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発寒工房　坂本　倫子

　１位は、本当に多い問い合わせです。直接こられ
る方や電話での問い合わせがとても多いです。確か
に初めてくるとちょっとわかりづらいかもしれません。
　ゴミの分別も聞かれることが多々あります。札幌
市のHPを見ると、50センチ以下の燃やせるゴミは
清掃工場。50センチ以上２メートル以下の燃やせる
ゴミと２メートル以下の大型ゴミは破砕工場（現在破
砕工場は平成27年3月頃まで受入停止中です）と
なっているようです。破砕工場と建物が一緒なのでこ
ういった問い合わせがとても多いです。私のわかる
範囲ならお答えしていますが、あまりにも細かい分
別質問をされる方には、自信がないので清掃工場へ
連絡するようにしてもらっています。問い合わせのつ
いでに発寒工房のことやリサイクルへのすすめをア
ピールしています。是非まだまだ使える家具や自転
車はリサイクルへ！
　２位は、電化製品についての問い合わせです。テ
レビを投げにきたというのが一番多いのですが、残
念ながら発寒工房でも破砕工場でも清掃工場でもテ
レビは受入れしていません。発寒工房の並びに、家

電製品リサイクル専門の業者さんがあるのでそちら
へ行かれるように案内しています。家電４品目（テレ
ビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機）以外は小型家電
の無料回収ボックスなどを利用することをすすめて
います。リユースプラザや地区リサイクルセンターな
どに併設されていますので利用してくださいね。
　３位は、たま～にですが、ふと気づくと知らないお
じ様やおば様が事務所の中にいることがあります
（笑）リサイクルプラザ発寒工房ができた頃は、ここ
で修理をして販売をしていたので、いまだにここで販
売していると思って自然と入ってこられる方も多いの
です。
　直接売ってくれと言われる方もいらっしゃいます
が、残念ながら直売はしておりません。
　工房の見学は受け入れしています。幼稚園～ご老
人まで幅広く来館していただいています。残念なが
ら個人での見学はお断りさせていただいています。
基本的には団体様で事前に予約していただいてから
の見学になりますので、よろしくお願いいたします。
　７月にはたくさんの見学者の予定が入っています。
ものすごい人数で入りきれなさそうな日もありそうで
すが、リサイクルのすすめをどんどんアピールして行
きたいと思います。

発寒工房　大井　敏彦
　６月７日（土）にライフの定期総会があり、今回初
めてライフの定期総会に参加したが、ライフが障害
者ワープロフロアーから25周年を迎えてこれまで
色々大変なことがあったそうです。
　これからもまだまだやるべき事がたくさんあっ
て、25周年おめでとうというより、頑張っていかな
ければならないという事に、僕も夢の実現に共通す
る所があるのでライフと協力できる所は協力したい

と思う。これからも反差別運動をしていかなければ
ならないという事には共感を得た。
　6月27・28日には夕張支援という事でライフ25
周年記念事業に僕も参加することになったが、色々
勉強してきたいと思う。
　懇親会はいろいろお話をしたいと思ったが、あっ
という間に食べ物がなくなったので、予定よりも早く
終わったのが少し残念であったが、来年も参加した
いと思う。

１位　燃えるゴミ・燃えないゴミを持ってきたが
搬入口がわからない＆ゴミの分別

２位　テレビ・冷蔵庫などを投げにきたけど、ど
こへ行けばいいのかわからない

３位　家具を見に来た・買いに来た

投げるとは

北海道の方言で

捨てることで～す

もこもこさんの子ども縁日は大人気！もこもこさんの子ども縁日は大人気！

西田先生によるカンテラづくり西田先生によるカンテラづくり

★ 星槎国際高等学校 ★★ 星槎国際高等学校 ★★ 星槎国際高等学校 ★★ 星槎国際高等学校 ★

★ てらこやリユースvol.3 無事終了～★★ てらこやリユースvol.3 無事終了～★★ てらこやリユースvol.3 無事終了～★★ てらこやリユースvol.3 無事終了～★

　こんにちは、リユースプラザの西田です。
　先日、星槎国際高等学校３年生の皆さんが施設見
学に来ました。この高校は、様々な困難や悩み、障害
をもった人たちが通う通信制高校です。そんな若者
達が総勢53名でリユースプラザにやってきました。
　まずは、松永館長より施設の概要、リサイクルに
ついての講義がありました。そんな中でも、集中力の
ない子は、携帯をいじってみたり、おしゃべりをして
みたり、挙句の果てには爆睡する者まで出てくる始
末！　僕は、館長がキレるのではないかとハラハラし
ながら様子を伺っていたのですが、何とか講義も終
わり、次は僕が担当する工作教室です。
　今回は、前回のアドボケでも記事にさせてもらっ
た、芸術祭出展作品の廃品ツリーに飾る「空き缶で
作るカンテラ作り」を体験してもらいました。
　なかなかお行儀の悪い生徒たちではありました
が、一緒に作業をすると少しだけでも、その人の人柄
がわかるもので、ソリこみの入った気合い一発のあん
ちゃんが、実は素直な好青年であったりと、何事もま
ずは向き合うべきだと再確認させられました。
　どんな子たちもまずは受け入れて、話を聞き認め
てあげるべきなんだと今回もまた、こちらが勉強させ
られました。そして
これから社会にで
てくる彼らを受け入
れ、共に働いて生き
ていく場の必要性
もまた再確認する
一日となりました。

　お仲間に加えてい

ただき、１ヶ月にな

ろうとしています

が、毎日が発見の連

続です。手帳は、確

実に毎日の驚きを

記録しています。

　今までの人生経

験になかったこと

で、ごみのリサイクル、リユースの奥深さに、感動

にも似た気分を味わっています。

　私の仕事は搬入された家具の洗浄。そしてリ

ユースプラザの業務全体と言う事になっておりま

す。先輩の久保さん、澤田さん、そして工藤さんの

流れるような手順。確実な作業。加えて笑顔の接

客態度。３人の先輩達はリユースプラザにとって

無くてはならない必要不可欠な人になっていま

す。私は、何時になったら先輩達のようになれる

のでしょうか。よろしくご指導をお願いします。

　私は68才で妻と子供が１人です。住まいは白石

の北郷です。趣味の一つに『蕎麦打ち』があり、も

う20年以上になります。腕前の程は、友人達の評

では「名人の域に達している」とのこと。しかし私

は「大名人」と自称しています。

　大名人のお蕎麦をリユースプラザの皆さんに食

べていただく機会があればいいな、と思っていま

す。

　６/21・22はリ
ユースプラザのイ
ベント「てらこや・
リユース」が行わ
れました。

　梅雨のない北海道で２週間近くもグズグズで肌寒
いお天気が続き心配していましたが、フリーマーケッ
トも無事に開催でき、たくさんの方に来館していた
だきました。
　もこもこさんのポップコーンの香りが漂う中、わー
く・ひまわりさんの苗や野菜を囲み話が弾んだり、簡
単工作、環境かるた、ワークショップの参加、フリマ
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会場と館内のリユースバザールを行ったり来たり、
お買いものを楽しむ方など、賑わいつつも環境イベ
ントらしいゆる～く和やかな２日間でした。
　リユースプラザでも、地域新聞にイベントを載せ
ていただいたり、地下鉄の掲示板にポスターを貼っ
たりと、地道に宣伝活動を行っていますが、その甲斐
もあってかイベントを楽しみにしてくださる方が増え
てきているのもうれしいです。
　次回のイベントは７/19(土)のともども夏祭りで
す。屋台ありオセロあり鼻笛ありマジックショーあり
セラピー犬あり、他にも色々ありの夏祭りにもぜひお
越しください。
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