞、読売新聞、厚別地区の地元紙まんまる新聞でも予告

して頂き、後は天気が良いことと、来館者を待つばかりでワクワク

でした。

　一番にやって来たのは、なんとSTVテレビの取材。それもレジ袋

の凧作りをメインにお昼のニュースに放映とのこと。西田さんの先

生ぶりが放映されました。TVのお陰で午後から、家具の販売を知っ

た市民が続々と来館という嬉しい悲鳴！担当の森さん大忙し！！！

　午後からは、北海道新聞の記者が「雪中アイスクリーム作り」の

取材に…コチラは、日曜日の朝刊に出ました。

　ところで、ここまで来るには職員の汗と涙が…。大げさかな(笑)

写真でその軌跡を綴ります。

　2日間での総入館者数は、365名でした。家具購入のお客さまも

たくさん来館頂きました。

　そして、これをバネに一層楽しいイベントを24年度は開催するこ

とを誓ったリユースプラザ職員です。

　5月12日（土）が、平成24年度の第一回のイベントです。ご協力よ

ろしくお願い致します。
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リユースキリマンジャロと命名の駐車場の
雪山。ここでもバトルが…。
空き缶で作った「リユースプラザ」
でも、「プ」が外れていると大ブーイング！

リユースキリマンジャロと命名の駐車場の
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リユースキリマンジャロと命名の駐車場の
雪山。ここでもバトルが…。
空き缶で作った「リユースプラザ」
でも、「プ」が外れていると大ブーイング！
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　東日本大震災からもうすぐ１年が経とうとして
います。この大震災で起きた福島第一原発の放射
能漏れ事故によって、原発が相次ぐ稼働停止とな
り、国内の電力供給は深刻な状況になっています。
　ところで、自動車業界は電気自動車の開発を進
めていますが、もしも国内の乗用車が全て電気自
動車になったら、電力はどうなるのかって考えて
みたことがありますか？
　国内の自動車の保有台数は、75,000千台(普通
車48,000千台＋軽自動車27,000千台)あります。
そして、ガソリン車と電気自動車の燃費、すなわ
ちエネルギー消費量を調べてみると、ガソリン車
と電気自動車のWell to Wheel(エネルギー効率)
における燃費をガソリン車のリッター当たりの走
行距離で比較すれば、およそ15km/litと83km/lit
になります。
　この燃費をエネルギー消費量に置き換えるに
は、基準となるガソリンの発熱量を決めなければ
ならないから、(財)日本自動車研究所の数値
7,680kcal/litより、ガソリンの発熱量kcal/litを
kWh/litに変換します。
7,680kcal/lit÷860kcal/kWh＝8.93kWh/litと
なります。
　乗用車の年間走行距離を仮に10,000kmとすれ
ば、ガソリン車の燃費15km/litから年間の燃料消
費量を計算して、10,000km÷15km/lit＝667lit/
年となります。
　また、この燃料消費量とガソリンの発熱量から
1台当たりのエネルギー消費量を求めると、
8.93kWh/lit×667lit/年＝5,956kWh/年となり
ます。
　自動車の保有台数
から国内全体での年
間のエネルギー消費
量は、5,956kWh/
年×75,000千台＝
446,700百万kWh/

年になりました。
　もしも、乗用車が全て電気自動車に置き換わっ
たら、必要なエネルギー(消費電力)量は幾らにな
るだろうか。そして、その必要なエネルギーは現
在の発電量に対して、どの程度の割合になるだろ
うか？
　電気自動車の燃費は83km/litだから、電気自動
車が必要とする国内全体での年間のエネルギー
（消費電力）量は、ガソリン車の燃費との比率から
計算できるので、446 ,700百万kWh/年×
15km/lit÷83km/lit＝80,729百万kWh/年になり
ます。
　国内の発電量は合計で10,000億kWh/年
（1,000,000百万kWh/年）ですので、電気自動車
で必要になる電力量は、国内総発電量のおよそ
8.2%に相当します。
そこで、発電所の年間稼働率を80％とすれば、
80,729百万kWh/年÷8,760時間/年÷0.8＝
11,520千kWとなります。
　つまり、いま電力の供給が逼迫して節電対策を
している状況下において、この電気自動車に必要
な電力を新たに補わなければならないのです。で
は、仮に原発とすれば、１基900千kW程度の原
発をおよそ13基設置しなければならないことに
なります。
　原発は最早、今回の大震災で「安全性」とCO２

の排出量が少ないだけで「環境問題の優秀性」と
いうレッテルを決定的に失ったと云っても過言で
はありません。それどころか、福島第一原発周辺
は放射能汚染で「生物の危険地帯」となり、環境を
破壊してしまったのです。
　もしも、電気自動車が普及すれば、国内総発電
量のおよそ8.2%分の電力が逼迫し、年中計画停
電をしなければならなくなるかもしれません。
　にもかかわらず、今、なぜ電気自動車のように
電気を必要とするモノを開発しようとしているの
でしょうか？

もしも、国内の乗用車がすべて電気自動車になったら…もしも、国内の乗用車がすべて電気自動車になったら…
小形　忠寛

札幌市中央区南８条西２丁目5－74
市民活動プラザ星園103
ＴＥＬ ０１１－５９６－６５８１
ＦＡＸ ０１１－５９６－６５８２
E-mail:genki@hatarakutei.jp

アウトソーシングセンター

元気ジョブ

まちの元気印。
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「 私のオススメ-たねや新商品 」　
木原　悟志

　去年の秋くらいから少しず

つ新商品を入れて品数もかな

り増えてきました。その中か

ら私が気になった物をここで

紹介します。

　飲み物から「しずおかべにふうき」(350ml,税込

158円)ペットボトルで手ごろな大きさです。味は

しっかりとした緑茶の濃い味と香りが楽しめます。

　次にお菓子を紹介します。「カリカリポテト 

あっさり塩味」(60g,税込194円)厚切りポテチの2

つ折りタイプです。味はたねやのお菓子にはめずら

しくしっかりとした感じのポテチです。もうひとつ

は「カップケーキ」(8個入,税込315円)食感はしっ

とりとした甘さひかえめのマドレーヌのようなケー

キです。

　たねやでは有機・低農薬・フェアトレードなどに

こだわった品物をたくさんとりそろえております。

新商品を見にたねやまでぜひおこし下さい。

「 ゆいに行ってから１年 」
井口　真二

　ゆいに行ってから１年が経ちました。ヘルパーの
仕事をしています。たねやの仕事をしながらヘル

パーとしても仕事をして色々の人と関わっていま

す。最初は分からないことが

たくさんあったけど、今はで

きることが増えてきて仕事が

楽しいです。これからも頑張

ります。

　たねやでは出張販売に行っ

たり、軽作業の帯・丁合・折

などをしています。

～ 入社してから４ヶ月 ～
　　　　奥井　忠宏

　私が「たねや」に入り早いもので4ヶ月。一緒に働く仲間たちとも少しずつ連携が取れるようになり、

とても楽しく働かせていただいております。

　店舗の現状としましては足を運んでいただくお客様の数はまだまだ少ないので、「たねや」の自慢の

商品と働く仲間の気持ちを含めてもっともっとたくさんの人々に「たねや」を知ってもらえるように努

めていきます。ゆっくりでも着実に進化していく「たねや」にご期待下さい。

　今回は全国的に認知度も
高く有名な商品をご紹介し
ます。
　高知県の「馬路村」という
小さな村で作られてるゆず
を使った商品。ポン酢など
を見かけたことがある方も
いらっしゃると思います。
　その中で私の一番のオス
スメは「ゆずの村ドリンク」

です。一口飲めばハチミツの程よい甘さと濃厚でさわやかなゆずの香りが口
の中に広がります。その味と香りでリフレッシュにも最適です。
　１度飲んだらまた飲みたくなるおいしさ。是非、お試し下さいませ。

オススメコーナーオススメコーナー

さわやかな味 ゆずの村
原材料名　
・はちみつ
・ゆず

280ml

 165円
1000ｍｌ

 494円
洋酒に加えてカクテルにしたり、焼酎
で割ってチューハイにしても美味！！

今月のおすすめ商品

桜だんご

 ￥130
お茶とのセット

 ￥250

ほっこり

　先日、きばりやで休憩時間を利用してのお茶会を開きました。とは言ってもお茶ではなくカフェ・ド・キバ

リヤのオリジナルドリップコーヒー（12p参照）を入れて、生クリームたっぷりのエクレアやロールケー

キと一緒にいただくと言う贅沢なお茶会です。みんなでワーワーいいながら珈琲を

落とすと、きばりや中に珈琲の香りが立ち込め、とても幸せな午後のひと時となり

ました。自分たちで飲んでみて、カフェのドリップコーヒーはとてもお美味しいと

自信を持って勧められる商品だと言うことがわかりました。

　きばりや内でもリピーターが増えたり、近所の方が何回も買いにきてくれるの

で、とても誇らしく思っております。是非、みなさんもご賞味くださいませ！！

　

　先日、きばりやで休憩時間を利用してのお茶会を開きました。とは言ってもお茶ではなくカフェ・ド・キバ
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落とすと、きばりや中に珈琲の香りが立ち込め、とても幸せな午後のひと時となり

ました。自分たちで飲んでみて、カフェのドリップコーヒーはとてもお美味しいと

自信を持って勧められる商品だと言うことがわかりました。

　きばりや内でもリピーターが増えたり、近所の方が何回も買いにきてくれるの

で、とても誇らしく思っております。是非、みなさんもご賞味くださいませ！！

　

桃の節句を迎え春が待ち遠しい季節。
カフェではホッとするコーヒーと菜の花の
スープや桜のお菓子、そして元気と笑顔で
皆様のご来店お待ちしてます♪

紅こうじで色づけされたピンクのお団子。中に
は桜の葉を練り込んだ白あんが入ってます。

　　 冬のポスティング
南條　恭彦

　厳しい寒さの続く毎日ですが、私は今、ポスティ

ングの仕事をしています。雪の無い季節とは違い、

足元は滑りやすく何回も転びそうになります。なん

とか気をつけながら、歩くスピードが遅くならない

ように動かなければならないので、非常に大変な環

境ですが、それでも私はこの仕事が好きなので充実

した毎日を送っています。

　まだまだ寒い季節が続きますが一生懸命　ポス

ティングの仕事を頑張っていきたいと思います。

　　 チャレンジ
　星  ☆  悠

　ぼくは新しい仕事がいっぱい入ったらやりたいで

す。あるいみは、やりがいがあるし、勉強になるか

らです。

　    １階の顔
カフェ　小西　学

　２月は寒い冬が続いています。

　３階には、研修生が来てくれて本当に楽しく過ご

せました。またいつでも来てくれたら嬉しいです。

　僕が一番好きな１階玄関口販売所で働き、すっか

りなれて「１階の顔」にもなりながら楽しく過ごし

ています。そうです。乗り物と同じく人の出会いが

あるからです。

　おいしいコーヒーやデザートをすすめてあげてい

るのです。ビジネスや観光土産などに立ち寄るのも

いかがでしょうか？

　１階玄関口販売所で働きながら、まるで僕が一番

好きなバスや路面電車、そして汽車のワンマン列車

みたいに運転手気分も感じています。

　札幌駅北口すぐそばのエルプラザは、汽車と中央

バスの路線バスが一番近くて便利です。ぜひ、カ

フェ・ド・キバリヤに立ち寄ってみてもいいのでは

ないかと思います。

　また、僕らのきばりやなども新しいスタッフやメ

ンバーも増え続けていければいいなと願っていま

す。みなさんの利用をお待ちしています。

今月のおすすめ商品
～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

きばりやでお茶会を…きばりやでお茶会を…
　門田　輝美

共働事業所
就労継続支援事業Ａ型

き ば り やき ば り やき ば り やき ば り や

・印刷物版下制作・製本
・ポスティング・ＤＭ発送
・その他の軽作業 〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５ マンションMOMO１F

TEL:(011)644-5533  FAX:(011)613-9323

〒060-0808 札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ3F
TEL/FAX：(011)758-6533

Cafe de キバリヤ

共働事業所 きばりや
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　きばりや内でもリピーターが増えたり、近所の方が何回も買いにきてくれるの

で、とても誇らしく思っております。是非、みなさんもご賞味くださいませ！！

　

桃の節句を迎え春が待ち遠しい季節。
カフェではホッとするコーヒーと菜の花の
スープや桜のお菓子、そして元気と笑顔で
皆様のご来店お待ちしてます♪

紅こうじで色づけされたピンクのお団子。中に
は桜の葉を練り込んだ白あんが入ってます。

　　 冬のポスティング
南條　恭彦

　厳しい寒さの続く毎日ですが、私は今、ポスティ

ングの仕事をしています。雪の無い季節とは違い、

足元は滑りやすく何回も転びそうになります。なん

とか気をつけながら、歩くスピードが遅くならない

ように動かなければならないので、非常に大変な環

境ですが、それでも私はこの仕事が好きなので充実

した毎日を送っています。

　まだまだ寒い季節が続きますが一生懸命　ポス

ティングの仕事を頑張っていきたいと思います。

　　 チャレンジ
　星  ☆  悠

　ぼくは新しい仕事がいっぱい入ったらやりたいで

す。あるいみは、やりがいがあるし、勉強になるか

らです。

　    １階の顔
カフェ　小西　学

　２月は寒い冬が続いています。

　３階には、研修生が来てくれて本当に楽しく過ご

せました。またいつでも来てくれたら嬉しいです。

　僕が一番好きな１階玄関口販売所で働き、すっか

りなれて「１階の顔」にもなりながら楽しく過ごし

ています。そうです。乗り物と同じく人の出会いが

あるからです。

　おいしいコーヒーやデザートをすすめてあげてい

るのです。ビジネスや観光土産などに立ち寄るのも

いかがでしょうか？

　１階玄関口販売所で働きながら、まるで僕が一番

好きなバスや路面電車、そして汽車のワンマン列車

みたいに運転手気分も感じています。

　札幌駅北口すぐそばのエルプラザは、汽車と中央

バスの路線バスが一番近くて便利です。ぜひ、カ

フェ・ド・キバリヤに立ち寄ってみてもいいのでは

ないかと思います。

　また、僕らのきばりやなども新しいスタッフやメ

ンバーも増え続けていければいいなと願っていま

す。みなさんの利用をお待ちしています。

今月のおすすめ商品
～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

きばりやでお茶会を…きばりやでお茶会を…
　門田　輝美

共働事業所
就労継続支援事業Ａ型

き ば り やき ば り やき ば り やき ば り や

・印刷物版下制作・製本
・ポスティング・ＤＭ発送
・その他の軽作業 〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５ マンションMOMO１F

TEL:(011)644-5533  FAX:(011)613-9323

〒060-0808 札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ3F
TEL/FAX：(011)758-6533

Cafe de キバリヤ

共働事業所 きばりや
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NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

――― お買い求めは ―――――――

こころや
札幌市西区琴似２条５丁目３-５マンションMOMO1F
ＴＥＬ：011-614-1871 ＦＡＸ：011-613-9323

〒060-0808
札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ3F

TEL/FAX：(011)758-6533

Cafe de キバリヤ

〒063-0812
札幌市西区琴似２条５丁目３-５ マンションMOMO１F
TEL:(011)644-5533  FAX:(011)613-9323

共働事業所 きばりや

―― お買い求めは ――――――――――――――――――――――
NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

札幌市西区琴似２条３丁目２-37サンハイム１F
ＴＥＬ：011-615-4131 ＦＡＸ：011-615-4132

コン・ブリオ  ひ だ ま り

北海道の優良品種
極良食味米

北海道で生まれ育ったゆめぴりか。
味、ツヤ、甘みのすべてを兼ね備えた最高級米！！
某スーパーでも、広告の品価格で 5kg 2,380円する最高級米が

ライフでは 低農薬栽培 で 精米したて の 分づき米
安心・安全！！安心・安全！！ 新鮮！！新鮮！！ 栄養価たっぷり！！栄養価たっぷり！！ もちもちっ！

！
もちもちっ！

！

ゆめぴりかの特徴 適度な粘りと甘みがあり、コシヒカリほどべ
たつきがなく、口に入れたときのモチモチ
感、ふっくら感も十分で、大満足の食感です。
炊きあがりの見た目も最高評価です！！

玄米と白米の中間のお米で、両方の良さを
味わう方法が「分づき米」。 玄米の栄養素と
白米の美味しさの“いいとこ取り”の分づき
米が、今大きな注目を集めています。
白米と比べるとビタミン・ミネラル・食物繊
維を豊富に含んでいるため栄養面でも優れ
ています。

分づき米とは？

本田農場生産の
低農薬栽培は？

除草剤・イモチ防除剤  各１回のみ散布し
て栽培しています。

１コ１コ

90円90円90円

cafe de kibariyacafe de kibariya
自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。

自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。ドリップパッ
ク
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袋の封を切ると、とても良い香りが広がり、美味しさは申し分
なしです。
お湯を注ぐだけで、簡単に香り・美味しさを楽しめるドリップ
コーヒーはいかが？！

朝の忙しい時間でも、

　　
コーヒーが楽しめます。

簡単・早い・美味しい

630円630円630円
７コ入り１箱７コ入り１箱

と驚きの低価格！！
この機会にぜひお買い求めを！！3kg 1,350円　5kg 2,250円

630円

　 厚真町
本田農場産 
　 厚真町
本田農場産 ゆめぴりかゆめぴりかゆめぴりか

札幌市西区二十四軒４条６丁目5-32 テラ二十四軒1F
ＴＥＬ：011-613-0611 ＦＡＸ：011-644-0088

共働サービス た ね や

90円
9

お買い物情報お買い物情報

藤原　亜由子

　最近は暖かくなったり、寒くなったり気温の変動がはげしいですね。みなさんは風邪などひいたりして

いませんか？ひだまりでは１人インフルエンザにかかった人がいました。

　私は季節の変わり目なのか体調がはっきりしなかったりと、かなりのひん度でくずしています。

　この間実家へ行った時も父が風邪をひいていました。この季節、服選びもむずかしいと思いますが体調

などくずさないよう、頑張って乗り切りたいものです。

ススキノのビルの上で採れた都市型養
蜂のハチミツす。

● さっぽろ９月 100ｇ ５００円
 

食べやすくクセの少ない上品な甘さの
高級品です。

● アカシア 100ｇ ８４０円
 

北海道の山中に群生するシナノキから
採れ、香り高く濃厚な味わいです。

● シナ 100ｇ ５００円
 

濃厚で味わいで個性的ですが、ミネラ
ルや鉄分が豊富に含まれています。

● ソバ 100ｇ ６００円
 

何種類もの花の蜜から採れた秘密め
いた北海道産ハチミツです。

● 百花蜜 100ｇ ５００円
 

はちみつ  ビーちゃんからの贈り物

① 豚肉は１枚ずつ広げて塩、コショウを振る。
② 耐熱容器にもやし、チーズ、豚肉を順に重ねる。同じ手順を
もう一度繰り返す。

③ 最後にもやし、豚肉、合わせたＡを順に重ねる。
④ 湯気の上がった蒸し器に入れ強火で８分蒸すと出来上がりです。

もやしと豚肉のミルフィーユ仕立て
 (16×17×高さ6.5cmの耐熱容器1個分)

材　料

豚肉[しゃぶしゃぶ用]…… 150g

もやし……………………… 2袋

スライスチーズ…………… 6枚

塩、コショウ…………… 各少々

ケチャップ……… 大さじ１

マヨネーズ……… 大さじ２

チリペッパー………… 少々
{Ａ

☆キッチンレシピ！☆

〒063-0812 札幌市西区琴似２条３丁目2-37
サンハイム１階

ＴＥＬ ６１５－４１３１ ＦＡＸ ６１５－４１３２
E-mail : konburio@npolife.net

コン・ブリオ ひだまり

HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可 HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可2012年3月10日HSK通巻 480号 2012年3月10日HSK通巻 480号
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お知らせ
ヘルパーステーション繭結(ゆい)では、ホーム
ヘルパー(１級または２級ヘルパー資格者)を募集して
おります。まずはお話だけでも聞いてみませ
んか？ご応募お待ちしております。

[勤務先] 西･東･北･厚別･白石の各区
 ※勤務場所への直行直帰可
[資　格] 経験不問､学生さんもOK､ブランクが

ある方･未経験･勉強中の方も歓迎
[時　間] 7:00～24:00の間で
 2～6時間位､週1～6日の勤務
[給　与] 時給850～1,200円以上､交通費規定
[応　募] 電話の上､写真付履歴書ご持参下さい｡
　★勤務先･時間･日数等､ご希望に合わせます｡
[連絡先] Tel:011-623-2505(佐々木･笠井)
 札幌市西区二十四軒4条6丁目5-32

　先日、介護保険更新申請の件で道庁に呼ばれ
た。「おたくは理事が変わっても変更申請は出し
ていないね。いままでの変更分、すべて変更申請
の書類をだしてね」と言葉は親しげだが有無を言
わせぬ口調で指導された。「毎年4月に現状報告を
提出していますが…」と消えそうな声で私。「現
状報告は報告だけで、変更申請ではない」と役所
の達人の一喝で終演。
　意気消沈で道庁を出ようとしたら、一階ホール
で肢体不自由児の作品展が開かれており、小不満
の清算になるかな、と寄ってみた。
　作品はどれもこれも力作ぞろいで、「これは凄い
や、いいものに出会えたな」と感心しながら見
入った。その作品の下に票が貼ってあり、名前や
学校名が入っているのだが、そこに○種○級の欄
があり、それぞれ１種１級とか１種２級とかと記
入されていた。作品のその票には、ほとんどが１
種１級と書かれ、重度の障害児と判明するが、肢
体不自由児の作品展に障害の程度は、必要なんだ
ろうか。
　ここで○種○級を若干説明すると、種とは１と
２があり、JRの身体障害者割引規則の２条に規
定され、介護者もこの割引が適用されるのが１種
で、２種はそれ以外となっている。級とは身体障
害者手帳の等級で、重たい順に１～６級まであ
り、１級と２級が一般的に重度障害と呼ばれている。
　１と２級のすべてが１種にならないのがJRの見
解だが、障害者の不自由さを独自に判断するとい
うJRの立場は誰のためか、再考を求めたい。
　障害者とは…と身体障害者福祉法の第４条で障
害者の定義をしている。それによると〝障害者と
は障害者手帳を保有している人〟とある。お解りだ
ろうか。障害を有していてもお上から手帳をいた
だかないと障害者ではないと規定されているのだ。
障害は申請と関係なく、障害だと思いませんか。
　この障害者福祉法の２条も面白い。内容はこう
だ。〝すべて身体障害者は、自ら進んでその障害
を克服し、その有する能力を活用することによ
り、社会経済活動に参加することができるように

努めなければならない〟
 そうなんです。障害者は、障害を自ら克服しな
ければならないのですよ。戦後すぐに生まれたこ
の法律のこの条項、みなさんはなぜ黙っているの
だろう。この条項がある限り、国は障害者への責
任は取らない。障害者は自らの障害を自ら克服し
なければならないのだからね。
　私はそのような意味からも、「障害」を「障がい」
とは明記しない。障害の害は、世間から害を押し
つけられた害なのだ。その社会からの障害者に対
する偏見や差別がある限り「障害」と明記したい。
　この国は、〝障害者とは国が認めた障害者手帳
を保持している人〟という奇怪な障害者手帳とい
う制度を作り出した。私には手帳制度に託した障
害者政策が理解できないし、手帳では障害者差別
は絶対に無くならないと思う。
　話はずれたが、作品の力強さは障害の有無では
ない。作品展になぜ等級の記入が必要なのか。な
ぜ障害に特別な意味を付加しようとするのだろう。
　健気な肢体不自由児がこれだけやっているん
だ、凄いだろうは支援者の自己満足。上から目線
の臨界点です。
　発表の機会が少ない肢体不自由児の作品を、純
粋に児童の作品として楽しみたい。

ーーーー  介護保険更新申請の途中に ーーーーーーーー  介護保険更新申請の途中に ーーーー
管理者　笠井　衛二
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　所　長　下斗米　貴行

　今国会に提出する障害者自立支援法の改正案が
まとまった。支援法の廃止と新しい法律の制定
は、2009年衆議院選挙で民主党が掲げた政権公
約である。法をめぐる違憲訴訟で、原告と国が和
解時に交わした合意文章にも盛り込まれている。
この変化が政権交代の醍醐味か！と政治的知識が
貧しい私は単純にそう思った。
　現行法の大きな問題はサービス量に応じた一割
負担であり「応益負担」である。そのためより多
くのサービスが必要な人ほど負担が多くなる現象
になり、和解ではその点にも触れた。
　しかしどうだろうこの結果は。部分的な改正な
んていうのは約束と違う。改正案は、法律名の変
更と目的や理念の規定、難病患者を追加するまで
にとどまっている。一方で実態にあわない障害程
度区分は、施行５年後をめどに見直しをかけ、私
たちに一番関係ある就労支援も、同時期に検討する
ということだ。
　厚労省は、廃止しない理由として、支援法を廃
止すると全ての事業者の指定を見直す必要があ
り、自治体などの負担が増す上、新法制定には野
党の協力が得られないとして、改正という手続き
をする考えだ。それを実現するのが政府・与党の
仕事であり、国民との約束の一票ではないのだろ
うか。民主党はその事を忘れないでほしいものだ。
　共生社会の実現や、社会的障壁の除去などを理
念に掲げているが、本当に実現する気があるのだ
ろうか。

金子　奈保子

　先日の帰宅途中、雪が降り積もり狭くなった歩
道を歩いていました。前方に小学１、２年生くら
いの女の子を発見。児童館の近く、ちょうど児童
館帰りの子ども達が歩く時間帯であったことか

ら、娘の姿と重ねて後ろから微笑ましく見つめて
いました。
　歩く速度は大人の私の方が速いので、女の子を
後ろから追い抜かそうとしたその瞬間。「こんにち
わ」といきなり声をかけられたのです。「???娘の
お友達だろうか?見覚え無いけど…」しばらく頭
の中でいろいろな可能性を探り答えの出ないま
ま、私もとりあえず「こんにちわ」（時間帯は完全
にこんばんわでしたが）そのまま追い抜かすつも
りだったのになんとなく歩調があってしまい、私
も気になったので「会ったことあったっけ?」と
尋ねてみました。すると女の子は顔を横に振りま
す。心の中で「そうだよね～会ったこと無いよ
ね!」と少し納得して「娘のお友達かと思った」と返
しました。なんとなく恥ずかしくなって「じゃあ
ね。気をつけてね」と先を急いだのですが、その出
来事がしばらく頭から離れませんでした。
　なんであの子は見ず知らずの私に、すれ違い様
に挨拶をしてくれたんだろう…。しかし、それと
同じことを私は何度も経験しているのです。娘の
小学校を行事で訪れるたびに、全く見ず知らずの
違う学年の子ども達が挨拶をしてくれるのです。
　学校で挨拶の指導をしているのは知っていまし
たが、みんな強制的ではなく、清々しい挨拶をし
てくれるので学校に行く度に感心していました。
大人の私の方が、とっさに挨拶を返すことができ
ずに「あぁ、悪いなぁ…」とよく思っていたので
す。きっとあの子も、日頃当
たり前のように知らない人に
でも気持ちよく挨拶をしてい
るのだろう…。
　学校へ行く度に思ってい
た、最近の若い子達（小学生）
はえらいなと思う気持ちがまた強くなった出来事
でした。この子達がこの気持ちをずっと持ってい
てくれたら日本は良くなる!と勝手に期待をしつ
つ、我が娘も健やかに育つことの出来るよう心が
けねば…と反省するのでした。

『 最近の若い者は… 』『 最近の若い者は… 』

『 誰の力不足なのか 』『 誰の力不足なのか 』
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NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

――― お買い求めは ―――――――

こころや
札幌市西区琴似２条５丁目３-５マンションMOMO1F
ＴＥＬ：011-614-1871 ＦＡＸ：011-613-9323

〒060-0808
札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ3F

TEL/FAX：(011)758-6533

Cafe de キバリヤ

〒063-0812
札幌市西区琴似２条５丁目３-５ マンションMOMO１F
TEL:(011)644-5533  FAX:(011)613-9323

共働事業所 きばりや

―― お買い求めは ――――――――――――――――――――――
NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

札幌市西区琴似２条３丁目２-37サンハイム１F
ＴＥＬ：011-615-4131 ＦＡＸ：011-615-4132

コン・ブリオ  ひ だ ま り

北海道の優良品種
極良食味米

北海道で生まれ育ったゆめぴりか。
味、ツヤ、甘みのすべてを兼ね備えた最高級米！！
某スーパーでも、広告の品価格で 5kg 2,380円する最高級米が

ライフでは 低農薬栽培 で 精米したて の 分づき米
安心・安全！！安心・安全！！ 新鮮！！新鮮！！ 栄養価たっぷり！！栄養価たっぷり！！ もちもちっ！

！
もちもちっ！

！

ゆめぴりかの特徴 適度な粘りと甘みがあり、コシヒカリほどべ
たつきがなく、口に入れたときのモチモチ
感、ふっくら感も十分で、大満足の食感です。
炊きあがりの見た目も最高評価です！！

玄米と白米の中間のお米で、両方の良さを
味わう方法が「分づき米」。 玄米の栄養素と
白米の美味しさの“いいとこ取り”の分づき
米が、今大きな注目を集めています。
白米と比べるとビタミン・ミネラル・食物繊
維を豊富に含んでいるため栄養面でも優れ
ています。

分づき米とは？

本田農場生産の
低農薬栽培は？

除草剤・イモチ防除剤  各１回のみ散布し
て栽培しています。

１コ１コ

90円90円90円

cafe de kibariyacafe de kibariya
自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。

自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。ドリップパッ
ク
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袋の封を切ると、とても良い香りが広がり、美味しさは申し分
なしです。
お湯を注ぐだけで、簡単に香り・美味しさを楽しめるドリップ
コーヒーはいかが？！

朝の忙しい時間でも、

　　
コーヒーが楽しめます。

簡単・早い・美味しい

630円630円630円
７コ入り１箱７コ入り１箱

と驚きの低価格！！
この機会にぜひお買い求めを！！3kg 1,350円　5kg 2,250円

630円

　 厚真町
本田農場産 
　 厚真町
本田農場産 ゆめぴりかゆめぴりかゆめぴりか

札幌市西区二十四軒４条６丁目5-32 テラ二十四軒1F
ＴＥＬ：011-613-0611 ＦＡＸ：011-644-0088

共働サービス た ね や

90円
9

お買い物情報お買い物情報

藤原　亜由子

　最近は暖かくなったり、寒くなったり気温の変動がはげしいですね。みなさんは風邪などひいたりして

いませんか？ひだまりでは１人インフルエンザにかかった人がいました。

　私は季節の変わり目なのか体調がはっきりしなかったりと、かなりのひん度でくずしています。

　この間実家へ行った時も父が風邪をひいていました。この季節、服選びもむずかしいと思いますが体調

などくずさないよう、頑張って乗り切りたいものです。

ススキノのビルの上で採れた都市型養
蜂のハチミツす。

● さっぽろ９月 100ｇ ５００円
 

食べやすくクセの少ない上品な甘さの
高級品です。

● アカシア 100ｇ ８４０円
 

北海道の山中に群生するシナノキから
採れ、香り高く濃厚な味わいです。

● シナ 100ｇ ５００円
 

濃厚で味わいで個性的ですが、ミネラ
ルや鉄分が豊富に含まれています。

● ソバ 100ｇ ６００円
 

何種類もの花の蜜から採れた秘密め
いた北海道産ハチミツです。

● 百花蜜 100ｇ ５００円
 

はちみつ  ビーちゃんからの贈り物

① 豚肉は１枚ずつ広げて塩、コショウを振る。
② 耐熱容器にもやし、チーズ、豚肉を順に重ねる。同じ手順を
もう一度繰り返す。

③ 最後にもやし、豚肉、合わせたＡを順に重ねる。
④ 湯気の上がった蒸し器に入れ強火で８分蒸すと出来上がりです。

もやしと豚肉のミルフィーユ仕立て
 (16×17×高さ6.5cmの耐熱容器1個分)

材　料

豚肉[しゃぶしゃぶ用]…… 150g

もやし……………………… 2袋

スライスチーズ…………… 6枚

塩、コショウ…………… 各少々

ケチャップ……… 大さじ１

マヨネーズ……… 大さじ２

チリペッパー………… 少々
{Ａ

☆キッチンレシピ！☆

〒063-0812 札幌市西区琴似２条３丁目2-37
サンハイム１階

ＴＥＬ ６１５－４１３１ ＦＡＸ ６１５－４１３２
E-mail : konburio@npolife.net

コン・ブリオ ひだまり
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「障害者等の就労を考える 
　社会的事業所の役割」の
　講演記録が出来ました！

今年の１月に開催したセミナー

　私たちは「福祉」という言葉を好まない。それは、
「福祉施策」を必要とする人たちを見下したときに使わ
れることが多いように感じられるから…
　本来『「人間福祉」であるべき「福祉」が、今、「制
度としての福祉」になりさがっている』という社会福祉
法人この実会の加藤孝さんの言葉に触発され、『さっぽ
ろ人間福祉ブックレット』を発行する。

社会的困難を抱える人たちとの「共働」をめざす、「社会的
事業所」制度の法制化は急務であります。

社会的事業所とは何か？
その理念と実践の取り組みが解りやすく語られています。

震災復興は雇用の創出から
いまこそ社会的事業所の出番です！
震災復興は雇用の創出から

いまこそ社会的事業所の出番です！

●お申し込み
NPO法人札幌・障害者活動支援センターライフ

札幌市西区琴似2条5丁目3 5  マンションモモ１F
TEL:011 633 6666  FAX:011 613 9323
mail:honbu@npolife.net
H P:http://npolife.net/

定価

NPOライフブックレットNo.２
『誰もが働ける社会を』

( 送料別 )　A5 判　140 ページ
2011年6月30日発行

1,000円

NPOライフブックレットNo.１
『収容施設はもういらないと思うまで』
定価 ( 送料別 )　A5 判　72ページ

2008年8月31日発行

840円
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1973年1月13日第三種郵便認可  HSK通巻番号480号

発　行/2012年3月10日(毎月10日発行)

編集者/我妻　武

住　所/〒063-0812

札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO1Ｆ

特定非営利活動法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

TEL 011-633-6666　FAX 011-613-9323

H  P http://npolife.net/

発  行/北海道障害者団体定期刊行物協会

定  価/100円

弥生号
NO.136 2012.3.10号　

やよい

理事長　我妻　武理事長　我妻　武
　この度１月に行われた理事会において、深澤前理事長から理事長を引き継ぐことになりました。ご挨

拶も含めて所感を書きたいと思います。

　まず、深澤さんには本当にお世話になりました。ライフがNPO法人として動き始める時に理事長を引

き受けてくださり、他から見れば荒唐無稽な計画でも、ライフの方向性が見えるものであれば、若い職

員たちの動きに任せてくださいました。しかし、闇雲に認めるものではなく、すぐには実現できないこ

とでも、ライフとして取り組まなければならないことをきちんと見据えての判断をしていただきまし

た。また、いつもスタッフ、メンバーの話を分け隔てなく聞く姿勢には、素晴らしいと心を打たれてい

ました。私もこうした深澤さんの姿勢は踏襲していきたいと思います。残念ながらご病気のこともあ

り、理事長を辞されましたが、今後もライフの応援団としては変わりがありませんので、ご指導をいた

だこうと思っています。

　私がライフと関わったのは、NPO法人としてスタートした際の理事からですが、障害当事者でありな

がら果たしてライフの役に立っているのだろうかという自問がありました。今回の理事長をお引き受け

する件も深澤前理事長からいただいていたお話の中で、ならば私の役割を果たそうと決断をさせていた

だきました。

　後を引き継いだ私がやらなければいけないこととしては、現場の各事業所での働くということや、仕

事の中身を含めてもう一度考えることから始められたらと思っています。

　ライフでは以前から「共働」という言葉を使っていますが、何度か人が入れ替わり、共働のイメージだ

けが先行してきている部分があるのではないかと思っています。ライフは障害のある人ない人が共に働

く場です。さらに、社会的な困難を抱える人たちも包括して一緒に働く場（社会的事業所）となるために

も、改めて「共働」をスタッフやメンバーと考え、実践していきたいと思っています。

　仕事の中身については、単純な下請けからの脱却も図りながら、生産から加工、販売まで手掛けるこ

とが出来る商品づくりを始めていくことを考えていきたいと思います。そうすることで少しでも就労継

続支援事業Ｂ型の工賃アップにつながるようにしたいと思っています。

　最後になりますが、ライフだけのことを考えるのではなく、昨年３月11日の震災で被災された方々と

も共に歩むことを心にとめて仕事をしていきたいと思っています。すでにライフでは震災後に各事業所

が呼び掛けて集めた募金を『ゆめ風基金』（大阪）へ送るなどして、被災地の障害者支援を行ってきていま

すが、その後は再始動を始めた被災地の障害者事業所からの商品を扱う等の取り組みも行っています。

こうした取り組みは継続して行っていきたいと考えています。離れてはいても被災地の方々を忘れずに

協働することを通じて復興の一助になればと考えています。

　最後の最後になりますが、これまでライフを応援してきてくださった方々に改めて感謝申し上げると

ともに、深澤前理事長同様に引き続き変わらぬご支援をいただければ幸いです。

　この度１月に行われた理事会において、深澤前理事長から理事長を引き継ぐことになりました。ご挨

拶も含めて所感を書きたいと思います。

　まず、深澤さんには本当にお世話になりました。ライフがNPO法人として動き始める時に理事長を引

き受けてくださり、他から見れば荒唐無稽な計画でも、ライフの方向性が見えるものであれば、若い職

員たちの動きに任せてくださいました。しかし、闇雲に認めるものではなく、すぐには実現できないこ

とでも、ライフとして取り組まなければならないことをきちんと見据えての判断をしていただきまし

た。また、いつもスタッフ、メンバーの話を分け隔てなく聞く姿勢には、素晴らしいと心を打たれてい

ました。私もこうした深澤さんの姿勢は踏襲していきたいと思います。残念ながらご病気のこともあ

り、理事長を辞されましたが、今後もライフの応援団としては変わりがありませんので、ご指導をいた

だこうと思っています。

　私がライフと関わったのは、NPO法人としてスタートした際の理事からですが、障害当事者でありな

がら果たしてライフの役に立っているのだろうかという自問がありました。今回の理事長をお引き受け

する件も深澤前理事長からいただいていたお話の中で、ならば私の役割を果たそうと決断をさせていた

だきました。

　後を引き継いだ私がやらなければいけないこととしては、現場の各事業所での働くということや、仕

事の中身を含めてもう一度考えることから始められたらと思っています。

　ライフでは以前から「共働」という言葉を使っていますが、何度か人が入れ替わり、共働のイメージだ

けが先行してきている部分があるのではないかと思っています。ライフは障害のある人ない人が共に働

く場です。さらに、社会的な困難を抱える人たちも包括して一緒に働く場（社会的事業所）となるために

も、改めて「共働」をスタッフやメンバーと考え、実践していきたいと思っています。

　仕事の中身については、単純な下請けからの脱却も図りながら、生産から加工、販売まで手掛けるこ

とが出来る商品づくりを始めていくことを考えていきたいと思います。そうすることで少しでも就労継

続支援事業Ｂ型の工賃アップにつながるようにしたいと思っています。

　最後になりますが、ライフだけのことを考えるのではなく、昨年３月11日の震災で被災された方々と

も共に歩むことを心にとめて仕事をしていきたいと思っています。すでにライフでは震災後に各事業所

が呼び掛けて集めた募金を『ゆめ風基金』（大阪）へ送るなどして、被災地の障害者支援を行ってきていま

すが、その後は再始動を始めた被災地の障害者事業所からの商品を扱う等の取り組みも行っています。

こうした取り組みは継続して行っていきたいと考えています。離れてはいても被災地の方々を忘れずに

協働することを通じて復興の一助になればと考えています。

　最後の最後になりますが、これまでライフを応援してきてくださった方々に改めて感謝申し上げると

ともに、深澤前理事長同様に引き続き変わらぬご支援をいただければ幸いです。

理事長就任にあたって思うこと理事長就任にあたって思うこと

編集後記
　紙面冒頭にあったように突然の理事長就任です。冒
頭の文章は、政治家の所信表明のようになってしまい
ましたが、確実に実行していきたいと考えていますの
で、ご容赦を。本号が届くころには震災から1年とい
うことで、いろいろな取り組みがなされていることで
しょう。ライフでもいろいろと考えましたが、静かに
被災地の方々を思うことにしました。しかし、継続し
ての被災地支援と共働は息永く行っていきたいと思っ
ています。決して忘れてはいけない。同じく札幌白石
区で起きた姉妹の病凍死事件も忘れてはいけない。役
所側の問題もあるが、私たちを含めて市民の側にも何
か出来なかったのかと悔やまれます。 （タケ）
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～ライフカンパのお願い～

　「素人包丁記・海賊の宴会」嵐山光三郎著（講談
社文庫）。この本は怪著である。まあ作者の嵐山光
三郎自身が怪しい存在だが、まさに怪心の作だろ
う。内容は独創的食物の薀蓄の数々。たとえば「雲
の料理」であるが、雲をどう食べるかから始まり、雲
の味や雲の旬を語り、「春の雲は養殖臭くまずい」と
か「六甲の美味しい雲」とか自由自在。「空腹と空想」
の項では、ダイエットの極意は空腹を食うことにあ
る、を言葉どおりにどう空腹を調理し食するかを論
じ、返す力で空想の味を詠む。読んで決して損では
ない（得にもならんけど）不思議だが必読の一冊だ。
　嵐山光三郎、もう一冊「文人悪食」（新潮文庫）も
お薦めしたい。明治から昭和期の名だたる37人の文
豪の食嗜好を綿密に描いた快作。啄木の借金だら
けで高級料理を食べ散らす放蕩生活。正岡子規は
臨終においても果てなき食らう執念をみせ、宮沢賢
治のハイカラ指向と大食漢、潔癖症の泉鏡花は大根
おろしを煮て食し、森鴎外にいたっては好物のあん
饅頭をご飯にのせ煎茶をかけるあんこ茶漬、と天衣
無縫・縦横無尽、喜劇悲喜劇。食から作家を語り、
食から作品を論評する画期的な１冊。
　今回、書棚の嵐山本を読み返したが、彼は元編集
者などとは仮の姿でエッセイの神、かもしれん。姉妹
作の「文人暴食」（新潮社文庫）もまーどえらいぞ。つ
いでながら「追悼の達人」も唸るほどの魅力的な作
品。追悼される人には決して見せられない絶品である。

発寒工房  笠井　衛二
私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

「嵐山光三郎のこの本が凄い」
　NPO札幌・障害者活動支援センターライフで
は、設立して22周年（法人化して12年）を越えたと
ころですが、これまで何か行動を起こす時に目標を
設定してカンパのお願いをしてきました。しかし、
昨年末から皆様方にライフ運営資金のためのカン
パをお願いしてきています。
　ここ数年続く世界的な不況で仕事量は減ってお
り、ライフの運営が厳しくなっていることも事実で
す。そこで、大変恐縮ですが、ライフの運動に共感
する皆様方からの応援を是非ともお願いしたい思
います。

　NPO札幌・障害者活動支援センターライフで
は、設立して22周年（法人化して12年）を越えたと
ころですが、これまで何か行動を起こす時に目標を
設定してカンパのお願いをしてきました。しかし、
昨年末から皆様方にライフ運営資金のためのカン
パをお願いしてきています。
　ここ数年続く世界的な不況で仕事量は減ってお
り、ライフの運営が厳しくなっていることも事実で
す。そこで、大変恐縮ですが、ライフの運動に共感
する皆様方からの応援を是非ともお願いしたい思
います。

振り込み先
北洋銀行  琴似中央支店　普通預金 4606735
 加入者名 特定非営利活動法人
  札幌障害者活動支援センターライフ
  理事長　我妻　武

札幌信用金庫 琴似支店　普通預金 3296744
 加入者名 特定非営利活動法人
  札幌障害者活動支援センターライフ
  理事長　我妻　武

ゆうちょ銀行　振替口座　02710-4-63485
 加入者名 NPO札幌・障害者活動支援センターライフ

ご協力ありがとうございますご協力ありがとうございます

寄付金

佐藤　　均様

高井　健男様

織本　英子様

石澤　利巳様

匿名希望　様

アドボケ購読料

高井　健男様

門田　輝美様
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