
- 　 -1

　去る5月29日、NPO札幌・障害者活動支援セ

ンターライフの総会が行われ、2009年度の活

動報告、収支決算、ならびに2010年度の活動

計画と収支予算案と理事の重任について可決さ

れ、新年度の活動をスタートしました。

　これまで様々な壁にぶつかってきたものの、

少し明りが見えて来たことが総会の報告と方針

で皆さんに少しは感じていただけたのではない

かと思っています。

　これも今までライフを応援してくださった

方々のお陰だと思っています。あらためて紙面

を借りてお礼申し上げます。

　しかし、気を緩めることなく、引き続きライ

フ内部にいる障がい者の雇用を一人でも多く進

めることと、そして、障がい者だけにとどまら

ず、社会的困難を抱える人たちとも一緒に働け

る環境づくりを目指していきたいと思っていま

す。さらには懸案事項になっている住居につい

ても取り組むようにしていきたいと思っていま

す。

　総会終了後は、アサヒビールにおいて交流会

を開催しましたが、こちらも大盛会でした。

　今年度もライフは頑張ります。

ライフ総会が無事に終了ライフ総会が無事に終了ライフ総会が無事に終了ライフ総会が無事に終了
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第３号議案

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
2010年度事業計画（案）

はじめに
　1989年に開設された障害者ワープロフロアーの取り組みは、どんな障害があっても分け隔て無く
共に働き生きていくことでした。そして、「生きる場の建設を目指してＮＰＯ法人を設立」し、障
害がある人もない人も共に生き、共に働く場をつくることを目標に定めてきました。
　ある時は、障害の違いによる差別意識との格闘があったり、スタッフの「指導員意識」の克服を
求める議論が起き、同時に共に働きながら給料の違いがあることへの解決方法を探り合っていた時
期もありました。また、幾たびかの財政的困難を乗り越えてきたことや、大きなトラブルにより意
見の相違・対立が発生してきたこともありました。
　ワープロフロアーの考え方の中軸には「反差別」という考え方旗が立っていました。その考え方
は、これからも掲げ続けていきます。そしてＮＰＯ法人共同連との出会いにより、「共働」をより
意識した活動にその方向の針路を定め、2006年の障害者自立支援法を契機に、制度を活用し、障害
のある人ない人が共に働く『共働事業所』の開設に結びついたのです。
　そして今、100名の集団の内、６割の人は雇用関係にあり、残りの４割の人たちはまだ福祉的就労
場で「働かざる」を得ない状況にあります。
　今年度の目標は、ＮＰＯ法人取得10周年を一つの節目として、さらに大きな事業体として変革を
成し遂げていく第１歩にしたいと思います。それは組織の肥大化を意味するのではなく、質的に発
展を遂げる意味であります。それは、５年計画として考えていきたいと思います。
　その質的発展について、順次事業計画案の中で提起していきます。

 １．新年度事業計画案その１　福祉的就労場の縮小へ
◆共働に向かって、まずは「協同労働」からはじめよう

　福祉的就労場（たねや、ひだまり）の労働権の保障は「職員」だけです。共働事業所では全ての
人の労働権は保障されています。この格差を縮める取り組みがまだまだ出来ていませんし、全体に
理解が進んでいません。各々の労働権保障には強い思いがありますが、福祉的就労場の労働権保障
には思いがまだまだ弱いのが実態です。
　共働には、障害のある人もない人も対等な関係で働き運営するという考え方が基本にあります。
残念ながら、私たちの共働事業所は、その水準にまで到達していません。まずは、障害のある人も
ない人も、協力・協同して働き、収益を上げて行くことから再出発することだと考えます。
　そして、一人でも多くの障害者の所得保障、労働権保障を実現し、福祉的就労場を縮小していく
ことを次のステップとしていきたいと考えています。

 ２．新年度事業計画案その２－社会的事業所の拡大
◆働くことから排除されてきた人たちとの協同労働をめざして

　障害者だけではなく、就労の場から排除されている人たちは多くいます。ホームレス、ニートや
引きこもりの若者、薬物・アルコール依存者、刑余者、外国人、高齢者、一人親家庭、アイヌ民族
などがそうです。
　私たちは、こうした人々と共に働く事業所を目指していきたいと考えています。
　それを、私たちは「社会的事業所」と名付けています。
　ヨーロッパでは、こうした「社会的事業所」が拡がっています。日本の中に社会的事業所が根付
くよう、法制化を求めた活動も必要です。その点については、ＮＰＯ共同連と共に活動を進めてい
きます。
　同時に、現在議論されている障害者基本法の抜本改正、障害者差別禁止法制定、障害者総合福祉
法の確立に向けて、積極的に参加していくこととします。

 ３．個別事業計画案

※以下略
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ジンギスカン親睦会開催しました。

岡田　悟

　去る５月29日にライフが法人格をもって10

周年を迎えたということもあり、白石区アサヒ

ビール園はまなす館にてジンギスカン親睦会を

行ないました。前年度はこのようなライフ関係

者が集まって飲み食いをする機会をあまり設け

ることができなかったので、久々の親睦会とな

りました。幹事としてはどれだけの人に集まっ

ていただけるのか不安な部分がありましたが、

ライフの人々や家族会、関係者など総勢66名

の方々が参加し、まずはホッと一息。

　また、唯一のイベントである抽選会も司会を

快く引き受けてくれた小黒氏と為井氏が日常で

は見せないノリノリの司会っぷりを披露し、意

外と盛り上

がっていただ

けたのではな

いかと思いま

す。

　参加してい

ただいた皆様

はお腹いっぱ

い食べれたで

しょうか？気のすむまで飲むことができたで

しょうか？それぞれ楽しい時間を過ごすことが

できたでしょうか？幹事としてではなく、私個

人としては楽しかったですし、家族の方たちと

も交流をすることができたことがとても大きな

意義でしたが、幹事としてはまだまだ不慣れな

点も多く皆様に楽しい時間を提供することがで

きたかどうか次への課題です。

　ということで、食べまくり、飲みまくり、叫

びまくりの２時間、再び開催することができる

よう日々がんばってまいりますので、また機会

がありましたらご協力宜しくお願い致します。

ジンギスカン親睦会

織本　亜哉子

　５月29日に午後２時から午後４時まで、67

名でジンギスカンを食べながら、近くに座った

人とおしゃべりをして、話をした石井ヘルパー

と仲良くなりました。抽選セニョリータという

かけ声で、小黒さんと為井さんの司会で始まり

ました。抽選箱から数字のカードを引く時もセ

ニョリータと叫びました。10個の景品と仙台牛

タンカレー10個、合わせて20名に当たりまし

た。そのなかで、家庭用プラネタリウムと音楽

が聴ける目覚まし時計は自分が当たりたかった

なぁと思いました。

　今度もみんなと楽しくおしゃべりできる行事

があればいいなぁ。

「ジンギスカンパーティー」

増田　真理子

　私は、久しぶりに「アサヒビール園」にいき

ました。私は朝、パンとヨーグルトしか食べて

いなくって、私はものすごくおなかがすいてい

ました。

 まずは地下鉄で、南郷17丁目駅から歩いて行

きました。天気も晴れて良かったです。そして

ジンギスカンパーティーが、始まって飲んだり

食べたりしました。１番おいしかったのはジン

ギスカンとエビと鮭とホタテと野菜が最高でし

た。後はおにぎりもありました。私はご飯もの

が食べたくってご飯ものもあって、嬉しかった

です。おにぎりもおいしかったです。飲み物は

ウーロン茶も飲みました。ものすごく食べてお

なかいっぱいになりました。そしてくじ引きも

やりました。私は牛タンカレーが当たりまし

た。あと私のお母さんは、目覚ましラジカセを

当てました。親子で当たって嬉しかったです。

 いい思い出になりました。またジンギスカン

パーティーやりたいです。

ライフ親 睦 会開催

ノリノリで司会する小黒さんと為井さん

抽選セニョリータを楽しむひだまりのメンバー児島さん
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「おいしかったジンギスカン」　　

南　友康

　５月29日土曜日にジンギスカンをたべに行

きました、お肉をいっぱいたべましたジュース

を飲みました。おいしかったですそのあとみん

なでゲームをしました。景品はもらいませんで

した。来年はビールを飲みたいなと思います。

「もやしとタマネギ」

後藤　冬風

もやしとたまねぎが、おいしかったです。

「たのしかった」

松村　享

　肉と野菜が

おいしかっ

た。ビールが

３ばいの所４

はいを飲みま

した。アサヒ

ビール園に

16年ぶりに

行きました。

「食たくジンギスカン」　

山口　敏明

　５月29日アサヒビールガーデンジンギスカ

ン用に出席をしました。この日の前日にとうじ

つにて野菜泉用栽培をしトマト、ナス、ピーマ

ン、ナンバン等を植えて水などをかけながら、

ジンギスカン用に参加しました。会場は賑やか

で爆笑などで、景品などで当たりなどで楽しく

食べながら会談などし過ごしました。

　今年内に野菜が育って次の手に田植えをしっ

かりした野菜を、つくろうと思います。パート

のヘルパーさんと共につくるので僕も頑張って

見ようと思い今も見守っています。

　共同社宅でつくってるのは初めてなので、う

まく行くように頑張っています。　

もじや　福田　義浩

　去る５月29日の午前中にライフの総会が行

われた。

　午後からはライフの正月である。正月を酒と

ジンギスカンで祝おうと琴似から白石まで60

人の大移動が始まった。古くからいる人も、

入って間もない人も同じ目的地に向かって、ワ

イワイ、ガヤガヤそれぞれ即席の仲間になって

の出発である。初めて見る顔の人。時々みかけ

るけど、話した事のないちょっと知った顔の

人。会場に集まったたくさんの笑顔を見ると、

こちらもついついもらい笑顔になってしまう。

楽しいことばかりじゃないことも分かってい

る。誰かが誰かを助けながら、また助けられな

がら互いに支え合ってきた一年である。あちこ

ちから聞こえてくるグラスのぶつかり合う音

は、今年もよろしくといっているようだ。皆

笑っている。優しい目をして皆喜んでいる。来

年もまた多くの仲間を迎えながら、多くの仲間

たちとあきれられる程酒が呑めることを今から

心待ちにしている。

 その日のために、優しい仲間たちよ、ちょっ

とだけ頑張りましょう。

たねやのメンバーさん

盛り上がるもじやとゆいのスタッフ

　名付け親は、1977年毎日新聞社北の食物
誌によると、南満州鉄道株式会社の調査部長
であった駒井徳三さん。勘のいい方ならおわ
かりかと思いますが、あのチンギスハンをイ
メージして命名したとか。料理自体は、中国
の羊肉料理を応用したものです。
　もともとは、軍服用として羊毛を生産する
ために羊を道内で飼育し始めました。それは
1918年のこと。それまでは輸入でしたが、
それが戦時下において不可能になり、国内で
生産することになったわけです。種羊場は道
内では札幌市月寒、滝川市に設置されまし
た。
　それに乗じて、手に入りやすい羊を有効活
用して北海道版羊肉料理が誕生したというわ
けです。戦前の1931年に文献に初登場、
1936年に札幌でジンギスカン鍋料理試食会
があったことから、このあと普及していった
ことが分かります。

ジンギスカン豆知識ジンギスカン豆知識ジンギスカン豆知識
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ソーラーパネル事業感想3弾

　たねやでは2010年の１月より軽作業の他に清掃

委託事業・その他委託事業(ソーラーパネル制作)を

行っております。前回号に引き続き連載形式で各事

業の報告をしたいと思います。

た ね や の 仕 事とは ? ? ?

山口 敏明

宮澤 智成
「ソーラーパネルに初挑戦！」

　初めはソーラーパネルを、ちゃんと上手にでるか

な？と不安が残って緊張しました。でもだんだんやっ

ているうちに、手が早くなってきました。クリームづけ

も初めは、緊張してはみ出してしまい失敗してしまう

と思いました。でもしっかりクリームを、真ん中につけ

られるようになりました。

　だんだんソーラーパネルをやっているうちに楽しく

なってしまいました。

岡林　満美

頑張った「よさこい」と｢オセロ」

　今年は「よさこい」と｢オセロ｣がぶつかり（６月12

日・６月13日がよさこい本祭．６月13日

がオセロ北海道ブロック大会）忙しかった！土曜日が

「よさこい」で日曜日は｢オセロ全道大会｣毎年「よさ

こい（２日間）の後一週間隔いて｢オセロ全道大会｣

だったのに、よりによって一週間繰り上がると年なの

にきつかったです！！それでも｢オセロ｣では５勝２敗

（４位）で東京行きの切符を手にすることができて

これは全くの驚異です。誰かのせりふではないです

が”自分で自分を褒めてあげたい”心境です。

笹尾 知弘
「ソーラーパネルの仕事に行って」

　１月～３月まで、ソーラーパネルの仕事に行き皆よ

り少し遅れて入ったので、チームに加わったのは良

かったけど．その後、皆の中に入りチーム内のリズム

についていけるかどうかというのを設けられた期間ま

でに終わるか頭の中は仕事に踏み込んだ自分も不安

で一色でした。列に入ったのが遅かったので、ミスが

多しでその物事についていけずなら列から外れよう

かと考える日やことも多かったのですが、踏み込んだ

からには途中で引き下がることをできずに自分的に

は、シミが残った感覚で終わりに向かったのでやり遂

げた感じは弱いけど、でもラストまで何とかチーム内

に居ることができて良かったです。

　週１回あけぼの小学校の清掃に行きます。内容は

ろうか、階段の床ふき、体育館の床掃除などをやっ

てます。古い建物から近代的建物になっているの

で、かなりかわっていると思いました。床はモップ拭

きになって体育館の床ふをします。教室のホールな

どを中心に拭き掃除をしています。

　次に長靴工場の清掃に行きます。内容は工場内の

ふろ場、ロッカー、トイレなど清掃をやります。特に汚

れのひどいところはゴム長靴をはいて浴槽の中まで

洗い流しをしています。ロッカーは、白い粉がついて

いるところを拭き取りします。もっときれいな清掃を

やってみたいと思います。

「日中清掃」

清掃委託事業感想第3弾

「ソーラーパネルの感想について」
大島 隆也

　僕は、３カ月ソーラーパネルの仕事をしました。    

ハンダごてを使う作業は初めてで、割れやすいセル

をつくるのは大変でした。少しの加減で割れてしまう

ので、緊張しました。連結の仕事は、セルを板に合わ

せるのが難しくて苦労しました、すごく貴重な経験が

できたので良かったです。

松村 享
「旧小学校・長靴工場の清掃」

　掃除は、トイレ掃除をしています。トイレ掃除のとき

にゴミ１つも残さない所が大変です。長靴工場では更衣

室のロッカーをきれいに拭いたり、掃除機をかけたりし

ています。こづかいもアップしてうれしい。

嬉野 健人
「清掃頑張ってます」

　ガラスを洗います、ゴシゴシ洗います。鏡を洗います。

ホースで洗いますふき掃除をします。男子風呂と女子風

呂のタオルをかけます。
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オーガニックフルーツピューレ
　アップル
　アップルブルーベリー
　洋ナシ＆バナナ  （各１００ｇ２個入） ４７３円　
オーガニックキャンディー
　オレンジアップルチェリーレモン
　ハニー＆レモン
　ミント  １２粒　２９９円　
共同連宮城大会開催記念
仙台名物  牛タンカレー｢桜蔵(さくら)｣
　　　 １人前　１８０ｇ　６５０円
　ワインでじっくり煮込んで
　仕上げた本格カレー(限定２００食)
　デミグラスソースみたいなルーで、
　牛タン、マッシュルーム、きのこ、
　トマトピューレが入っております。　
製造販売  余市ファームたきや　
　梨ジュース　　　１０００ｍℓ　６５０円
　葡萄(ぶどう)ジュース　
　　赤  白(ナイアガラ)７１０ｍℓ 各７８０円
 (ワインではございません)

さらっと！あっさり!!
甘さ控えめ!!

さっぽろトリムウォーク＆トリムマラソンに出店!!

　遅かった春の訪れでしたが、ここ最近急に暑くなっ
てきました。暑くなってくると気をつけなければいけな
いのが「食中毒」です。ここ数日、道内でも内陸部では
食中毒注意報が出ております。これからの季節、お弁
当作っているキッチンでも細心の注意を払って、安心し
てお召あがりいただけるお弁当を作っていきます。

キッチンからの対策として！
　ご飯を炊く時に、ほんの少しでいいのでお酢を入
れましょう。4～5合に対しティースプーン半分程度で
いいです。味は変わりませんし、傷み防止になります。
　◎よく冷ましましょう！
　◎味は濃いめに！
　◎汁気の多いものは煮汁を飛ばすまで煮込みましょう。
　
ご家庭でもお弁当を作る機会があると思いますが、お総
菜にはしっかり火を通してください。傷みの速いものは
避けましょう。

今月のおすすめ商品今月のおすすめ商品

　2010年6月13日(日)、財)北海道盲導犬協会さんの

ご協力で、出店させて頂きました。当日、スポーツを

楽しまれる方たちが多数参加され、気持ちの良い汗

を流していました。お土産に持っていったがんばクッ

キーをお買い求めいただき、また、役員の方たち用に

お弁当も50個注文いただきました。ご協力してくだ

さった皆さん、ありがとうございました。

　今後もたくさんのイベントに参加していきたと思い

ますので、どうぞお声をかけてください。

ライフ設立してから１０年の節目

藤井　孝雄

 NPOライフ設立して10年の節目は、以前は二十四軒

のところからはじまって昨年の11月２日(月)、二十四軒

に復活して傍楽亭が開所しました。このライフ10年の

節目はメンバーの新旧交代あるいは復活する人たち

が増えて来るのではないでしょうか。

 2010年今年は中央競馬のＧ１レースで史上初の１着

同着という出来事がありました。ひだまりでは競馬の

レースの方式でゲートが開くと先行馬が20馬身以上

ひらくレース展開になって、やりすぎると第４コーナー

でレースが失速する、集中力が途切れる展開になっ

て馬がゴールインします。これがひだまりの人馬一体

というキャッチフレーズだと思います。

 ５月29日(土)にライフ定期総会の後にアサヒビール

はまなす館でジンギカンの大宴会でおおいに飲んで

食いまくって最高に盛り上げて、途中で失速するとこ

ろでした。

今月のレシピ！　青菜のカラシ醤油和え

①青菜（小松菜・チンゲン菜・ブロッコリー・カリ
フラワーなど）お好きなものを茹でる。
②硬く絞り、カラシ醤油で和える。

※ポイント・茹でて絞ったあと、１度醤油、麺つゆなどで和え
て絞り、その後カラシ醤油で和えると水っぽくならないで
すよ～～～～！
　ゴマ和えやその他の和え物などにも応用してみてください。

これからの季節
そのまま冷やしても良し

凍らせてシャーベットにしても良し！
素材のおいしさそのまま!!

キッチンからのお知らせです。
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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

西村　正樹 様

髙山　忠雄 様

西本　美嗣 様

賛同会費 アドボケ購読料

加藤　幸二 様 匿名希望 様

鍋山　若子 様

西村　正樹 様

濱中　邦彦 様

佐藤　喜也 様

中村　広光 様

築地　政樹 様

北田　弥生 様

今井　孝子 様

鈴木　康子 様

野　呂　　悟 様

南　　喜　子 様

横路　由美子 様

小倉　菜穂子 様

渡辺　由紀子 様

企業組合 ウェルフェアグループ 様

佐藤　喜也 様

加藤　幸二 様

鈴木　康子 様

南　　喜　子 様

横路　由美子 様

寄 付 金

　　アドボケイト　水無月号（第115号）
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〒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
事務局長　我妻　武

TEL 011-614-1873　FAX 011-613-9323

発行人/北海道身体障害者団体定期刊行物協会
細川　久美子

〒063-0868 札幌市西区八軒８条東５丁目４-18

Ｅ-mail　npolife@beach.ocn.ne.jp
ホームページ  http://npolife.net/
郵便振替口座  02710-4-63485

ライフが参加するバザーが以下の所で行われます。
是非ともお越しください。

書籍紹介「母－オモニ－」

・著者　姜　尚中
・発行　集英社
・定価　本体1200円＋税

編集後記
　総会の後にあった親睦会は盛況でした。司会進行役は2人
の職員が務めてくれましたが、普段の様子とはまったく違い、
別な才能を発見した次第です。多分参加した多くの方が同じ
意見ではないでしょうか。大人数の懇親会はしばらくぶりでし
たが、それぞれ楽しみながらジンギスカンに舌鼓を打ったの
ではないでしょうか。ライフがスタートして20年、NPO法人
化して10年。就労に大きな目標を掲げてきましたが、今年か
らは住居も大きな目標にして、みんなが安心して働き、暮らす
ことができるような場を作り上げることを目指します。（たけ）

　姜尚中さんは、マスコミでは有名な政治学者
ですが、低音の声と冷静に話すしぐさに、姜さ
まファンなる女性ファンも多いと聞きます。私
は、過去の政治的な発言やスタンスにはさほ
ど興味はなく、この本だけはそれらを抜きにし
て純粋に読んでみたいと思い、店頭に行って
買い求めました。自伝的な小説として書かれた
ものですが、姜さんが民族のアイデンティティ
を母（オモニ）を通じて表現したものと感じま
した。しかし、そんな姜さんも母（オモニ）を疎
ましく思ったことも。それは日韓の複雑な歴史
に関係しています。母（オモニ）の、そして家族
の置かれた状況が、そうした悲しい歴史の上に
あるからです。若い頃は母（オモニ）の事を恥
ずかしく思ったこともあるでしょう。しかし、姜
さんも年を重ねる中
で、母（オモニ）にあ
らためて感謝する気
持ちと、母を通じて自
分を考えたのではな
いでしょうか。これは
姜さんと母（オモニ）
の和解、日韓の複雑
な関係も、姜さんが
時間をかけて和解し
ようとしているのでは
ないかと感じました。
（たけ）

ライフバザー情報

[フリーマーケット・福祉バザー]
7月24日（土）10:00～15:00

リサイクル品のバザーや障害者事業所
によるバザー。縁日のようなバザーで
す。ご家族連れでどうぞ。

札幌市厚別区厚別東3条1丁目1-10
札幌市リユースプラザ

リサイクル品のバザーや障害者事業所
によるバザー。縁日のようなバザーで
す。ご家族連れでどうぞ。

札幌市厚別区厚別東3条1丁目1-10
札幌市リユースプラザ

[コンカリ夏祭り]
7月17日（土）17:00～21:00（前夜祭）
演劇やライブの会場として有名なコン
カリ―ニョのお祭り。
楽しいお祭りになります。

札幌市西区八軒1条西1丁目 コンカリーリョ
ザ・タワープレイス１Ｆ（ＪＲ琴似駅直結）


