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　幌市は、2009年10月からアウトソーシン

グセンター元気ジョブ事業を、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に委

託した。この「元気ジョブ」事業は、障害者福

祉作業所で働く障がい者の工賃が1月平均1万円

にも満たない状況を改善することを主な目的と

したものであり、役所や民間企業から業務の委

託を受け、作業所の仕事に結びつけていくシス

テムを作り上げていくものである。この補助金

は、国の緊急雇用対策基金である「ふるさと雇

用再生特別対策推進事業」で賄われている。ラ

イフでは、５名の営業マンを雇用してこの事業

を進めている。

　しかし、この「ふるさと雇用再生」の補助金

も期間限定のものであり、残り２年で補助金は

打ち切られる。その後の事業の継続性をいかに

保証していくのかが、これからの大きな課題で

あり、そうでなければ「仏作って魂入れず」に

なってしまう。

　幌市の妙案の一つは、廃校になる校舎の有

効活用の一つとして、元気ジョブに一定のスペー

スを貸し出すということである。そのスペースを

活用し、様々な事業を行ない、補助金漬けからの

脱皮を図っていこうということである。

　本来、社会福祉事業というのは、社会から排

除されてきた福祉的課題を解決するために行わ

れているものと思う。しかし、今日の社会福祉

事業の多くは、補助金を含めた多くの税金の投

入を前提にして、その事業の運営継続が担保さ

れているという、本末転倒の状態が続いてい

る。ゆえに、社会的課題が解決するのではな

く、社会的課題の温存・継続が前提になってい

るのではないだろうか。

　「元気ジョブ」は、こうした従来の「福祉」

の手法ではなく、ソーシャルファームを立ち上

げ、ビジネス商法を取り入れながらこれらの継

続性を担保していくことを意図されてきたもの

である。

　会的事業所は、社会的資源であるヒトと

既存にある様々な、例えば建物や自然環境そし

て、社会システム（制度など）を有機的に結びつ

け、そこから何かを生産・創造する人びとの

「智慧」の集合体なのではないか。そして、

「智慧」に対する物理的・精神的支援が「新し

い公共」になっていくのではないだろうか。

　元気ジョブは、こうした行政の「校舎の廃校

利用」という支援を背景に、さらに一歩「福祉

施策から雇用施策へ」の転換をめざし、一般就

労でもない、福祉的就労でもない、第３の、就

労（雇用）の道を歩もうとしている。
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　て、第３の就労（雇用）の道とはどういう

ことなのか。ここでは、私たちも参加している

ＮＰＯ法人共同連の取り組みから検証してみた

い。

　共同連は、障がいのある人ない人が、対等の

関係で共に働く場（共働事業所）を創ることを

めざした団体である。その共同連は今、障がい

のある人ない人の共働からさらに一歩進め、社

会から排除・切り捨てられている社会的に不利

な人々との共働をめざした「社会的事業所」づ

くりを進めている。ここでいう社会的に不利な

人々とは、障がい者、ホームレス、ニート・ひ

きこもりの若者、刑余者、シングルマザー、被

差別部落民、アイヌ民族などである。

　一般企業は、営利中心であり、競争原理が導

入されているものである。そうした状況の中で

は、障がい者をはじめ様々な社会的な困難を抱

えている人々が働き続けていく事は困難であ

る。一方、福祉的就労の場はどうであろうか。

指導員・支援員と利用者という身分区分けがあ

り、指導する（支援する）人とされる人に分か

れ、配分も「給料」と「工賃」という分け方

で、そこに大きな差があっても問題とされない

不公平な関係がまかり通っているのが現実だ。

　同連は共働事業所の特徴として以下の４

点にまとめている。

　簡潔にいえば、「能力に応じて働き、必要に

応じて分配する」というものであろう。この働

き方を、障がいのある人ない人だけではなく、

社会的に不利な人々も含めた事業体である「社

会的事業所」に広げていこうというのである。

　会的事業所の先進例としては、ドイツの

ソーシャルファームやイタリアの社会的協同組

合Ｂ型などが有名である。また韓国では、一昨

年に「社会的企業育成法」が成立し、社会的に

排除されている就労困難者に対する仕事づくり

など、ソーシャルインクルージョンが進んでい

る。

第３の就労（雇用）の道をめざすソーシャルファーム

元気ジョブを社会的事業所に転換させるとき札幌は変わる
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　業者の多い札幌市も、全国状況にもれず

生活保護費は札幌市の予算8000億円に対し

1000億円以上をシェアする財政状況である。

こうした財政状況を脱皮していくためには、バ

ラマキ型の福祉政策では根本的な解決にはなら

ないだろう。

　どうも日本の生活保護制度は、「利用しにく

く、抜けにくい」制度のようだ。そして、人間

としての誇りを奪い取り、行政に生かされる

「管理された人生」に陥る危険をはらんでい

る。

　日本の失業者の多くも、社会的ハンディを抱

えている「社会的に不利な人々」である。こう

した人々への雇用施策として、元気ジョブが

「社会的事業所」に転換し、困難を抱える人た

ちとの共働の場になることで、生活保護費をは

じめとした社会福祉費の支出を削減させていく

ことは確かなことである。同時に、「福祉」と

いう名のもとに萎縮した人生から、労働権の保

証により「誇り」を持った生きる札幌市民が増

えていくことが、何よりの財産ではないだろう

か。

　はや、福祉的就労などという「お為ごか

し」をやめ、社会的に不利な人々もそうでない

人々も共に働き、自らの可能性にチャレンジす

ることができる、やり直しができる「社会」を

創造するために、社会的事業所への支援施策は

緊急を要する重要施策であるはずだ。

○共に助け合う労働

○それぞれが自立できる分配

○みんなで創り上げる運営

○社会に通用する仕事

社
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                                                        笠井　衛二

　ライフでは東苗穂に共同住居を借りており、２人の仲間が生活している。繭結

では、ヘルパーを派遣し生活をお手伝いしているが、その共同住居、諸々の事情

で８月末に閉じることとなり、新たに西区の事務所周辺で見合った物件を探すこ

ととなった。早速不動産数社に依頼したが、思わぬ事態に気付く。最初の障壁は

入居者が障がい者と聞いただけで「ありません」と言う仲介不動産会社。大家に

いい顔をしたいのか、面倒なのか判らぬ(おそらく両方)が即座に「無理ですね」と

拒絶。なんとか不動産会社が決まると次の難関、大家の無理解とぶつかる。探し

てくれた不動産の営業マンも「ここまで障がい者が嫌われるとは」と絶句するほ

ど大家は冷たい態度。考え直した大家のドタキャ

ンが何度も続いた。

　障がい者はどこに住むのだろう。住宅街の家並

みから拒絶され、都市部のマンションも疎外され、

結局は山奥の施設なのだろうか。強い人、弱い人、

年寄りや子供、いろんな人が居て町ができる。先

住の我々の責任は重い。

ヘルパーさんと川本さんと
           

          繭結常勤ヘルパー  川本　幸子
　                      2010.01.01  採用

　気がつけば、ヘルパーデビューから早くも

一年が過ぎました。こう言っても今では誰も

信じてくれないのですが、初対面の方とお話

しするのはあまり得意じゃなかった私。

　繭結のヘルパーとして働かせてもらい、皆

さんと関わって前向きに生きられるようになっ

た事で、まだほんの少しですが自信というも

のを頂けた気がします。仕事としてだけでは

なく、むしろ日常の他愛もない会話ができる

皆さんがいてくれたから、私はヘルパーとし

てやって来られたように感じています。『ヘ

ルパーさん』もいいですが『川本さ～ん』と

呼ばれながらお話ができたら嬉しいです。

 『またね～』と言える皆さんに、どうもあり

がとう。

　　　　　　                                          

        

   フレッシュ・爽快　私が陽二郎
　　　　　　                                          

         　繭結常勤ヘルパー　南　陽二郎
　　　　　               2010.08.01 　採用

　今現在、介護にたずさわるのは、まだたった

の３カ月ですが、非常に楽しく働かせて頂いて

おります。正直、職業訓練校でヘルパーの資格

を取るための授業や実習をしているうちに不安

がどんどんつのっていたのですが、今は温かい

職員の方や良くしてくださる利用者様方のおか

げで、毎日楽しく学べております。これからも

色々学んでいきたいと思いますのでどうぞよろ

しくお願いします。

やさしい町づくりを目指して…
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（図１）

（図２）

（図３）

あるときは片手の運転手
      　                 　　 早川　玄

　青地に白い四葉のマーク（図１）をつけた自

動車を、最近ようやく目にするようになった。

これは「身体障がい者標識（マーク）」といっ

て、2002年の道路交通法改正

で運転免許の欠格条項が緩和

されたときに導入された、「肢

体不自由者が自動車を運転す

る場合に、その自動車に表示

する」マークである。初心者マークや聴覚障が

い者マークのような表示義務がないためか、運

転する身障者が少ないためか、見かけることが

なかった。

　よく見かける車イスのマーク（図２）は、「障

がい者のための国際シンボルマーク」といって、

障がい者でも受け入れるこ

とができる、バリアフリー

の施設・交通機関等を表す

ための世界共通マークであっ

て、障がい当事者が表示す

るのは、実は間違った使い

方なのだ。間違ったまま、障がい者が乗ってい

る自動車ということで世間に認識され続けてい

る。道交法とは関係ないので、悪用もされやす

い。

　「聴覚障がい者標識（マーク）」は緑地に黄

色のチョウ（実は両耳）である（図３）。こち

らは2008年に導入され、道交法で表示義務があ

る。「蝶マーク」とも言うらしいが、私はまだ

見たことがない。

　身障者が運転する車というと、多くの人は、

オートバイのハンドルのよう

なものを思い出すようだが、

左手左足が不自由な私は、普

通のAT（オートマチック）車

でも運転できる。AT車は左足

を使わないし、シフトを一度設定してしまえば、

左手もハンドルをただ支えているだけでいい。

そのかわり、右手だけでしっかりハンドル操作

をしなければならないので、ハンドルスピンナー

というドアノブのようなものの取付が必要だ。

これは「改造」には該当しない。これを使うこ

とでハンドル操作がスムーズになる。健常者で

も大型トラックなどで多く取付けられている。

　だから、普通に運転している限りはなんの支

障もないし、なんとなく差別されているような

気がしたので、この通称四葉マーク（またはク

ローバーマーク…本当はカタバミだが）を表示

せずに運転していた時期もあったが、長距離・

悪天候では、どうしてもウィンカーやワイパー

の操作、高速道路での安定性、駐車場入れなど

に健常者との差が出てしまう。もたついてクラ

クションを鳴らされたことが何度もあるので、

結局安全のために表示することにした。しかし、

認知度が低いため、やむなく車イスマークも一

緒に表示している。

　四葉マークも蝶マークも、若葉マークや紅葉

マーク同様、道交法で他の運転者から保護され

るべきものであるが、ほとんど周知されていな

い。障がい者ドライバーの皆さん、このマーク

を表示して堂々と走ろう！

私は車の運転は禁止されている。精神

の薬を飲むと、たまにボーッとしてし

まって危険運転になってしまうので、

もっぱら公共交通機関を使用する。し

かし…今に見ていろ!! そのうちに運                              

転手・ボディー

ガード付のえら

い 大 金 持 ち に

なってやる！

    by  sin

「ある」おじさんの夢
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「今までカフェで働いて」

9月24日(金)～9月30日(木)
夏の疲れをいやす、胃にやさしい
メニューを思考中です。

おたのしみに!!

９月の限定プレート

　梅雨がないといわれる北海道なのに、「あれはまさしく梅雨そのもの」と思える
天候が続き、後は過酷な暑さ…。高い湿度と暑さで、ほんとうに寝苦しい夜が続き
ました。
　しかし、お盆がすぎると、とたんに秋の気配。ススキが風になびき、トンボが部
屋の中にまよいこんできました。
　これからは野菜がおいしくなる季節です。くたびれた身体に、休養と、やさしい
食べ物で、元気を取りもどしましょう。

北海道の夏はどこへいったの？！

　朝は、台ふき手ふきタオル、サラシを全部たたんで、おぼんを全部ふいて、台ふきでカ

ウンターや机をふきます。コップやお皿を洗ってふきます。たまに手からすべってわれて

しまいます。かけらをわれた時、古新聞紙に全部つつんで、セロハンテープをはって袋に

入れます。なるべくわらないように気をつけます。

　グラスをスポンジで洗う時たまに手がきれます。冬は、手があれるので家でよくクリー

ムをつけます。

山本　滋基

エルプラまつりに
　 いらっしゃ～い！！
エルプラまつりに
　 いらっしゃ～い！！
エルプラまつりに
　 いらっしゃ～い！！
9月11日(土)

　11：00～16：00
エルプラザを利用するいろん
な団体やサークルが、模擬店
や体験コーナーを出す、全館
あげてのおまつりです。
カフェもこの日の特別メニュー
を出す予定です。
楽しい時間を過ごしにエルプ
ラザまで来ませんか？

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年8月10日HSK通巻461号
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８月の仕事について

　　　織本　亜哉子

　今月は、いつもどおりに２回、ＪＰの仕事が

あり、シール貼り、丁合、帯止めをやって、ア

ナザボイスの製本、かっこう、民主党通信の差

しこみ、草の実マーブルの製本、漬け物袋の仕

事が入ってきました。

　ポスティングも２ヵ所入ってきました。はじ

めて、厚別区もみじ台のポスティングが入って

きました。はじめてなので、迷わないようにが

んばりたいなぁと思います。

　26日から共同連で宮城県まで行きます。フェ

リーに乗ります。15時間かかります。共同連の

人たちと交流してきたいと思います。

やりたい仕事

濱中　孝仁

　きばりやでいろいろな新しい仕事にやりたい

仕事がたくさんをしてくれたので、教えてたの

しいかった。そして２人でかくにんしておぼえ

ていっしょうけんめいをなりたいことに仕事を

新しいポスティングを早くできるようにがんば

りましょう。最後ま

でチャレンジ、ファ

イト１ぱつ!! 岡田さ

んをやってもうれし

くやろうね。

夢を語ろう
真光　和徳

　一人暮らしをするのが夢です。自分の好き

なことができるからです。

　たとえば好きな時間や生活など自分ではで

きないことをしてみたい。あと好きなところ

にいけるからです。

今野　美志

　車のめんきょをとり、できればオートマ限定。

車あればどこにでも行ける(オートマ限定)。車

あれば、ねとまりできる。しゅみで、なげづ

りにでも行ける。

こんな仕事をしています

今月は…

                為井　まどか

　８月は、なかなか仕事が入っていて、充実し

た月でした。その中には、私が初めてやる仕事

が２つあって、１つは漬け物袋の仕事。もう１

つはマーブルと呼ばれるテープを使った製本の

仕事でした。この製本の仕事が、実に難しいの

です！紙のサイズがＡ３なので、揃えて運ぶの

が重たくて大変！　更に、テープを貼るのに曲

がらない様に慎重に…う～ん。手が震える。そ

れから、空気が入って断裁の時にテープが破れ

てしまわない様にキッチリ貼る事も忘れずに！

全ての工程において気の抜けない仕事でした。

でもその緊張感が心地よくて、楽しく仕事をさ

せてもらいました。また是非やりたい仕事です

ね!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　このコーナーはきばりやで今までどんな内容の仕事をしてきたのか紹介するコーナー

です。今回は『DM発送』の仕事を紹介します。ＤＭ発送の形態は様々ですが、きばり

やで定期的にやらせていただいているDM発送は新聞の印刷物を３つ折りにし、別の印

刷物に差し込み、宛名シールが貼られた帯を巻くというものです。

　きばりやで発送まで行なうので、当たり前のことではありますが、仕事を依頼された

相手先を経由せず、そのまま発送先に送られます。そのため、シールの印字はしっかり

されているかどうかや印刷物は汚れていないかどうかなど、依頼された仕事以上に丁寧

な仕事をするよう心がけています。　　

　その他にも…ポスティングや封入・

製本などを行なっております。きばり

やにできそうなお仕事がありましたら、

こちらまで。

西区西町北７丁目１-５斉藤ビル１階

TEL：011-669-3810
FAX：011-669-3808
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カステラ
　・黒糖カステラ
　・はちみつカステラ 　　　　各 350円　  　　

オーガニックグラノーラ・チョコレート 798円　
メープルシュガー 1050円
ひしわティーパックシリーズ
　・生姜紅茶　　　　 420円
　・アールグレイ　　　 399円
　・レモングラス　　　 525円

今月の新商品今月の新商品

バザーに参加して
藤原　亜由子

　去る７月11日新琴似新川地区センターで新新ま

つりというイベントに参加しました。日曜日とい

うこともあって、子供が沢山来てました。バザー

なので、会場の外でお客さんがならんでいまし

た。２Fに飲食、１Fが古着やアクセサリーや雑

貨などを販売してました。子供服が多かったよう

に思います。ひだまりでは、ごらく菓子舗のおか

きや、がんばクッキー、竹尾さんのお茶、馬路村

のごっくん等を販売しました。売れ行きはまずま

ずでした。色々なお客様と接する事ができて楽し

かったです。

　また７月17日にもコンカリーニョバザーがあり

ました。私はお店がどの様になっているか、見て

みたいので夕方からでしたが行ってみました。店

内はさほど広いわけではありませんでしたが、歌

や紙芝居などが見れて楽しかったです。ひだまり

も出店しまして、雑貨（特にアニマル型の小銭入

れ）が飛ぶように売れていました。おかき（ごらく

菓子舗さん）やがんばクッキーも売れていまし

た。機会があればこういったバザー

に参加したいと思います。

今月のレシピ！「ジャコ奴」
☆材料（４人分）
 木綿豆腐……２丁　ちりめんじゃこ…100ｇ
 ゴマ油………適量　カイワレ……１パック
 長ネギ・生姜・大葉・かつおぶし……適量
 しょう油またはめんつゆ……適量

☆作り方
　・豆腐は食べやすい大きさに切って皿にのせる。

　・長ネギ・大葉をスライスする。

　・生姜をすりおろす。

　・豆腐にスライスした長ネギ・大葉とすりおろし
たショウガをのせて、しょう油またはめんつゆ
をふる。

　・多めのゴマ油をフライパンに注ぎ、中火でじゃ
こを色良くカリッと炒める。

　・じゃこをゴマ油ごとかけ、多めのかつおぶしを
のせて出来上がり！！

先月に引き続き、ひだまりでは一緒に働いてくれるメンバーの方
を募集しております。料理に興味がある方、得意な方、接客業務
の好きな方、人と接するのが好きな方、ぜひ、一度見学にきてみ
ませんか。そして一緒に働きましょう。明るく楽しい職場です！

メンバー募集の
お知らせ

樋口　悠

　８月２日（月曜日）に、ひだまり配送センターで

働くことになりました「樋口　悠」です。

　配送センターでは、弁当配達や出張販売など

の仕事をしています。仕事は簡単ですが、失敗も

します。出張販売では電卓の計算間違いをしま

した。休み時間は、みんなにぎやかです。僕は外

作業がしたかったので外に出られる出張販売は

好きな仕事ですね。将来は外作業できる所で働

きたいです。

　配送センターで、売り物を見たら、スーパーで

は見た事の無い商品が沢山あって、ビックリしま

した。珍しい商品もあると思います。お客さんが

沢山来れば、沢山売れる様にも見せています。特

に、オーガニックフルーツピューレは、見るからに

美味しそうです。

ひぐち ゆう

HSK通信1973年１月13日第３種郵便物認可2010年8月10日HSK通巻461号
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一つの事例を通して社会の歪みを考えてみよう。

　厚労省は、2009年に地域生活定着支援事業を

立ち上げた。

　この地域生活定着支援事業は、「矯正施設（刑

務所、少年刑務所、拘置所、少年院）入所者の

中には、高齢又は障害により自立した生活を送

ることが困難であるにもかかわらず、過去に必

要とする福祉的支援を受けてきていない人が少

なくなく、また、親族等の受入先を確保できな

いまま矯正施設を退所する高齢者、障害者も数

多く存在していることが指摘されています。

＜略＞福祉的な支援を必要とする矯正施設退

所者について、退所後直ちに福祉サービス等（障

害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）

につなげるための準備を、保護観察所と協働し

て進める「地域生活定着支援センター」を各都

道府県に整備することにより、その社会復帰の

支援を推進する」ことを目的としたものである。

　2008年に新たに刑務所に入所した人28,963人

のうち、知的障害と判定された人は237人、人

格障害161人、神経症387人、その他の精神障害

1,214人。検査による判定でIQが49以下とされ

た人1,232人（４％）、50〜59が1,742人（６％）、

60〜69が3,729人（13％）、70〜79が6,726人（23

％）、80〜89が7,039人（24％）、測定不能が

1,427人（５％）となっている。

 ボーダーの人も含めると、刑務所に入所して

いる50％を超える人が何らかのハンディをも持っ

ていることになる（この人たちのことを「刑余者」

として表現する）。

　知的障害で初めての入所は29％の人で、7割

以上は複数入所経験者の累犯障害者である。10

回以上の入所経験者は10.7％もいる。

（統計は、法務省「矯正統計年報」2009年版）

　１人の服役者にかかる経費は年間で1500万円

といわれる。単純試算で、半数が何らかのハン

ディがあるとすれば、2250億円の予算を障害者

福祉予算に回すことが可能になる。なんと、厚

労省の障害者就労支援予算の10倍以上にあたる。

　こうした「負」の結果は、社会の側に問題が

あるという認識が必要だろう。障害者を切り捨

て、服役者を排除してきた結果、矯正施設に膨

大な国家予算を投入することになったのではな

いか。こうした事例は、矯正施設に限らず、生

活保護の現場や障害者・高齢者入所施設でもい

えることだ。

　逆のシステムになったらどうだろう。社会的

なハンディをかかえる人々を、地域＝社会に包

摂、統合し、社会的資源のみならず、個々人が

保有する資源を有効活用することで、社会は新

しい価値を形成することになるはずだ。

　私たちが進めようとする「ソーシャルファー

ム」は、競争原理や効率性だけではなく、人々

がもつ多様性や尊厳を認め合う社会の創造を展

望したものである。

　古い本であるが、岡沢憲芙著の「スウェーデ

ンの挑戦」（岩波新書）に、スウェーデンの福

祉策の重要なポイントは「どこまで、誰にまで

射程を拡大しているか」と書いてある。そして、

「活用できる資源の量や既得権の大きさから伝

統的に有利な地位にある人びとへの権力の集中

を排除し、社会的弱者や少数者の生活基盤を整

備することが福祉社会の究極的目標である。

「数」という資源でしか政治過程に乱入できぬ

労働者。「数」資源すら活用できなかった女性。

「数」資源すら持ち得なかった少数民族やイン

ヴァンドラーレ（在住外国人）。

 こうした社会集団への対応が福

祉充実度を測定する指標になる。

　とくに、インヴァンドラーレ

政策は偏狭なナショナリズムの

枠組みを超えようとする壮大な

野望の一端かもしれない。」と

いう社会が私たちの理想であり

たいと願う。

札幌市西区二十四軒４条６丁目
５-32 テラ二十四軒１Ｆ

  ＴＥＬ 011-633-6666
  ＦＡＸ 011-644-0088

〜切り捨てない、排除しない社会を創ろう〜
　　　　亭 主  石澤  利巳（NPOライフ 専務理事）

社 会 的

事 業 所

集 団
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好評

発売
中!!

好評

発売
中!! １人前 １８０ｇ　６５０円
牛タンカレー 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)｣
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)
商品のお求めは ： ＮＰＯ法人札幌・障害者活動支援センターライフ 「たねや」 島まで
 札幌市西区琴似２条５丁目３－５　マンションモモ１階
 ＴＥＬ（０１１）６１４－１８７１　ＦＡＸ（０１１）６１３－９３２３
 ※別途送料がかかりますので、ご承知おきください。
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編集後記
　ともかく暑い夏です。北海道の夏はカラリとして
いたはずなのですが…これも異常気象なのかな。ア
ドボケイト８月号が届くころはどうでしょうか。と
もかく暑い時はカレーとビール、そして、冷麦、そ
うめんですね。そうそうライフではビール以外の商
品を扱っています。まだ間に合いますからお求めく
ださい。（宣伝かいと野次らないように）さて、こ
のアドボケイトが届くころには共同連の宮城大会が
終了している頃で、ライフからの参加者は大いなる
収穫を胸に岐路についているはず。大会の様子につ
いて次号で報告しますので、お楽しみに。（たけ）

　私がオススメする最近読んだ本は、鷲田清一

の『待つということ』です。

　哲学的な本なので結論は特にないです。オチ

も人それぞれなので書きません。読みたい方はタ

イトルでなんかピーンときたら買ってみて下さ

い。振り返るのにはちょうどいい本でした。

　単純に「待つ」と言ってもいろいろ連想できる

ことはありますよね。今は携帯電話でしょうか。

メールがこないからセンターに問い合わせ。高速

のETC、電子マネー、PCの立ち上がりなど、待て

ないと言うことが原因かどうかわかりませんが、

とにかく時間を短縮するために、スピードという

かテクノロジーというか、とにかくいろいろなも

のの発達で合理化と均一化が進んでる時代だな

と思います。このスピードにのれないやつはどん

どん排除されていく。

　待つことをどう楽しくするか、工夫みたいなも

のも全部デジタルツールである。横向いて知らな

い人と話すより、下向いて携帯操作するほうがコ

ミュニケーションがとれる感じなんでしょうね。

ツールなんで使い方次第ですが、私はTwitter

とかSNSは大嫌いです。大好きな方 ご々めんな

さいね。やはり画面の中で名前も知らない人

と共通の話しをするなんてなんだか違うと思

う。私はコーヒーやお酒を飲みながら、何時

間も話せる仲間がいます。感情もすぐわかる

し声が聞こえるし、とても良い時間ですよ。他

人から見るとなんともつまらないかも知れな

い。繰り返しの毎日でどうせ理不尽なことや

腹立つこともある中で、結果、楽しければい

いんだと思う。

　仕事上の大先輩に酒の席で、「おい、人生

はマスターベーション

だから気持ちよく楽し

くないとダメなんだ

よ」と言われ、もう衝

撃でした。このオジサ

ン極めたなと。考え方

一つですよね。だから

哲学的なんですが。

　長々と失礼しまし

た。以上！！

もじや 下斗米　貴行

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

　　アドボケイト　葉月号（第117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

私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

社会福祉法人 タンポポのはら  施設長 藤岡　登 様賛同会費

特定非営利活動法人地域障がい活動舎  あしの会 様　　峰崎 生子 様維持会費

山本 哲生 様　　小内 純子 様寄 付 金

アドボケ購読料 鈴木 真由美 様　　佐藤 伶子 様　　近藤 邦雄 様

「待つということ」

発行元：角川学芸出版　　定価（税込）：1470円

・著者：鷲田清一
・ひとは自分の生をどう生きてきたか。
 「待つ」ことから探る哲学的断章。


