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　９/13、14日、熊本県で開催された、共同連大会

に石澤さん、石井さん、岡田さん、岡林さん、坂本

さん、川村さんと参加させていただきました。

　北海道から熊本までの距離は1470キロ程もあ

り、飛行機を乗り換えて行く長旅です。朝の９時に

まちかど荘を出発し、熊本のホテルに着いたの

は、夜の７時半を回っていました。着いてすぐに坂

本さんが見つけた、ホテル近くの居酒屋にて、美味

しい地元の味を堪能し、程よく酔っ払い、この日は

眠りにつきました。

　熊本滞在２日目、市電に乗り20分程歩いて、会

場である熊本学園大学に到着しました。共同連代

表の堀さんの開会挨拶から始まり、現地実行委員

長の倉田さんと続き、まちかど荘に泊まって頂い

た方達ばかりで、妙な親近感を一人で感じつつ基

調報告や記念公演を聞かせていただきました。隣

に座る川村さんも、じっと目を閉じて、じっくりと話

に聞き入っていたようです。

　そして夜になり交流会会場に移動です。共同連

お馴染みの名司会者による進行のもとに、楽しい

交流会がスタートしました。全国の仲間たちと乾

杯し、地元バンドの演奏に耳を傾けながら、パ

フォーマンス大会の始まりです。ライフともえぎに

よる合同チーム「北海道ばん馬パワーズ」とまちか

どブルースを大熱唱しました。会場を大いに沸か

しこの日は、第２位に輝きました。

　そんな中、楽しい交流会も終わり、少しだけ飲

み足りない一同、石澤、岡田チームのホテルの部

屋に集まり、たわいもない話で盛り上がり、この日

もまた幕を閉じました。

　そして翌日、この旅の最終日、大学構内の８か

所でそれぞれの分科会が行われました。まちかど

荘代表として発題する分科会は、わっぱの斎藤ま

ことさんにコーディネイトして頂き「地域での暮ら

しをどうつくる」というテーマのもと、全国から集

まった５人の発題者に加え、急遽まちかど荘で共

に暮らす川村さんにも発題者席に座ってもらい、

障害があるものも無いものも地域の中で色々な方

法を取って共に暮らす実践方法や、これからの課

題を話し合いました。緊張してあまりうまく話せま

せんでしたが、隣にじっと目をつむり話に聞き入る

川村さんがいてくれたおかげで、少しだけ緊張も

ほぐれ、皆さんとの議論のなかで、これから考えて

いかなければならない課題や、大切にしていかな

ければならないこと、そしてこのような生活の場を

どのように広めていくかなど、まちかど荘で暮らす

僕にとっては、とても貴重な分科会となりました。

　無事に分科会も終わり楽しい旅が終わるのは早

いもので、帰りの飛行機の窓からのぞく富士山は、

より一層この旅の充実感を演出してくれました。ま

ちかど荘についたのは、夜10時を過ぎていたと思

いますが、住人たちがビールを買って僕たちの帰り

を待っていてくれました。ビールを飲みながら、夜

遅くまで皆と土産話に花を咲かせました。

　本当に充実した旅をさせていただきありがとう

ございました。
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　  熊本での共同連全国大会に参加して
こころや 岡林　満美

　初めて共同連全国大会に参加して熊本に着いた

時、意外と涼しかったのでびっくりしました。でも

空港からバスに乗り水俣市の熊本学園大学までは

とても長く感じました。

　１日目は偉い人たちの基調報告や全体会があ

り、とてもレベルの高い話で僕にはついていけま

せんでした。晩ご飯では坂本さんが手配してくれ

た居酒屋さんで、ライフのみんなは美味しい美味

しいと言ったけど僕にとっては「馬刺」と「しらこの

お茶漬け」はどうしても食べることが出来ませんで

した。それでもお酒は大変美味しくて２杯も飲みま

した。

　２日目は第１分科会の「共に生きる社会は共に

学ぶ教育から」に参加し、虹色の会の「学校に行

きたい」の体験談には自分の子どもの頃の体験と

重なって、とても興味深いものでした。しかし話の

中で養護学校が必要とか必要ないとか言うことに

僕は疑問に思いました。確かになくすこともいいけ

ど、障害が重くて行けない人はどうなるんだろう？

何でもかんでも一緒くたではいけないでしょ！　

と僕は思いました。だからと言って養護学校が増

えていること、これも反対です。

　  たのしかったくまもと
こころや 川村　良一

　９月12日(金)に札幌からくまもとについたのは

５時00今年はおいしいものがたくさんたべれてよ

かった。

　２はく３日９月14日(日)札幌についたのはよる９

時00すぎごろだった。

　９月13日・14日熊本で行われた第31回共同連全

国大会。今年は九州ブロックを作る目的で行われ、

現場の若者からの話や共同連とは何かなど非常に

わかりやすい内容となっていた印象がありました。

　中でも、２日目の分科会が非常に印象的でした。

私は第５分科会の『共に働く事業振興セミナー』に

参加をしましたが、３名の方から事業の成功例を報

告していただきました。

　１人目が清樹会ブライトハウス住吉の岩下博子

氏。流れで始めることとなった市の施設の中での喫

茶店経営。２度の売上減という危機を経験しなが

ら、これが最後と思い切って再びコンサルティング

に相談。バイキング形式での提供と共に低価格とい

う大胆な変更でしたが、それが当たり、今は繁盛店

となっているということ。中でも、安

い金額でもお客さんが来ることで、

当事者のエンパワメントを育てること

が大切と語っていたことが非常に心に残りました。

　２人目がC-netにいがたの報告。工賃向上を目指

し、立ち上がった新潟市を中心とした施設職員達。

一時は工賃向上とは別の方向に向かうが、プロの

視点を入れ、現在は16団体が加盟するネットワー

クに。中でも各商品の開発やブラッシュアップに力

を入れ、選りすぐりの商品をspecial　mix（スペ

シャルミックス）というブランド名で販売している。

　３人目がＮＰＯ法人ユニバーサルクリエートの佐

伯康人氏より農業での成功報告。初めは農薬だら

けの野菜を作っていたが、できた野菜を『こんな野

菜食べたくない』と思ったという。その後、自然農法

を学ぶことに。「奇跡のりんご」の木村秋則さんと

の出会いもあり、現在は無農薬無肥料の畑作りを

行っているという。

　それぞれが非常に参考となる報告でした。興味

のある方はぜひ一緒に会いに行きたいものですね。

事務局長 岡田　悟
実りのある共同連全国大会in熊本
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小形　忠寛

　Ｈ23年度から「サッポロさとらんど」で9,000

㎡程のラベンダー畑除草作業の依頼を受けて、春

と秋に仕事をしている。毎年、作業所に仕事案内

を出し、希望した作業所でそれぞれ違った広さ、

25ブロックをシェアしている。

　今年はこれまでで最も多い10作業所が受けてく

れた。作業メリットとしては、１か月半の期間内に

作業所が日中の自由な時間帯を組んでラベンダー

畑の雑草を取ってもらう仕事なので、作業所のス

ケジュールに合わせた活動ができることです。

　当初は、作業を難しく考えていたのか、参加した

作業所が少なく、就労系の作業所が集まった。昨

年から生活介護の作業所にも呼び掛けると、参加

したいと言う作業所が増えるようになった。

　とりあえず、それぞれの作業所で確実にやれる

規模を割り当て、小さな面積の部分を作業しても

らった。ときどき、様子を窺いに行くと、嬉しいこ

とに、生活介護の作業所もきれいに雑草を取り、

そのメンバーさん達も生き生きと仕事をしているで

はありませんか。もしかしたら、意外と支援員さん

達の方が「うちのメンバー達には無理だ」とかなり

慎重になっていたのかなぁと感じたのであった。

普段、内職の仕事が多く、外でできそうな仕事があ

まりないので、「やってみてよかった」と言われ、嬉

しく思った。　  

　また、昨年からは「サッポロさとらんど」内に障

害者用プランターが３基あり、無償で貸してもらえ

ることになった。そして、ラベンダー除草

作業に参加してくれた作業所にプランター

を利用したいかどうか尋ねて、３作業所を

決めた。

　３作業所合同でジャガイモの播種をす

る予定だったが、５月の長雨で日程調整

がつかず、「サッポロさとらんど」の方に

やってもらった。８月中旬、３作業所合同

でジャガイモの収穫をおこなった。メン

バーさん達がプランターの周りに配置し、一斉に

芋掘りをした。芋は、少し小粒ではあったが、２種

類のジャガイモが採れた。メンバーさん達はワクワ

クしながら、最後の最後まで土の中へ手を伸ば

し、楽しそうだった。あっという間の芋掘りだった

が、ジャガイモの収穫が終わると、またラベンダー

の除草作業に就いていた。

　自ら採ったジャガイモをどんな調理をしたのか

は定かではないが、いつも食べている味とは一味

違ったおいしさを感じたのではないでしょうか。

　

   ラベンダー畑、除草作業とプランター菜園    ラベンダー畑、除草作業とプランター菜園 

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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ゆうきくんの販売のようすゆうきくんの販売のようす

ちっきゅんと岡林さんちっきゅんと岡林さん

たねやときばりや
の販売コーナー

たねやときばりや
の販売コーナー

岡林さんヤバイ！岡林さんヤバイ！

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
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★ ともども秋まつり ★
「 まつりだ環っ！」無事終了
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発寒工房　関　隆広
　まず、１日目は炭をおこしました。天
気はふつうの天気であつくもないし風も
少しふいてちょろいかんじがしました。
次に、色々じゅんびをととのえて細かい
とこもじゅんびをしてはじまりました。

　１日目の朝はお客さんはあんましこなくて昼すぎ
にふえてきて、とてもいい感じがしました。１日目の
終わりごろにやきそばがのこって、ざんねんです。
　２日目は天気がふつうでいい感じがしました。そ
れぞれ動いたりして暑さもありとてもたいへんに思い
ました。２日目はひにやけてとてもたいへんでした。

発寒工房　大井　敏彦
　下水道科学館フェスタが今年も開催されたが、幸
い天気もまあまあ良かったのでイベント的には無事
に何事もなかったので良かったと思う。僕の担当
は、今年もやきそばの盛り付けの補助的なことでは
あったが何とか無事に終了したが昨年は初日だけ
であったが今年は２日間とも参加したけれど、２日
目は初日と違い人手が足りなかったので少し忙しい
時間帯があったが何とか終了できた。他でイベント
があったのでお客さんが若干少なかったのは残念
であった。でも、こういうイベントは大変ではあるが
楽しいので来年も参加したい。

発寒工房　齋藤　悦久
　今回の下水道科学館は怒涛の2日間連続参加！　
ライフ本部に集合は1番乗りで到着（2日目は遅れ
たけどね）フライドポテトを詰める作業を担当。
これが思ったよりも難しい。量が多すぎても少なす
ぎても良くないし、味も気をつけないといけない。け
ど、なれって凄い！　初日で手の感覚なのかいつのま
にか覚えてるってことに驚き、お客さんもだいぶ落
ち着いたので販売も飛び入り参加しちゃいました。
買いにくる子供たちに思わず声をかけたり、手を
振ったりして楽しかったですね。
あとは、皆いつもと違う仕事をしているのに今日が
初めての仕事でも1人1人が頑張ってたのが印象的
でした。最後にメガホンの客寄せ誘ってくれてあり
がとう。気分良かったです。

　９月20日（土）
午前10時、前日の
局地的豪雨を回
避してともども

ネットの今年度最後のイベントが開催されました。
　朝は青空、しかし10時30分を過ぎても来館者が
来ない…。そう、９月20日は色々なところで趣向を
凝らしたイベントが目白押しだったのです。このまま
なのか…。きばりやでは、石狩農園からたくさんの
採れたて野菜が来たのに…。ともども特製カレーも
いい香りを漂わせているのに…。ドキドキで待つ。
～しかし11時頃から、「地下鉄のポスター見てマ
ジックショー見に来ました！」とか「かるたやりた～
い」とか次 と々来館者がやって来ました！
　とりあえず、７月の爆発的な来館者数にはなりま
せんでしたが、357人の来館がありました。
　マジックショーを見て、ちっきゅんと一
緒に遊んで、ともどもバザールでお買い
物をして、ともども食堂でお腹を満たして
とそれぞれに楽しんで頂くことができました。
　ところで、今回から岡林名人とのオセロ対決は整
理券の配布となりました。整理券の配布をお知らせ
するとあっという間に７枚配布。ともどもネットの参
加団体のメンバーさんがこの日を楽しみにして日々
練習している。なんてお話しも…。
　また、たねやさんのチカホ販売の
時配布して頂いたチラシで来館され
たヤングママ２名も対戦しました。お
２人ともとっても強くて、岡林名人が
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「やばい！」と思ったとか…そ
んな楽しい出会いも♪　そう
そう、きばりやさん販売のハ
ロウィンかぼちゃ２個も完
売！　採れたて枝豆も完売！ 
とスマイル全開♪♪　ともども
ネットの飲み物担当にたねやのゆうきくんが一人で
参戦！ しっかりとスマイルで販売していました。
　そして、ちびっこに囲まれたちっきゅんは発寒工
房の斎藤くんが担当。まつりだ環っ！　は、ともども
ネットや参加団体の方々や市民と交流を深めながら
無事に終了しました。
　次は、10月18・19日の秋の収穫祭「リユースマル
シェ」です。ライフの皆さま方のご協力がなければ
成功しない今年度最後の屋外イベント。ご協力よろ
しくお願い致します。
　ところで、このイベントにはスケルトン型ごみ収
集車「GO!　ミエール号」がやって来ます。ごみの積
込み体験ができ、収集車の中のようすをバッチリ見
ることができます。ぜひ、お友だち、ご家族お誘い
あわせでご来館下さい。他にはセラピー犬、昔懐か
しい紙芝居、互久楽さんの鼻笛と見どころ満載、お
楽しみも満載のイ
ベントです。
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込み体験ができ、収集車の中のようすをバッチリ見
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しい紙芝居、互久楽さんの鼻笛と見どころ満載、お
楽しみも満載のイ
ベントです。

リユースプラザ館長　松永 クニ子

　新発寒小学校４年生のみんなが来館しました。
毎年社会科見学で来館してくれています。
　子供たちが一番くいつく家具は、ソファーと学習
机です。ちょっと大きなソファーではみんな座って
｢このソファー欲しい～！｣とか学習机では｢私のと似
ている～！｣とか、タンスやテーブルなどの家具を見
て｢新品みたい～！｣なんて声がよく聞こえてきます。
そしてソファーに座ってピョンピョン跳ねているの

を先生が注意するパターンが
お約束になっています（笑）
　毎年、見学を受け入れてい
ますが見学が終わって学校に
帰ってからまとめるであろう子供達の感想を一度も
聞いたことがないことに、この間気づきました。（遅
い？！）来年は先生にちょっとお願いして後日教えて
もらおうかなと思っています。

発寒工房　坂本　倫子

　10月4日(土)、北区あいの里に新しく北地区リサ
イクルセンターがオープンしました。回収できるの
は他の地区リサイクルセンターと同じで、新聞・雑
誌・段ボール、雑がみ、びん・缶・ペットボトル、容
器包装プラスチック、小型家電などがあります。
（他にも回収できる物があります。詳しくはお問い
合わせください）そして、同日から新しく“古着”の
回収品目も増えました。
　北地区リサイクルセンターのオープンと古着の
回収でリユースプラザもマスコミ取材があったり、
来館者が多かったり慌ただしい一日となりました。

　地区リサイクルセンターはご自宅にある資源物
を…まとめて出せる！　土日に出せる！　無料で出せ
る！　便利な回収拠点です。まだ利用したことのな
い方は一度足を運んでみてください。
　そして、リユー
スプラザに来たと
きには資源物を出
しつつ家具も見て
いってください。
お待ちしておりま
す。
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ゆうきくんの販売のようすゆうきくんの販売のようす

ちっきゅんと岡林さんちっきゅんと岡林さん

たねやときばりや
の販売コーナー

たねやときばりや
の販売コーナー

岡林さんヤバイ！岡林さんヤバイ！

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

★ 下水道科学館2014に参加して ★★ 下水道科学館2014に参加して ★★ 下水道科学館2014に参加して ★★ 下水道科学館2014に参加して ★

★ ともども秋まつり ★
「 まつりだ環っ！」無事終了
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発寒工房　関　隆広
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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。

[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

相談という聞く力相談という聞く力
管理者 笠井　衛二

　ヘルパーの仕事の中に、相談という業務があ

る。相談という、聞いて、理解して、応えるというお

仕事である。残念なことにヘルパーは相談、という

業務に該当する時間が介護計画に位置づけられて

おらず、形式だけとなっているのが現状といえるの

だが。

　では相談業務とは何であろうか。
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石狩市花畔の収穫情報～
・かぼちゃ・じゃがいも・さつまいも・大根・ごぼうなど

きばりやのかぼちゃでハロウィンを楽しく…きばりやのかぼちゃでハロウィンを楽しく… 門田　輝美

　石狩市花畔の畑で、遊び心で
植えたアトランテックジャイアン
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温かい飲み物が
欲しくなる季節
になりました。
今月のオススメ
はホットゆず茶
です。

ゆずの皮がたっぷり入ったやさしい甘さに癒さ
れますよ♪　ご来店お待ちしております。

温かい飲み物が
欲しくなる季節
になりました。
今月のオススメ
はホットゆず茶
です。
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重たいかぼちゃを持って
はまちゃんがひと言
「オレ、すごい」

重たいかぼちゃを持って
はまちゃんがひと言
「オレ、すごい」

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

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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　人間国宝の落語家三代目桂米朝は、埋もれてい
た古い上方落語をたくさん発掘した。その中に『卯
の日詣り』という噺がある。ある色男が洒落で
「かったい（癩病）」に変装して芸者遊びをしようと
するが、芸者たちの罵詈雑言に耐えかねて、結局
変装をといて「な～んや」という噺。1977年の音
源がＣＤになっているが、埋もれたままにしておく
べきだった。
　北條民雄（前回紹介）の『外に出た友』（未完）
で、ハンセン病施設を一時退院した友人から「牢
獄を背負って歩いているようなものです。かつて親
しかった人も、病院にいた頃に同情を示してくれた
人もみな敵です。敵は自分の体内にいるといった
兄のお言葉も正しいが、しかしまた体外にもいる
のです。内も外も、みな敵ばかりです。癩者はボロ
靴のように療養所というごみ箱に捨てるのが人類
の正しい発展となるのでしょう。自分がボロ靴であ
ることを意識しました」という手紙が届く。これが
大多数のハンセン病患者の声を代弁しているよう
にも思う。
　今までごく一部の作品を紹介をしてきたが、ハン
セン病（らい病・かったい・業病）といえば、かつ
てさまざまなメディアで差別的な扱いを受けてき
た。ところがその反動からか、ある時期全くメディ
アには登場しなくなった。まるで世の中にそういう
病気も、そのために差別を受けた人もいないかの
ような扱いだ。「寝た子を起こすな」か、これはこ

れで問題がある。その
中で宮崎駿が登場して
くる。
　宮崎駿のアニメ映画
『もののけ姫』（1997）
にエボシという、宮崎自
身の政治的理想と失望

を擬人化したと思われる女性が登場する。彼女の
下には、いろいろな差別を受けているであろう人々
が働いている（主人公も先住民を思わせる）。この
中に「業病」と呼ばれている人々が登場する。この
人々は分け隔てなく接し、生きる目的を与えてくれ
るエボシに全面的に従っている。この人々は、今ま
で扱ってきた作品のような差別的な描かれ方はし
ない。病気を持ちながらも、とにかく生きることに
前向きな人々として描かれる。長（おさ）と呼ばれ
る人物の「呪われた身となり、人を呪い、世を呪っ
ている私だが、それでも生きたい」という言葉が胸
にしみる。こういう人々を年少者が主な対象となっ
ているアニメに登場させるということは、相当な冒
険だっただろう。
　『千と千尋の神隠し』でも、異界に閉じ込められ
た主人公が、名前を奪われて外界に出られないと
いう状況は、ハンセン病の隔離施設をモデルにし
ているといわれる。ただの都市伝説と思っていた
ら、この作品が国立ハンセン病資料館で2002年
６月に先行上映されているということを知った。一
般上映が翌７月ということを考えると、やはり関係
はあったのだろう。
　宮崎は、ハンセン病資料館のある多磨全生園
（北條民雄も暮らした）の緑地帯を散策コースにし
ているという。所在地の東村山市が園の緑地を
「人権の森」として整備し後世に残すという構想
を、宮崎も全面的に支援すると報道があった。
　ハンセン病の大衆文化での扱いは、昔の「近
寄ってはならない呪われた人々」から、現在では
「大衆の無知から不当に迫害された人々」となり
つつある。しかし本当は「昔は差別があったらし
い」程度に、誰も気にしなくなるのが望ましいと
思っている。これはハンセン病だけではなく、我々
障害者も同じことだ。（終）

もののけ姫の神隠し
大衆文化の中のハンセン病・最終回

もののけ姫の神隠し
大衆文化の中のハンセン病・最終回

早川　玄障害者従業員
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早川　玄障害者従業員

『 実は厄年です 』 
  所長  村上　千春

『 実は厄年です 』 
  所長  村上　千春

　３.11を忘れないで、という思いを込めて、仙台
で作っているチキンカレーのご紹介です。
　トマトが効いた飽きのこないカレーで鶏の足が

１本入ってボリューム
満点。
　ぜひお試しくださ
いませ！

　時間の経過が早すぎると思う日々。

のんびりした性格の私は、次々と起こる出来事に

追いつくのがやっと(笑)ですが、最近ではメン

バーのみんなが率先して仕事に取り組んでおり、

助けられることも多くなりました。

　ゆっくりとですが♪♪　すばらしい

たねや♪♪　になりつつあります！　み

なさまぜひ遊びにいらしてください！

11月15日・11月25日  
出店予定

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

AM10：00～PM6：00

東北被災地の商品をご紹介

「桜蔵（さくら）」 のチキンカレー

350g 税込823円

「 こころのリカバリーセンターバザーへ行って 」 
中井　学

　暑かった夏も終わり９月に入りましたが、あっ、こ

の原稿がアドボケに載るのは、10月かな？

　突然ですが、最近、私個人が勘弁してよ～、はっ！ 

何それ？ 或いは、それ、要らなくね？ と思ったり、な

どなど感じた事を書いていこうと思います。

　まず私は通勤で地下鉄を利用していますが、その

車内でのマナーが、悪い！　特に何処とは言いません

がロンドンの前にオリンピックをやったアジアの国

からの観光客。この方々は他国から来た観光客の

方々はその様な事は無いのに、公共の場所であるに

も関わらずキーの高い声でまるでテンションの上

がったお子様の様に喋りまくるのは、全くもって頂け

なく、この方々だけではなく私達障害者の中にもその

様な言動が見受けられますが、公共のマナー並びに

一般的なマナーというものは最低限人間が生きてい

く上で守らなければならない事柄の一つだと思いま

す。それは、観光客だろうが障害者だろうが一切関

係の無い話でありませんか？

　次に、はっ！　何それという事を一つ。脱法ドラッ

グ→危険ドラッグに呼び名が変わった薬物がありま

すが、何がどう危険なのでしょうか？　行政は本当に

規制する気があるのでしょうか？　私ならそれを使用

すれば他人に危害が及ぶ恐れがあるなら放送禁止

用語だろうが何だろうがもっとインパクトの強い名

称を使います。

　最後に、これいらなくね？　というのをもう一つ。１
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すれば他人に危害が及ぶ恐れがあるなら放送禁止

用語だろうが何だろうがもっとインパクトの強い名

称を使います。

　最後に、これいらなくね？　というのをもう一つ。１

時間位の討論番組なら暇潰し程度に観ますが、月末

最終金曜日の夜中に長 と々、番組としての結論を何

も出さずに喋り続けるのは無駄だと、私個人は思い

ます。

「 清掃について 」
高橋　洋幸

　最近、清掃を半日しか出てないので、曙だけなの

で、午後からのインテルの清掃の方も出たいと常に

思っています。

「 夏もおわりですね 」
高橋　繁広

　夏もおわりですね。

　つめたい風、紅葉、トンボ。

秋ですねー。雨がふったり、やんだりします。気まぐ

れな天気と思います。
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　朝晩めっきり寒くなり、季節の変わり目を感じる
今日この頃。畑や海からの食材も美味しさを増して
まいりました。
　ひだまりでは、季節の食材をより美味しく皆さん
に召し上がって頂けます様、日々工夫を凝らして参
りたいと思いますので、ご来店こころよりお待ちして
おります！

10月のひだまり！10月のひだまり！
小野  やよい

下水道科学館

 伊藤　美由紀

　９月６日（土）私は小野さんと熊谷さんと佐藤さ
んと石川さんと一緒に、フライドポテトとからあげ
の食券をみて、なんこかかくにんして、おきゃくさん
にわたしました。
　お昼からはフライドポテトとからあげの紙をお
きゃくさんにみえるようにやりました。
　天気、晴れてよかったです。

下水道バザー

藤井　孝雄

　９月７日（日）に第２日の
下水道バザーに参加しまし
た。悪戦苦闘の中、フラン
クフルトは完ぺきにやくの
で、集中してやりました。
　毎年、ハプニングがあっ
たけど、今年はフランクフル
トは順調に仕上げました。

下水道科学館イベントにて

松橋　勇祐

　９月７日（日）に下水道科学館２日目の屋台で唐
揚げを手伝いました。唐揚げにつまようじを刺しま
した。お客さんが沢山来てポテトと唐揚げが追いつ
かずに３分待ちしてバタバタしてしまいました。
　時間までに全てが完売しました。結構な売れ行き
となりました。また来年もやりたいです。

☆キッチンレシピ！ 

☆材 料☆（3人分)

旬のお魚を、たっぷりのお野菜と一緒に♬

① 人参、玉ねぎは薄めにスラ
イス、もやし、えのき、しめ
じも食べやすくカット。

② 鮭の両面にコショウとガーリックを振りかける。
③ アルミホイルにカットした野菜を敷き、鮭を乗せ、上に

飾りの人参とキノコを乗せる。
④ タレが垂れない様、ホイルを皿上にして、☆を混ぜたタ

レを野菜、鮭にかける。
⑤ 最後にバターをひとかけ入れてホイルの蓋をする。
⑥ フライパンに蓋をしたアルミホイルを置き、フライパン

に水を少々入れ、蒸し焼きにする。
⑦ 中の野菜、鮭に火が通ったら出来上がり！
コツ・ポイント
  ○ 魚にコショウとガーリックをまぶすことで臭みが抜け
美味しく出来上がります(*́ ∀` *)

  ○ 野菜はできるだけ薄く切った方が火も通りやすく食べ
た時の舌触りもなめらかです☆

• 鮭 ……………………3切
• 人参 …………………1/3
• 玉ねぎ ………………1/3
• もやし ………………少々
• えのき ………………少々
• しめじ ………………少々
• バター ………ひとかけら
• コショウ ……………少々
• ガーリックパウダー …少々

　☆醤油…………大さじ 1
　☆料理酒………大さじ 3
　☆みりん………小さじ 2
　☆砂糖…………小さじ 2
　☆めんつゆ……大さじ 2

秋鮭のホイル焼き

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10：30～14：00
休 業 日：日曜、祝日、年末年始
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「Facebookデビューしました」
小黒　悠佑

　先月号でも宣伝しましたが、こころやでもFacebookを始めました。

　Facebookとは、もう言わずと知れたSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の代表的なもので、

個人の思いを綴る日記にも、企業の宣伝や活動などの広告にもなります。

　写真を載せて事業所の活動の報告や、商品の宣伝もできるのでとても便利です。担当の方にお願いして

早速、皆の集合写真やお米の年間契約の文章を載せてみたら、早速リアクションが！　なんと、Facebook

を見ていたお客様から、お米の年間契約の申込みの依頼がメールで届きました。早速の効果にびっくり！

これからも大いに宣伝のために利用していきたいと思います。勿論、ITに頼るだけではなく、最後は、人

間の温もりの伝わる商売をしていきたいと思っています。もし、Facekbookしている方は「こころや」

を検索して「いいね」していみてくださいね。よろしくお願いします(＾O＾)/

イベントに行ってきた。

南　敬一
　８月末に月寒グリーンドームにヘルパーさん
と行ってきた。
　いつも車の雑誌を読んでいるからヘルパーさ
んが車の展示会があるのを教えてくれたので
行ってきた。駐車場を見たらおどろいた。
　ランボールギーニ、ポルシェ、
フェラーリがいっぱい停まって
いた。すごく楽しかった。

水道局のバザー
石井　美之

　あつかった夏も、もうおわり、朝　ばんは、もう
さむいきせつになりましたが、いかがですか？
　さて、こうれいの水道局のバザーの時期がやっ
てきました、ことしは早めにテントをはり、私は、
かきゴウリをたんとうしました、みんないっしょ
うけんめいがんばって、こおりがなくなるほどで
したみんないっしょうけんめいがんはってあつい
あせをだして、たのしかったです。

「こころやのミンナはやさしい」
吉田　邦彦

　僕は事務所に通ったり通えないのく
り返して、なかなか１年を通してかよい
続けることができないのですが、そんな
僕が久しぶりに通い始めて、おそるおそ

る、こころやのドアをあけると、皆が「何仕事をサ
ボってんだよ」みたいのことを言う人はいなくて
逆に「よく、こころやに来てくれました！」とちょっ
とした観迎（？）みたいにやさしくむかえてくれた
時は僕自身「こころやの人はやさしいなあ」と感
じます。
　作業中も自分自身が疲れやすい体質なもので
すから、休み休み作業をしているのですがこころ
やのメンバーはだれも責めたりしてくれないので
たすかります。
　本当にこころやに登録してよかったなあとひび
思いながら通所しています。
　これからの先のことはわかりませんが、自分の
ペースでこころやに通えたらなあと思います。

共伸とっきについて
西野　悠斗

　今年の4月24日ごろに共伸とっきがしはじめま
した、
　あれから半年になります。
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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　田中・小黒

問い合わせ：011-614-1871
担当　田中・小黒

『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

きばりや生産、新じゃがいもを感謝価格でお届けします～きばりや生産、新じゃがいもを感謝価格でお届けします～

　　　　　
　　　 産地直送 新鮮じゃがいもセット

  
　　　　　

　　　 産地直送 新鮮じゃがいもセット
  

NPOラ
イフの農薬不使用野菜を味わうNPOラ
イフの農薬不使用野菜を味わう

申込先 〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３－５－101
E-mａｉｌ：kibariya@npolife.net

製造販売元：NPOライフ ： きばりや
TEL 011-644-5533 FAX 011-613-9323

・男爵…………形は丸く、深いくぼみがあります。デンプン質が多く、食感はホクホクしていて、粉ふきいもや
コロッケ、マッシュポテトなどに向いています。

・メークイン…俵型で細長く、芽が浅いので皮がむきやすく、中は黄色で粘質なので煮崩れしづらいじゃがい
もです。デンプンが13～14％で、カレーやシチュー、肉じゃがなどの煮込み料理に最適です。

・シャドークイーン…皮は紫色、肉も真紫色で、かなり強烈なインパクト。じゃがいもの中でアントシアニン
が一番多く含まれている品種です。火を加えると、くすんだ青色になるので、他の色のじゃがいもと組み
合わせてカラフルなコロコロサラダとか、ホテトチップのように色をいかした料理にすると良いです。

・とうや…でん粉が少なめで低カロリー、ビタミンＣ豊富でヘルシーなじゃがいもです。むいたり、切ったりし
ても変色しないで、水につける必要もありません。肉質は黄色、煮くずれせず、ホクホクで、くせが無く、
肉じゃが、ポトフなどの煮込み料理などに最適です。カ
レーやシチューには特にお勧めです。

・ノーザンルビー…皮がピンクで肉は赤く、インパクト大で
す。粘質で煮くずれしにくく、加熱すると鮮やかな赤い
色がピンクになります。色を生かしてサラダや冷製スー
プなどを作ってみてはいかがでしょうか。

・レッドムーン…皮は濃いピンク色で肉色は濃い黄色です。
加熱するともっと、濃い黄色になります。でんぷん質は
少なく粘質なので、いももちなどにも最適です。甘みが
あってさつまいものようで、 煮くずれが少なくおいし
いです。

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

北洋銀行　琴似中央支店（普）
　　口座番号 　4645307

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
　　　　　きばりや　理事長 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
４４０ 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
※沖縄、離島は別途お問い合わせ下さい

※ 下記の□欄に　印をつけてお申し込み下さい。

総合計(品代＋送料)   　 　円
□ 男　爵　□ メークイン　□ シャドークイーン
□ とうや　□ ノーザンルビー　□ レッドムーン

□ 1種類(10kg)  
□ 2種類(各5kg、合計10kgセット)

新じゃがいも10kgセット

（じゃがいもは１種類(10kg)、または
２種類(各5kg合計10kg)のお好きな
組み合わせでお選びいただけます）

2,100円(税込)2,100円(税込)

限定10セ
ット

限定10セ
ット特別価

格
特別価

格
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きばりや生産、新じゃがいもを感謝価格でお届けします～きばりや生産、新じゃがいもを感謝価格でお届けします～

　　　　　
　　　 産地直送 新鮮じゃがいもセット

  
　　　　　

　　　 産地直送 新鮮じゃがいもセット
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イフの農薬不使用野菜を味わうNPOラ
イフの農薬不使用野菜を味わう

申込先 〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３－５－101
E-mａｉｌ：kibariya@npolife.net

製造販売元：NPOライフ ： きばりや
TEL 011-644-5533 FAX 011-613-9323

・男爵…………形は丸く、深いくぼみがあります。デンプン質が多く、食感はホクホクしていて、粉ふきいもや
コロッケ、マッシュポテトなどに向いています。

・メークイン…俵型で細長く、芽が浅いので皮がむきやすく、中は黄色で粘質なので煮崩れしづらいじゃがい
もです。デンプンが13～14％で、カレーやシチュー、肉じゃがなどの煮込み料理に最適です。

・シャドークイーン…皮は紫色、肉も真紫色で、かなり強烈なインパクト。じゃがいもの中でアントシアニン
が一番多く含まれている品種です。火を加えると、くすんだ青色になるので、他の色のじゃがいもと組み
合わせてカラフルなコロコロサラダとか、ホテトチップのように色をいかした料理にすると良いです。

・とうや…でん粉が少なめで低カロリー、ビタミンＣ豊富でヘルシーなじゃがいもです。むいたり、切ったりし
ても変色しないで、水につける必要もありません。肉質は黄色、煮くずれせず、ホクホクで、くせが無く、
肉じゃが、ポトフなどの煮込み料理などに最適です。カ
レーやシチューには特にお勧めです。

・ノーザンルビー…皮がピンクで肉は赤く、インパクト大で
す。粘質で煮くずれしにくく、加熱すると鮮やかな赤い
色がピンクになります。色を生かしてサラダや冷製スー
プなどを作ってみてはいかがでしょうか。

・レッドムーン…皮は濃いピンク色で肉色は濃い黄色です。
加熱するともっと、濃い黄色になります。でんぷん質は
少なく粘質なので、いももちなどにも最適です。甘みが
あってさつまいものようで、 煮くずれが少なくおいし
いです。

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

北洋銀行　琴似中央支店（普）
　　口座番号 　4645307

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
　　　　　きばりや　理事長 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
４４０ 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
※沖縄、離島は別途お問い合わせ下さい

※ 下記の□欄に　印をつけてお申し込み下さい。

総合計(品代＋送料)   　 　円
□ 男　爵　□ メークイン　□ シャドークイーン
□ とうや　□ ノーザンルビー　□ レッドムーン

□ 1種類(10kg)  
□ 2種類(各5kg、合計10kgセット)

新じゃがいも10kgセット

（じゃがいもは１種類(10kg)、または
２種類(各5kg合計10kg)のお好きな
組み合わせでお選びいただけます）

2,100円(税込)2,100円(税込)

限定10セ
ット

限定10セ
ット特別価

格
特別価

格

13

2014年10月10日HSK通巻 511号2014年10月10日HSK通巻 511号



北海道の優良品種
極良食味米

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！！

　 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

ゆめぴりか

大ニュース！
ゆめぴりか

大ニュース！

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

！！

3kg 1,500円
5kg 2,500円
3kg 1,500円
5kg 2,500円

お好みに応じて精米いたします。(玄米・７分づき・白米)

年間60kg以上（10kg単位）の注文から契約させていただきます。
　
■５％割引    
　年間契約をしていただくと値段より５％引かせ
ていただきます。
　通常５kg 2,500円、10kg 5,000円のところ
60kgの場合30,000円が28,500円になります。 　
■有効期限    
　2014年10月1日～2015年９月30日の１年間 　
■配送について    
　年間60kg以上契約のお客様は配送料無料。  
範囲は琴似周辺応相談。

※ご希望の方はこころやへご連絡下さい。FAXまた
は郵送で申込み書を送付させていただきます。 

平成26年度産低農薬米 ゆめぴりか の年間契約販売のご案内

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・年間契約のお申し込みは

NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ

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、お届けいたします。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。

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
！！

14 15

2014年10月10日HSK通巻 511号2014年10月10日HSK通巻 511号



15

2014年10月10日HSK通巻 511号2014年10月10日HSK通巻 511号



16 17

2014年10月10日HSK通巻 511号2014年10月10日HSK通巻 511号



17

2014年10月10日HSK通巻 511号2014年10月10日HSK通巻 511号



　10月11日、12日と函館へライフのメンバー数
名と出かけてきた。ライフを卒業して函館で社会
的事業所作りを、仲間たちと実践しながら頑張っ
ている最中である下斗米さんに、ライフの取り組
みや障害者運動のことを話をして欲しいとお招き
いただいたからだ。どこまでお伝えすることがで
きたか心もとない。しかし、彼らが函館で取り組
んでいる様々なことを積み重ねていくことで、彼
の地にも根付いていくと信じている。何より嬉し
いことに、ライフの共同住居をスタートした時に
彼と共に暮らしていたYさんとMさんも招待して
くれた。二人に函館はどう映ったのだろう。（タケ）

　アドボケイト 10月号（第167号）

1973年１月13日第３種郵便物認可

2014年10月10日発行（毎月10日発行）ＨＳＫ通巻第511号

〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５マンションモモ１Ｆ

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(HSK)

Ｅ-mail　honbu@npolife.net
ホームページ  http://npolife.net/
郵便振替口座  02710-4-63485
定価 100円

編集後記

　今回オススメする本は詩集です。軽い気持ちで電車

の中で開き、涙と鼻水が止まらなくなった本です。

　本の表題になっている「空が青いから白をえらんだ

のです」は「くも」という題名でたった1行だけの詩です。

～ 「くも」 空が青いから白をえらんだのです ～

　この１行に込められた思い…Aくんは、普段あまりも

のを言わない子でした。そんなＡくんが、この詩を朗読

したとたん、せきを切ったように語りだしたのです。

「今年でお母さんの七回忌です。お母さんは病院で『つ

らいことがあったら、空を見て。そこに私がいるから』と

ぼくに言ってくれました。それが、最後の言葉でした。

お父さんは、体の弱いおかあさんをいつも殴っていた。

ぼく小さかったから、何もできなくて…」

　仲間たちから「この詩を書いたことが、Aくん親孝行

やと思いました」「ぼくは、お母さんを知りません。で

も、この詩を読んで、空を見たら、ぼくもお母さんに会え

るような気がしました」と言った子は、そのままおいお

いと泣きだしました（本文からの抜粋）

　出版社からのコメントに、2007年から、奈良少年刑

務所でのみ行われている先進的更生教育「社会性涵養

プログラム」。

　受講生は20代前半の男性ですが、生育の過程で情

緒や自尊心を養う機会が少なく、感情や表現など、多く

の面で未成熟です。とありました。犯罪者を作らない社

会とは…深く考えさせられました。

　もうひとつ少年の読まれた母への思い。

　僕が『母さん』を選んで生まれてきた。

　この１行にも胸が熱くなりました。「あなたが選んでく

れたから、母親になれた…」そう返して上げたい！　そし

て、私は自分の子どもたちにそう返

せる母親でいたいと強く思いまし

た。

　まだまだ、たくさんの心に響く詩

があります。読みたい方、お貸ししま

すよ！

私の
オス
スメ

リユースプラザ館長  松永　クニ子私の
オス
スメ

私の
オス
スメ 「空が青いから白をえらんだのです」「空が青いから白をえらんだのです」

出版社：新潮文庫　
価　格：562円

奈良少年刑務所詩集～詩・受刑者　編・寮美千子

◆ 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

～ライフカンパのお願い～
　NPO札幌障害者活動支援センターライフでは、設立して25周年

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、この2,3年皆様方にラ

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と思います。

　NPO札幌障害者活動支援センターライフでは、設立して25周年

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、この2,3年皆様方にラ

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と思います。

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 岩本　道雄 様　 織本　英子 様

アドボケ購読料 岩本　道雄 様　 水口　祥次 様　 並木　節 様
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