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　3月28日、エコフィスジャパン株式会社（札幌）の
鈴木大二郎社長と中村佳史営業部長がライフ本部に
お越しくださり、ライフの活動に役立ててほしいとい
うことで一昨年、昨年に引き続き50万円のご寄付を
いただきました。当日は法人を代表して我妻と石澤が
拝受いたしましたが、ライフからはお礼を込めて感謝
状をお贈りさせていただきました。
　エコフィスジャパン株式会社は、資源回収を全国各
地やアジアの一部で行っている株式会社松本光春商
店の系列会社ですが、会社に利益があるときには社
会に還元することも大切な役割としているそうです。
　資源回収という部分では、ライフが札幌市からの
受託事業で行っている札幌市リユースプラザや札幌
市リサイクルプラザ発寒工房も手がけていますし、エ
コフィスジャパン株式会社とは、イオンのリサイクル
事業で一緒にお仕事をさせていただくご縁もいただ
きました。今後の展開もご相談しながら取り組めると
幸いです。
　いただいたご寄付については大切に使わせていた
だきたいと思っています。
　本当にありがとうござました。

我 妻　 武我 妻　 武理事長
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　札幌市環境局からの委託事業である本事業は、

今までの１年更新から2010年４月からは３年更新

の契約となった。

　以前までは指名競争入札であったが、2014年

度からは一般競争入札となった。今回は２社によ

る入札であったようだが、NPOライフが再び委託

される結果となった。前回は、障害者雇用という

立場で、採算を度外視した低価格の落札だった

が、今回は、採算ぎりぎりでの落札だった。

　本事業は、ごみ減量の一環としての事業である

が、障害者雇用も要件となっており、一般競争入

札には馴染まないものと思う。

　非正規雇用や派遣労働の増大が問題と

なっている今日、価格で競う一般競争入札

は、委託を受ける事業者もそこで働く労働者も不

安定な状況には変わりがない。

　競争を否定するものではないが、価格だけの評

価（競争）ではない仕組みを作らねば、この不安定

状況の改革は難しいだろう。

　新たに与えられた３年間で、前期以上の業績を

上げることはもとより、現場で働く仲間と一緒に

「一般競争入札」だけではない、「総合評価制

度」に基づく新しい入札制度の在り方を提案して

行く決意を持て、本事業を推進していきたい。

（石澤利巳)

リサイクルプラザ発寒工房・リユースプラザ・地区リサイクルセンター 業務委託入札で考えるリサイクルプラザ発寒工房・リユースプラザ・地区リサイクルセンター 業務委託入札で考える

ひだまり 児島　義秀
　私が石澤さん（専務理事）のところに押しかけて25

年、四半世紀ですよ？　お互い…（これ以上言うとむな

しくなるんで！）お互い若かったこともあり、相当二人と

も血の気が多かったんで、ぶつかって１ヶ月くらい口を

利かなかったこともありました。今考えると、貧しかった

けど楽しかったなぁ！

　でだ、そろそろ本題、全部が全部とは言いませんが、

若い障害者、特に身体障害の軽度のやつ、動けるのに動

こうとしない！　働けるのに働こうとしない！　口だけは

カッコつけて言うが、言うだけ？　ハンカクサイやつ多く

ないですか？　時代？　ゆとり教育の影響？

　その人たちの話しを聞いてると、がんばって仕事しな

くても年金あるし、親のスネかじってるから（とは絶対

言わないよね！）生活には困らないからいい！　好きなこ

とやっとこうみたいな！　『じゃあ、その動くからだ、俺に

くれ！　あんたらよりよっぽどいい使い方してあげるか

ら！』って言いたいですけどね！　頑張らないのがカッ

コいい？　とでも思ってるんだろうか？　が、本当にカッコ

いいのは頑張っている事を本人はそう思わないで、周り

の人は『あの人、頑張ってるなぁ！』と思わせるというの

が、カッコいいと思うけどなぁ？

ひだまり 金子　加奈子
　このたび、３月31日をもって退職いたしました、旧姓　佐

藤加奈子です。１年と８ヶ月という短い期間でしたので、ま

だ入社したときの気持ちがボヤッとでも思い起こせるほど

で、運命のタイミングでライフと出会い、入社すること・採

用していただくこととなりましたが、不思議と迷いや不安は

ほとんど感じていなかったことを思い出します。

　勝手ながら少し昔話をすると私は20代の社会人生活、

飲食業界＝縦社会の厳しい環境にいることがほとんどだっ

たので、若いころは注意される日々。中堅に入ったころから

はいかにアメとムチをうまく使って、後輩を指導・成長して

もらうかを考える毎日でした。本当は和気あいあいと楽し

く仕事がしたいのに、無理して鬼の形相で叱らなければな

らない…そんな日々に疲れていました。

　ところがライフと出会い、みなさんに暖かく迎えていた

だき、ひだまりという場所を心から大切に想い毎日通うみ

んなやお客様の姿を見て、無理せず素のままで働くことが

できるようになっていきました。

　本来は意見をすることが苦手で、他人とぶつかるのも極

力さけたいタイプなので、周囲をイラっとさせてしまうこ

ともあるようで、たまに“言い返せないの？”と言われるこ

ともありましたが、それを過剰に気にするのではなく自分

は自分でいいんだという考え方ができるようになりました。

　今後の人生は自分の考え方を他人に押し付けたり、変に

ぶつかったりして生きていくのではなく、まずは他人の意見

を先入観なしに聞き入れてから、自分らしい意見を言える

ような人になっていきたいと思います。

　…自分の思うことばかり書いてしまいましたが…とにか

くライフと関わることができたこの２年弱は私の人生にと

ても重要で、本当に選んで良かったと思える職場でしたし、

淋しがってくれる人がいるだけで幸せ以外の何ものでもな

いのです。もっともっと長くいられたらまた何か変わってい

たのかもと期待してしまう自分もいますが…ひとまず区切

りとさせていただきます。

　声をかけてくれたり、関わってくださったみなさま本当に

ありがとうございました。心から感謝しています。
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[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

ヘルパーステーション繭結では、ホームヘルパー
(１級または２級ヘルパー資格保持者)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。

お知らせ

生活保護費減額から半年がすぎて生活保護費減額から半年がすぎて
　管理者　笠井　衛二

　生活保護費の支給額が減額となった。就労者控
除もなくなり、働く生活保護者にとって、月額１
万円近くの減となっただろう。生活保護の現場で
ケースワーカーや面接担当をしていた私には、こ
のことが政治の貧弱の象徴だと思えてしまう。生
活保護費を減額したその手で消費税を３％上げる
という矛盾に、誰も疑問を呈さないのだろうか。
 
　確かに、保護を受けている人の中で働けるのに
怠惰な人もいる。偽装離婚の母子も、仮病・詐病
も、無届稼動もいたし、今後もあるだろう。
だがね、そのことと保護費の減額は関係ない。公
務員でも商社マンでも障害者だって悪い奴はい
る。どこの世界にも法を破る人は尽きないのだ。
それは厳罰に処すればいい。

 保護基準より低収入で暮らしている人がいる。
その水準に併せる、との意見もある。それも違う。
その階層を引き上げるよう努めるべきで、それが
政治だろう。
 
　医療費が無料だから、過受診となる、もおかし
い論理である。それは医療側の倫理の問題だ。自
己負担がないから過剰診療をしてきたのは、医師
や病院の責任である。自己負担がないから青空天
井のように診療してきたのは医療側の人々だ。簡
単にいえば医師だ。医者が過剰に検査を押し付
け、薬を大量に注ぎ込んで儲けてきたのだ。ちな
みに介護の報酬は上限制限があり、過剰なサービ
ス提供は不可能である。

　そもそも生活保護者が増大しているのは、政治
の責任ではないか。
 
　生活保護は年金制度の尻拭いをさせられてい
る。国のご指導により30年間国民年金を支払っ

てきても、支給額は月額7万弱。この金額で、ど
のように生活するのか。不足分は保護費で埋めな
ければ生活できない。障害年金も同様である。

　もし仮に、老齢年金や障害年金が生活できる額
となれば、７割は生活保護の必要がなくなる。年
金制度の欠陥部分を生活保護は補っているだけな
のだ。
 
　生活保護費の一部を食料や物品を購入券にて、
なる発想がある。保護者には人権もプライバシー
も不要だという、傲慢な強権政治の最たるもので
ある。自分たちの政治の未熟さ、無能力を、弱者
に押し付けている。
 
　3.11を天罰、といった恍惚政治屋がいる。そ
れと同質、同列、双悪である。
 
どうであれ、
生活保護を受けられる国を誇りにしたい。
どうであれ、
生活保護者を受け入れる社会を矜持としたい。
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　去る３月５日、札幌市役所で入札が行われまし
た。発寒工房の笠井館長が出席され、結果はNPO
法人ライフが引き続き業務管理をすることになりま
した。結果が出るまで職員一同ドキドキで待ってい
ました。その後は事業計画やイベントの準備と忙し
い3月を過ごしています。5月17日にイベント「春
だ！桜だ！リユースまつり」が開催されます。
　ところでリユースプラザが開館したのは、平成21
年4月でした。開館して5年目です。その大半を
NPO法人ライフが管理していることになります。そ
の3年間の間にも色々な変化がありました。イベン
トにおいては、ともどもネット、発寒工房、そして、
ライフ全体からの応援で充実した内容で開催され

ていること。さまざまな講座、教室の開催。TVやラ
ジオ、新聞などのマスコミへの登場が増えたこと。
などなど市民へのアピールが濃厚になってきまし
た。厚別区の行事への参加も増えました。これから
の3年間は、きっとあっという間に過ぎるかもしれ
ません。しかし、私たちは更なる発展のために勉強
を惜しまず前進して行きます。「リユースプラザへ
行くとワクワクやドキドキがある！」そんな地域に根
差した施設を目指し続けたいです。これからも、皆
さま方のご協力よろしくお願い致します。要望やア
イデアもどしどしお寄せください。

発寒工房　程　乙九

　札幌市から
のリサイクル
プラザ発寒

工房、リユースプラザ、及び各地区リサイクルセン
ターの委託事業は2011年４月から開始、今年度
新たに引き続き３年間の契約更新が出来ました。
今まで関心を持って、見守っていただいた皆々様
に、この紙面を借りて深甚な感謝を申し上げます。
　振りかえれば今日まで過ぎた３年は体制を整え
るのには過重な力を消耗し過ぎたと思います。
　一方、社会的事業所を目指している我々には高

齢者、障害者と健常者が対等な関係で共に働く職
場として、多方面から課題に向かうよう、刺激を与
えられた期間でもありました。
　何よりもまず、働く環境では障害者の継続的な
就労支援の必要性を実感し、可能な範囲で全面的
に支援させて頂きました。
　尚且つ、施設見学を通して社会的事業所の意識
向上にも理解を深めて邁進して来ました。
　今後、発寒工房は更に多くの見学、研修などを
通じ障害のある人もない人も共に働く場として積
極に活用できるよう頑張りたいと思います。　

発寒工房　大井　敏彦
　２月22日（土）にリユースプラ
ザの冬祭りに参加した。今年は昨

年よりも良い天気に恵まれ、それほど寒くもなかっ
たので良い１日でしたが雪だるまを作ったので、雪
だるまが溶けて直しながら部品が落ちないように
するのが大変でした。又、何か事故があったら困
るのですべって子供たちが転倒しないように気を
使いましたが、何事も事故がなくて良かったです。
　イベントそのものは天気が良かったので無事に
進んで行きましたが、互久楽さんの鼻笛を牛乳
パックで作って午後から演奏会があって好評でし
た。その前にレジ袋で凧作りをして凧上げをしまし
たが風がなかったので凧上げには苦労したみたい
です。午後から環境カルタ大会でエコの勉強をし
たり、雪中アイスクリーム作りをしてアイスを食べ
たりしたようです。
　僕の担当の資源ゴミの方は今までで特に何事も
なく収集できましたが、まだそのゴミの知識に対し
ての理解がない人もいるようでもっともっとスムー
ズに収集できるようにしていきたいです。
　あと、お客さんが他にもイベントがあったみたい
で天気の割にはお客さんが少なかったのが残念

でした。中でのイベントはクッキー販売わたあめ
や豚汁などがあって、おおむね良かったようです。
特に豚汁はあったまって美味しかったです。全体
的にイベントそのものが無事に終わって事故もな
く良いイベントだったと思います。

発寒工房　関　隆弘
　おきゃくさんのかずは、あんまりきませんでし
た。ゲームもやっていいとおもいました。自分の組
はあいすのサッカーゲームにさんかしました。
　そして自転車のちゅうせんもやってとてもあんし
んしました。そして鼻笛も３人でふき、やるまえはき
んちょうしたけれどだんだんやっているうちになれ
てきて、ふき終わったときにほっとしました。

西田　大作　記：リユースプラザをみんなが気軽に
集える楽しい場所にしたい！

小野　克代　記：リユースプラザにお世話になり始
めて１年以上が過ぎ、やっと全体的な流れが
分かるようになって来たところです。そして、
26年度からも引き続き皆さんと一緒にお仕
事ができることに感謝致します。今後もごみ
減量の情報発信の場所として、イベント等で
ご協力お願いと共に皆さまにお会いできるこ
とを楽しみにしています。

澤田　茂則　記：資源回収も年々色々な物が増えて
きて、戸惑う時もあるので来館者に正しく答
えられるよう努力していきたいと思っていま

す。26年度からも引き続きリユースプラザの
皆さんと一緒にチームワークを取って頑張っ
て働きたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。

工藤　昌幸　記：今年の２月まちかど荘に１週間
ショートステイをしました。顔見知りの人が
たくさんできて良かったです。人間関係を大
切にできる日々でありたいと思っています。

久保　俊一　記：幾つになっても動ける、働ける喜
び、その場を提供してもらっていることに感
謝しながらあっという間の３年間だった。気
持ちも新たに皆の足を引っ張らないようにや
りたいと思う！

リユースプラザ館長　松永 クニ子

リユースプラザ職員平成26年度とこれからの3年間への思い！意気込み！目標！！を書く
とお題を出しました。職員一人ひとりが書いてくれました。
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法人ライフが引き続き業務管理をすることになりま
した。結果が出るまで職員一同ドキドキで待ってい
ました。その後は事業計画やイベントの準備と忙し
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　そして自転車のちゅうせんもやってとてもあんし
んしました。そして鼻笛も３人でふき、やるまえはき
んちょうしたけれどだんだんやっているうちになれ
てきて、ふき終わったときにほっとしました。

西田　大作　記：リユースプラザをみんなが気軽に
集える楽しい場所にしたい！

小野　克代　記：リユースプラザにお世話になり始
めて１年以上が過ぎ、やっと全体的な流れが
分かるようになって来たところです。そして、
26年度からも引き続き皆さんと一緒にお仕
事ができることに感謝致します。今後もごみ
減量の情報発信の場所として、イベント等で
ご協力お願いと共に皆さまにお会いできるこ
とを楽しみにしています。

澤田　茂則　記：資源回収も年々色々な物が増えて
きて、戸惑う時もあるので来館者に正しく答
えられるよう努力していきたいと思っていま

す。26年度からも引き続きリユースプラザの
皆さんと一緒にチームワークを取って頑張っ
て働きたいと思いますのでよろしくお願いし
ます。

工藤　昌幸　記：今年の２月まちかど荘に１週間
ショートステイをしました。顔見知りの人が
たくさんできて良かったです。人間関係を大
切にできる日々でありたいと思っています。

久保　俊一　記：幾つになっても動ける、働ける喜
び、その場を提供してもらっていることに感
謝しながらあっという間の３年間だった。気
持ちも新たに皆の足を引っ張らないようにや
りたいと思う！
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小形　忠寛

   元気ジョブの仕事は「お・ぜ・ん・だ・て」をすること      元気ジョブの仕事は「お・ぜ・ん・だ・て」をすること   

　元気ジョブが開設されて、４年半が過ぎた。開

設当初、札幌市内200施設余りだった対象施設も

年々増え、現在は300施設を超えた。

　元気ジョブは企業や官公庁に営業して、軽作業

などの仕事を施設に紹介している。受注量も着実

に増やしているが、まだまだ企業へは、十分に廻れ

ていないし、障害者の作業能力も十分に伝えきれ

てないのが現状だ。商談はタイミングが大事だか

ら、時のニーズに合っていなければ相手にさえして

もらえないことも多い。

　それでも、できるだけ幅広く施設に紹介してきた

が、まだ元気ジョブからの仕事を紹介していない

施設もあり、安定した仕事量の確保ができていな

いのが現実である。最近は、施設外の仕事の引合

いも増えつつあるが、できるスキルを持っていなが

らも様々な事情で、なかなか受注してもらえないこ

とも多い。

　施設が単に、メンバーのできる仕事を欲しがっ

ても、一方的な都合ばかりを主張して、商談成立に

ならないことが多い。商談は、「互いの妥協による

産物」であるから、どこで落とし所を見つけるかと

いう判断がカギとなる。

　稼げる施設と稼げない施設の差には、そういっ

たところにも現れているのではないだろうか。だか

ら、施設はメンバーの意欲に対して、そういう仕事

があれば、『匹夫も志を奪うべからず』で、前向き

に取り組むことが重要だと思う。そして、「仕事＝メ

ンバーの工賃・スキルアップに繋がる」といった姿

勢を持つことが大事だと思う。

　特に、物販を主にしている施設に仕事を結びつ

けることでは、大変苦労している。授産施設では、

販路拡大したいという願望があるけれど、今の感

覚ではなかなか販路拡大には至らない。というの

も、販売側には僅かなマージン、せいぜい10％が

ギリギリだという。だから、福祉的販売やバザー

に頼る施設も多い。だが、バザーはどちらかといえ

ば、一時的な売り場で単に販売をしているに過ぎ

ないと思う。それでもイベントで、もっと拡販した

いと思うならば、バザール（市場）のように新商品

の市場調査・試験販売・商品や事業所の宣伝等、

目的意識をもつことが大事であろう。

　これまでは、施設側の問題を云ってきたが、元

気ジョブ側にも、しばし問題がある。それは、元気

ジョブが施設に仕事を紹介した後に、トラブルに

発展することがあった。ただ単に仕事を紹介し、

「後は知らぬ存ぜぬ」で、商談を施設任せにした

ケースや一方的な押し付け、さらには施設が行な

う仕事まで介入するなどが要因と思われる。

　一般的な考え方として、元気ジョブができること

は、施設と企業とがマッチングをする際、契約に

至るまでの仕事内容や金額面など、いろいろな条

件がある中で、交渉に慣れていない施設のサポー

トをする処までのマネージメントである。そこで受

注が決まったなら、その後の仕事は施設に任せて

やるのが原則だ。

　昨年は「お・も・て・な・し」というワードが流行

語に選ばれたが、元気ジョブの役割とは、つまり、

商談や契約後に施設の仕事が滞りなく完了できる

ように、「お・ぜ・ん・だ・て」をすることである。

　よく元気ジョブをわかり易く説明する際、仲介業

とかで表現しているが、単純にそうではなく、仕事

のやり易さなど互いのメリットを考慮し、「どのよう

なお膳立てができるのか」を工夫してやることであ

る。と同時に、まさにそのあたり、しっかりした営

業センスを磨き、受注アップしていかねばならない。

　４月からは元気ジョブのスタッフも入れ替わり、

より一層パワーアップした営業で、多くの施設に仕

事を振り分けられるように努めて参りたい。

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。

企業・官公庁を問わず、
軽作業等のアウトソーシングは
「元気ジョブ」にお任せ下さい。バ
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～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

春を呼ぶぞー 春を呼ぶぞー 

　

　北海道は３月の
３連休を過ぎたこ
ろから、ようやく
春らしくなりまし
たが、畑へ入る農
道は除雪車が入ら
ないのでまだまだ

冬景色。車で畑まで行けないので大きいソリにス
コップを乗せて畑まで歩いていき、物置小屋の入
り口周りや、井戸の手押しポンプの周りなどを除雪
してきました。
　積雪が80ｃｍ程ありましたが、久しぶりのぽか

ぽか陽気で気持ちがよいし、何かがはじまるぞー！
という気持ちになりテンションはあがりっぱなし！
　以前、お世話になった農家さんの言葉をふと思
い出しました。「春は待つも
のじゃなく、自分から呼び込
むんだぞ。」と…。
　北海道の栽培期間は短い
ので、軽作業の合間をみな
がらやれることはやって、少
しでもいい形に近づけるよう
悔いは残したくないので、み
んな、今年もよろぴくです！！

単品 

 25０円

ケーキセット

 4５０円

単品 

 25０円

ケーキセット

 4５０円

　　カフェにも春到来!?　
　カフェ 鈴木　昭子

　３月から日が長くなって、冬と春をいったりきたり
する今日この頃ですが、カフェでは２月末に新しい
スタッフが入り、日によってバタバタする時と１階の
ワゴン販売のある日とを繰り返しているそんな日々
を過ごしています。
　私自身は１階とカフェを行ったり来たりしている
中で緊張しつつ、最近は常連のお客様の他に配達も
少しずつ増えてきていて、たまに夕方が忙しくなる
こともあるのでうれしいです。
　これから、長かった冬から季節は春に変わろうと
しています。体調に気をつけていきたいと思います。

　　 新しいメンバーと！　
濱中　孝仁

　私たち一緒にやて白いはこ大小大小大小８と１０
にいれることへつへついれるこを小いまるいテープ
で青いはこのいれるやて、そうこストブで仕事を５
で下斗米貴行で６でうれしかったです。大い青い
シートをゾキでキラキラに棚の大そうじが下のライ
ト３こではじめで時に金曜までのスライドでいろい
ろがんばりこと、ないようは仕事を８、１０のネジを
いれる４せトしました。
　最まで終時にみんなてたのしいかった。

　　農業を始めるにあたって
織本　亜哉子

　　今月から玉ねぎ、じゃがいも、人参の種をまい
て育てて、にら、ごぼう、長ねぎの収穫をしていきま
す。みんなと一緒に力を出し合って畑作業をやって
いきます。ごぼうを収穫するのをもう一度やってみ
たいです。
　ライフの周りの人に野菜やしいたけを買っても
らって、きばりやのことを覚えてもらい、たくさんの
野菜を買ってもらえる場所を増やしていきたいです。
　農業指導者に教えてもらえるのが今年で最後なの
で、色々な野菜の育て方を覚えていきたいです。

　３月になりましたが、まだまだ春の足音は遠
いですね。ケーキで春を感じてみませんか？
　日替わりで焼いてるケーキにさくらシフォン
が登場です。ほのかな桜の香りとコーヒーで、
是非ほっこりしにいらしてください。

　３月になりましたが、まだまだ春の足音は遠
いですね。ケーキで春を感じてみませんか？
　日替わりで焼いてるケーキにさくらシフォン
が登場です。ほのかな桜の香りとコーヒーで、
是非ほっこりしにいらしてください。

就労継続支援事業Ａ型

共働事業所
・印刷物版下制作・製本
・紙焼き写真のデジタル化
・農業・喫茶・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
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TEL/FAX：(011)758-6533

Cafe de キバリヤ

共働事業所 きばりや

小形　忠寛

   元気ジョブの仕事は「お・ぜ・ん・だ・て」をすること      元気ジョブの仕事は「お・ぜ・ん・だ・て」をすること   

　元気ジョブが開設されて、４年半が過ぎた。開

設当初、札幌市内200施設余りだった対象施設も

年々増え、現在は300施設を超えた。

　元気ジョブは企業や官公庁に営業して、軽作業

などの仕事を施設に紹介している。受注量も着実

に増やしているが、まだまだ企業へは、十分に廻れ

ていないし、障害者の作業能力も十分に伝えきれ

てないのが現状だ。商談はタイミングが大事だか

ら、時のニーズに合っていなければ相手にさえして

もらえないことも多い。

　それでも、できるだけ幅広く施設に紹介してきた

が、まだ元気ジョブからの仕事を紹介していない

施設もあり、安定した仕事量の確保ができていな

いのが現実である。最近は、施設外の仕事の引合

いも増えつつあるが、できるスキルを持っていなが

らも様々な事情で、なかなか受注してもらえないこ

とも多い。

　施設が単に、メンバーのできる仕事を欲しがっ

ても、一方的な都合ばかりを主張して、商談成立に

ならないことが多い。商談は、「互いの妥協による

産物」であるから、どこで落とし所を見つけるかと

いう判断がカギとなる。

　稼げる施設と稼げない施設の差には、そういっ

たところにも現れているのではないだろうか。だか

ら、施設はメンバーの意欲に対して、そういう仕事

があれば、『匹夫も志を奪うべからず』で、前向き

に取り組むことが重要だと思う。そして、「仕事＝メ

ンバーの工賃・スキルアップに繋がる」といった姿

勢を持つことが大事だと思う。

　特に、物販を主にしている施設に仕事を結びつ

けることでは、大変苦労している。授産施設では、

販路拡大したいという願望があるけれど、今の感

覚ではなかなか販路拡大には至らない。というの

も、販売側には僅かなマージン、せいぜい10％が

ギリギリだという。だから、福祉的販売やバザー

に頼る施設も多い。だが、バザーはどちらかといえ

ば、一時的な売り場で単に販売をしているに過ぎ

ないと思う。それでもイベントで、もっと拡販した

いと思うならば、バザール（市場）のように新商品

の市場調査・試験販売・商品や事業所の宣伝等、

目的意識をもつことが大事であろう。

　これまでは、施設側の問題を云ってきたが、元

気ジョブ側にも、しばし問題がある。それは、元気

ジョブが施設に仕事を紹介した後に、トラブルに

発展することがあった。ただ単に仕事を紹介し、

「後は知らぬ存ぜぬ」で、商談を施設任せにした

ケースや一方的な押し付け、さらには施設が行な

う仕事まで介入するなどが要因と思われる。

　一般的な考え方として、元気ジョブができること

は、施設と企業とがマッチングをする際、契約に

至るまでの仕事内容や金額面など、いろいろな条

件がある中で、交渉に慣れていない施設のサポー

トをする処までのマネージメントである。そこで受

注が決まったなら、その後の仕事は施設に任せて

やるのが原則だ。

　昨年は「お・も・て・な・し」というワードが流行

語に選ばれたが、元気ジョブの役割とは、つまり、

商談や契約後に施設の仕事が滞りなく完了できる

ように、「お・ぜ・ん・だ・て」をすることである。

　よく元気ジョブをわかり易く説明する際、仲介業

とかで表現しているが、単純にそうではなく、仕事

のやり易さなど互いのメリットを考慮し、「どのよう

なお膳立てができるのか」を工夫してやることであ

る。と同時に、まさにそのあたり、しっかりした営

業センスを磨き、受注アップしていかねばならない。

　４月からは元気ジョブのスタッフも入れ替わり、

より一層パワーアップした営業で、多くの施設に仕

事を振り分けられるように努めて参りたい。

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。

企業・官公庁を問わず、
軽作業等のアウトソーシングは
「元気ジョブ」にお任せ下さい。バ
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『 春ですね 』『 春ですね 』

　いつの間にか日が長くなり太陽の日差しがとて
も力強く感じる季節になりました。札幌の朝晩はま
だ寒いので重たいコートを脱げずにいますが、梅
や桜の花が咲く頃に早くならないかな…ととても待
ち遠しく思います。
　３月のもじやは、決算期という事もあり仕事が立
て込んでいます。忙しい毎日で何がなんだかわから
ないうちに１日が終わってしまうということもありま
すが、刷り上がった印刷物を納品したときの達成
感は計り知れません。全てのお客様に感謝です。
　確認、連絡ミスや連携がうまくとれないこともあ
りお客様に御迷惑をお掛けすることも多々ありま
すが、悪い所はその都度、見直しをかけて失敗を
成功に変えていけたら良いと思っています。
　私自身も含め８年目のもじやです。まだ未熟なと
ころもあるかと思います。これからも所長を先頭に
制作チーム、工場チーム、全員で力を合わせて頑
張りたいです。

　また今年も去年と同じ羊羹の箱折りの仕事が
入って来ることになりました。この仕事は、決めら
れた数の羊羹の箱を折ったり、羊羹の賞味期限の
シール貼りや箱詰め・帯留め・納品準備等が主な
仕事です。箱折りは大変な仕事ですが、楽しくてや
り甲斐のある仕事です。
　この仕事は１年に１度のペースで入って来ている
仕事ですが、これからもパソコンの仕事だけでな
く、こういった箱折りの仕事も少しずつ徐々に増え
ていってくれたら良いなぁというふうにも思ってい
ます。
　そして、できれば去年
行けなかった羊羹の納
品にも今年は一緒に行
けたら良いなぁというふ
うに思っています。

　これは2013年11月の北海道新聞の記事である。この書籍を印刷し
たのは「もじや」なので、ＰＲも兼ねて、大衆文化でふれられるハンセ
ン病≒らい病（癩病）についていくつか書いてみたい。誤解があると困
るのであまり書けない部分もあるが、そのあたりは本書籍かウィキペ
ディアを参照されたい。
　数十年前に読んだ水木しげるの漫画『墓場の鬼太郎』（後の『ゲゲゲ
の鬼太郎』）の第１回に、妖怪族の末裔として鬼太郎の両親が登場す
る。鬼太郎の母親が「らい病という不治の病にかかってしまい」と話
し、父親はミイラ男のように全身を包帯で覆われた大男の姿で現れ
る。これはらい病患者の昔のイメージ像なのである（この父親は一度死
に、腐り落ちた目玉だけが生き返り、あの目玉親父が誕生する）。その
症状を見て、子ども心に「こんな恐ろしい病気があるのか」と思ってし
まった。しかし、この病気の本当に恐ろしいのは病気ではなく、この病
気に対する偏見や誤解（不治ではない）にあることを知ったのは、野村
芳太郎監督の映画『砂の器』（1974年作）を観てからだった。（つづく）

三上　宏美

『 また今年も待ちに待った　　　　　　　
　 羊羹の箱折りの仕事が入って来ました 』
『 また今年も待ちに待った　　　　　　　
　 羊羹の箱折りの仕事が入って来ました 』

鈴木　麻依

『砂の器』と鬼太郎の親父－大衆文化の中のハンセン病・第１回『砂の器』と鬼太郎の親父－大衆文化の中のハンセン病・第１回
早川　玄



『 ４月 』
田中　伸和

『 こ、こ、腰が～ 』
中井　学

　先月は下手をすると２月より寒いので

は？　と思うような月でした。

　自分はと言えば３月に入ったとたんに

持病である腰の椎間板ヘルニア【自分はこれを爆

弾と言っています。】これが作動してしまい仕事を１

日間だけ休み整体のお世話になってしまいました。

　去年の始め頃にも同じ状態になりましたが、今年

は調子が良いと思っていた矢先の事だったので

少々うんざりし手術も考えましたが、かと言って自

分の回りでヘルニアの手術をし状態の良くなってい

る方を見ないので止めています。

　知り合いと行った整体院の先生が上手い方なの

で大変お世話になっています。が、ちょ～～っと今

の自分にはお高いので今まで通り上手くこの厄介者

と付き合って行くつもりです。

『 最近思うこと』
 　　　　　　　石田　程哉

　３月は去年と同様に雪が多くて大変でした(>_<)

　ぼくは最近、年のせいか体が重くなってきていま

す…。家に帰ったら薬を飲んだりマッサージをして

もらうこともあるのですけど、年にはかてないな～

と思っています…。これからどうしたらいいか分か

らないけど、よろしくお願いします！

『 楽しかった共々新年会 』
 　　　　　　　増田　真理子

　１月25日土曜日に共々新年会に行きました。私

は今回で４回目です。今年は去年と同じく全日空ホ

テルです。

　今年の新成人はひだまりの２人（伊藤

さん・熊谷さん）だけでした。ひだまりの

お２人さん新成人おめでとうございます。

　去年も同じくバイキングです。バイキングで１番

おいしかったのは肉料理と魚料理とデザートはアイ

スとケーキが１番おいしかったです。肉料理とトマ

トをいっぱい食べました。その後はパフォーマンス

でライフは関ジャニ∞を歌いました。私はすわって

踊ったり歌ったりしました。他の事業所では

AKB48やゴールデンボンバーを歌ったりしていま

した。私はテンション上がりすぎてしまいました。今

年の共々新年会は楽しかったです。

　また来年も共々新年会に行きたいです。

　たねやでは、地下歩行空間にて「カイマチ」と
いうイベント名で他の団体と連携して、毎月（な
るべく）販売しております。10：00～18：00の
間、フェアトレー
ドの雑貨や馬路
村などの商品を
たくさんそろえ
ておりますの
で、ぜひお越し
くださいませ！

　厳しい冬ももう終わり。風が少しずつ暖かくなる

のも感じ、太陽を見れる時間が増えてきました。不

思議と食欲も増してきたような気もします。

　外で体を動かす仕事も良いもので、イオン発寒

チームは今日も頑張って働いています。

 毎日良い事も辛い事もありますが、今日も継続し

て頑張っています。皆体調管理をしっかりしてくれ

ているので遅刻、欠席はほとんどありません。尊

敬できる仲間達です。 



 伊藤　美由紀

　３月７日(金)～９日(日)まで東京ディズニーランド

とシーに行ってきました。

　１日目はランドでアトラクションを乗りました。

夜はパレードを見て写真を撮りました。２日目は

シーで乗り物にも乗りました。おみやげと自分のも

のを買いました。３日目はシーでミニーちゃんと一

緒に写真を撮りました。サインをしてもらいました。

　色々の店を見て買い物をしました。

　泊まったホテルはディズニーの近くにあるベイ舞

浜ホテルにお母さんとお姉さんとおばあちゃんと

私で泊まりました。

　新しい乗り物に乗れた物もあったり時間待ちを

して乗れないものもあ

りました。ミッキーの

家に行こうとしていた

けれども時間待ちして

会うことができません

でした。

　シーでダッフィーの

グッツを買いました。

　７日～９日まで天気

は晴れてよかったで

す。楽しい１日でした。
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シーで乗り物にも乗りました。おみやげと自分のも

のを買いました。３日目はシーでミニーちゃんと一

緒に写真を撮りました。サインをしてもらいました。

　色々の店を見て買い物をしました。

　泊まったホテルはディズニーの近くにあるベイ舞

浜ホテルにお母さんとお姉さんとおばあちゃんと
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　新しい乗り物に乗れた物もあったり時間待ちを

して乗れないものもあ

りました。ミッキーの

家に行こうとしていた
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　シーでダッフィーの

グッツを買いました。

　７日～９日まで天気

は晴れてよかったで

す。楽しい１日でした。

　春の足音が聞こえてきたかな…♪

　ソフトクリームの新味登場です！　３月末から販売
していたガリガリ君のナポリタン味に対抗すべく…
　『黒ゴマ』『白桃』『春季限定　さくら』一挙に三種
類も仲間入り！ だいぶ暖かくなってきましたのでぜ
ひともお試しください！
　店内のインテリアも少し
変わり過ごしやすくなってお
ります。みなさまのご来店を
お待ちしております^ ＾

４月のひだまり！４月のひだまり！
小野寺　恵

店舗＆市立病院担当

ひだまりのにゅーふぇいす！！

四十住　優子
　二月からひだまりでお世話に

なっています、四十住優子（よそ

ずみ　ゆうこ）と申します。大変

読みにくく、覚えにくい名前なの

ですが、これがまたコミュニ

ケーションに一役買ってくれて

いるようで、「なんと読むの？」「覚えにくいね」と自

己紹介に必ず一花咲かせてくれます。これから色々

な方と触れ合う機会もあるかもしれません。その時

はぜひ、こんなやり取りから覚えていただけると嬉

しく思います。

　お仕事についてですが、初めは戸惑うことも多く

ありましたが、メンバーのみなさんや先輩スタッフ

さん達にならい、少しずつでも覚えて、一人前のス

タッフとしてみなさんと歩んで行けるよう頑張りた

いと思います。

　目下の楽しみはやはり、ひだまりでの調理と献立

作成です。諸先輩がたには到底かないませんが、利

用者の皆様・お客様に喜んでいただけるよう、邁進

致しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

村上　綾

　１月に１週間休みをいただき海外旅行に行きま

した。行き先はグァムで今回で３回目になります！　

　毎年いとこの子供たちと行って、大人たちがゴル

フに行っている間、子供たちとゲームとかで遊んだ

り、散歩に行ったり、食事に行ったりして楽しかっ

たです。

　あと１回目に行った時に仲良くなった外国人の家

に２回遊びに行きました！　庭でハンバーガーとか

ホットドックを食べたりしました。

　家に犬と猫がいるのでいとことペットと遊んだり

して楽しかったです。

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

営業時間：月～木10：30～18：00 金10：30～21：00 土10：30～15：00
休 業 日：日曜、祝日、年末年始





たねやで一緒に販売をしてみませんか！？たねやで一緒に販売をしてみませんか！？

あなたのこころに！！
私のこころに！！
『 こころや 』です。

あなたのこころに！！
私のこころに！！
『 こころや 』です。

あなたのこころに！！
私のこころに！！
『 こころや 』です。

問い合わせ：011-615-4131
担当　小野寺

問い合わせ：011-615-4131
担当　小野寺

問い合わせ：011-613-0611
担当　村上・奥井

問い合わせ：011-613-0611
担当　村上・奥井

※毎日元気に出勤できる方優遇

問い合わせ：011-614-1871
担当　小黒・岡田

問い合わせ：011-614-1871
担当　小黒・岡田

『こころや』では下請け作業やお米の卸し・販売
の仕事を通じて、個性豊かな仲間たちが、時には
面白く、時には真剣に仕事に取り組んでいます。
　一緒に働いてみたいという方はもちろん、見学
だけでも構いません。ご連絡お待ちしております。

　コン・ブリオひだまりでは、店内で提供するお
料理とテイクアウトや従業員用のお弁当を作り、
笑顔で接客し、体に優しい商品を売っております。
　現在、メンバー13人とスタッフ５名で一生懸
命楽しく働いております。
　料理が出来なくてもスタートはみんな一緒で
す！みんなが優しく教えてくれます★

　一緒に働いてみませんか??！
　ご応募お待ちしてます！！

　たねやでは店舗販売・出張販売・清掃委託業務・軽作業を行っ
ています。
　店舗では「体に優しい」食品
や、手づくり雑貨を厳選して販
売。現在は販売に力を入れている
こともあり、接客に興味がある人
は特に大歓迎です。その他、清掃
や軽作業に興味がある方も是非下
記までご連絡ください。
　一緒に自分に合った仕事を探し
ませんか！？

就労継続支援事業B型 こころや

就労継続支援事業B型

ひだまり

就労継続支援事業B型　た ね や

私たちと一緒に
楽しく働きませんか！！

ライフでは、色々な職種の事業を展開しています。一度働いてみて自分に合わないなーと思ったら、ライフの中で別の
職種を探すことも出来ます。お気軽に、自分にピッタリのお仕事探しをしませんか？

障害者メンバー募集中♪障害者メンバー募集中♪

ライフで共に働くライフで共に働く



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

お買い求め・配送のお申し込みは

地方発送

承ります
！！地方発送

承ります
！！

限定30袋限定30袋

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。
※ ご要望に応じて玄米、分づき米(7分)、白米まで精米いたします。

分づき米とは？……

ご注文をいただいてから精米し、即日発送いたします。精米し
たての新鮮なお米をご賞味下さい。

精米したて！！………

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。

9kg  4,650円(税込)

FAX(011)613-9323
数量に限りがございますのでお早めにお申し込み下さい。

(番号を○で囲んで下さい)お支払い方法
1. 現　　金 (代引きはお取扱いしておりません)

2. 銀行振込

※発送は入金後となります

札幌信用金庫　琴似支店（普）
　　　口座番号 　４２９７２３１

振込先

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
　　　　　こころや　理事　我妻　武

(振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい)

送り先 住所

 氏名

 TEL 

申　込　書

送り主 住所

 氏名

 TEL ＦＡＸ

配送地域別送料白米 9kg 袋×4,650=  円

分づき米 9kg 袋×4,650=  円

玄米 9.9kg 袋×4,650=  円

小　　　　 計  袋  　　　  円

最近、おいしいとTVでも取り上げられている北海道米。
お米マイスターが本年度イチオシの品種と評した最高級米ゆめぴりかを地方発送いたします。
大切な方への贈り物、大切なご家族やご自分へのご褒美に安心安全な北海道米はいかが？

４３０ 円

８７０ 円

９３０ 円

９８０ 円

１,０８０ 円

１,３００ 円

１,３６０ 円

北海道
東北
関東・信越
東海・北陸
関西
四国・中国
九州

新鮮！！新鮮！！新鮮！！新鮮！！新鮮！！

栄養価
たっぷり！！
栄養価
たっぷり！！
栄養価
たっぷり！！
栄養価
たっぷり！！
栄養価
たっぷり！！

※沖縄、離島は別途お問い合わせ下さい

NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

※ ご要望に応じて玄米から白米まで精米いたします。

　 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

総合計(品代＋送料)   　 　円

のし (要・不要)
・要の場合(　　　  )

低農薬米で

安心・安全
！！低農薬米で

安心・安全
！！低農薬米で

安心・安全
！！低農薬米で

安心・安全
！！低農薬米で

安心・安全
！！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

北海道の優良品種
極良食味米







　暦では春なのだが、なかなか暖かくならない。暦から
は当てはまる言葉ではないのだが、この時期の北海道に
は三寒四温といった言葉がぴったりとくる。しかし、着実
に春になっている。もう少しの辛抱だ。ライフ全体も三
寒四温。大変な日が三日、温かい日が四日といった感じ
を繰り返している。差し引いて暖かい日が1日多いのだ
から、まずは良しとしよう。多くの人が関わっているとい
うことは、それぞれの生き方があるわけで、当然いろい
ろなことも起こる。だが、ともかくは今年度の計画や準
備をしなければならない。総会の準備もしなければいけ
ないが、今年は少しでも良い報告が出来て、次につなが
る展望が見えると良いのだが、はてさて。（タケ）

　アドボケイト 卯月号（第161号）
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編集人/ＮＰＯ法人札幌障害者活動支援センターライフ
理事長　我妻　武

TEL 011-633-6666　FAX 011-613-9323

発行人/北海道障害者団体定期刊行物協会
細川　久美子
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　これは、子どもの虐待の実態と、これを救おう
とする医師、看護師、カウンセラー等の奮闘の
様子を描いた実話で、たくさんの人に虐待の現
実を知ってもらうために漫画化したものです。
　子どもに暴力、放置、性的虐待などをする親。
しかし、子どもを虐待する親は、自分もそういう
環境で育っていて虐待の連鎖をしていることが
多い。また、自分になつかない、夫の浮気、離
婚、様々な理由が虐待へとつながるが、全ての原
因は大人であり、傷つくのはいつも子ども。そし
て、この本の中には、子どもを虐待から救うため
母親と父親を何とか変えようと、多くの人が奮闘
する実例もある。家庭と言う壁の向こうに、他人
はどうしても踏み込めない。ここに踏み込めると
きは、もう犯罪になったときであり、最悪の事態
では子どもは殺されてしま
う場合もある。
　虐待の問題は、けして他
人事ではなく、この本はとて
も考えさせられるものが多
いです。これから親になろう
とする若者はもちろん、全て
の大人たちに是非読んでい
ただきたい本です。

私の
オス
スメ

きばりや  門田 輝美
私の
オス
スメ

私の
オス
スメ 子ども虐待ドキュメンタリー

ささや ななえ 「凍りついた瞳」
子ども虐待ドキュメンタリー

ささや ななえ 「凍りついた瞳」
～ライフ共働農園基金に
　　　　ご協力のお願い～
　いつもライフの活動に、ご賛同、ご協力をいた
だきありがとうございます。
　昨年より、ライフでは石狩市に農園を借り、農
作物の収穫を目指して、農作業に本格的に参入す
ることとなりました。
　これまでも、ご協力いただいている農家さんの
お手伝いなどはありましたが、土地をお借りして
の自前の農園は初めてとなります。自然相手の大
変な仕事ですが、農家の方々の教えもいただきな
がら、収穫を目指して頑張ろうと思っています。
　これまでも、ライフでは“共同住居の実現”を
テーマに、基金やカンパをお願いし、お陰さまで
2012年6月に、共同住居(まちかど荘)を実現す
ることができました。
　そこで今回も、ライフでの新事業(農作業)の成
功に向け、ぜひ皆様のお力添えををいただきたく
「ライフ共働農園基金」を設立させていただくこ
ととなりました。農園で使用するための道具など
を購入するためのサポートとして、ご支援、ご協
力をお願いいたします。　
　振込にあたっては、郵便振替でお願いいたしま
す。通信欄には、「ライフ共働農園基金」とお書き
ください。どうぞよろしくお願いいたします。

　いつもライフの活動に、ご賛同、ご協力をいた
だきありがとうございます。
　昨年より、ライフでは石狩市に農園を借り、農
作物の収穫を目指して、農作業に本格的に参入す
ることとなりました。
　これまでも、ご協力いただいている農家さんの
お手伝いなどはありましたが、土地をお借りして
の自前の農園は初めてとなります。自然相手の大
変な仕事ですが、農家の方々の教えもいただきな
がら、収穫を目指して頑張ろうと思っています。
　これまでも、ライフでは“共同住居の実現”を
テーマに、基金やカンパをお願いし、お陰さまで
2012年6月に、共同住居(まちかど荘)を実現す
ることができました。
　そこで今回も、ライフでの新事業(農作業)の成
功に向け、ぜひ皆様のお力添えををいただきたく
「ライフ共働農園基金」を設立させていただくこ
ととなりました。農園で使用するための道具など
を購入するためのサポートとして、ご支援、ご協
力をお願いいたします。　
　振込にあたっては、郵便振替でお願いいたしま
す。通信欄には、「ライフ共働農園基金」とお書き
ください。どうぞよろしくお願いいたします。

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 エコフィスジャパン㈱ 様 　星野 輝明 様 　児島 義道 様 　
和島 正博 様 　織本 英子 様

アドボケ購読料 水口 祥次 様　 太田 隆男 様　 星野 輝明 様 　 　

共働農園基金 横路 由美子 様 　村上 英春 様　 


