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理事長　我妻　武理事長　我妻　武
　３月31日、エコフィスジャパン株式会社（札幌）の中村佳史営業部

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。

　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あるそうで

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にも関連しますの

で、今後は何か事業の部分でも一緒に展開できること

を目標に私たちもいただいたご寄付を大切に使わせて

いただきたいと思っています。

　本当に嬉しいご縁で、一足先にライフにも春が来た

ような感じです。

　本当にありがとうございました。
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　３月28日、札幌市の公契約条例（案）は、継

続審議となりました。この公契約条例は、財政状

況の悪化で公共投資の削減が続き、その結果、価

格競争が激化し、人件費削減、労働者の賃金低下

を招いているとして、市が発注する業務契約は、

受注する事業者が労働者に支払う最低額を保証す

ること等を条件にしたものです。

　この条例には、建設業界やビルメン業界を中心

に反対の声が上がる一方、ワーキングプアの解消

を求める反貧困ネットワークや連合、札弁連など

も条例推進に向けた活動を展開してきました。

　しかし、市議会の政治バランスの結果、継続審

議となったようです。

　反省もこめて考えてみたいことは、なぜこの公

専務理事　石澤　利巳

「社会的春闘」‐札幌市公契約条例の早期実現を求めて

契約条例案が継続審議となったか、労働組合や市

民運動の力で条例可決に持ち込めなかったか、と

いう事です。新聞報道によれば与党である民主党

系会派の動きの弱さがあったようですが、問題は

それだけではないように思います。

　建設業界やビルメン業界で働く労働者の多く

は、派遣や契約などの非正規労働者です。派遣先

の雇用主が反対するものを、派遣労働者が声をあ

げて賛成する構造にはなりにくい事です。しか

し、連合などに組織された正規労働者が、この

「公契約条例」に賛成する社会的運動を行うこと

は充分できたように思います。

　社会的責任を謳い、非正規労働者との連帯を表

明する労働組合が、何故札幌市の公契約条例を社

会運動として展開できなかったの

でしょうか。労働組合にすべて責

任転嫁するものではありません

が、労働組合には、正規社員＝組

合員、非正規社員＝非組合員とい

う本工主義の考えが根強く残って

いるからではないでしょうか。障

害者雇用率が伸びず、非正規労働

者が増大する一つの背景にも、こ

の「本工主義的労働組合を克服で

きていない」という課題があるか

らではないか、というのは言い過

ぎでしょうか。

　しかし、これは現在の労働組合

だけの責任ではないでしょう。社

会や組織への帰属意識が薄まり、

自分たちの社会的な立ち位置を発

見できない多くの人たちが、派遣

などの非正規労働として流されて

いることに抵抗する手段を持たな

い、悲惨な状況にあるように思え

てなりません。

　それは、小泉政権以降の新自由

主義に振り回されて来た結果だと

思います。そして、障害者含め多

くの社会的困難を抱える人々が労

働現場から排除されているので

す。だからこそ、公契約条例は必

要ですし、あわせて、大阪府など
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す。こうした取り組みを労働組合が積極的に推し

進めることにより、「労働組合の社会的復権」も

可能となるのではないでしょうか。

　継続審議になった札幌市「公契約条例」が、政

治的駆け引きに利用されることなく、事業者に

とっても、労働者そして市民にとっても意義のあ

る制度として実現させるために、志のある人々・

団体と連携を強め、社会的春闘の構築にむけて行

動していきたいものです。

　３月中旬よりライフの新たな事業が始まりました。

　去年は三笠市にある『のみやまファーム』さんに

お世話になりながら、農業のノウハウを教えていた

だきました。そして今年…。形は違えど、ライフが

以前より考えている生産物を生み出す事業として、

いちご栽培を行うことになりました。

　場所は定山渓の手前にある豊滝。そこに今年１年

お世話になるスノーベリーファームさんがありま

す。現在スノーベリーファームさんでは、いちごの

ハウス栽培を行い、ケーキ用・生食用の出荷と合わ

せていちご狩りも行うという、いちごのプロ集団で

す。そこで使っていない『いちごハウス』があると

いう情報を小耳にはさみました。

　さっそく現地に行くと札幌市内でありながら、なんとも市内の雰囲気を感じさせない見晴らしのよさ

と空気の清々しさに魅了され……。というのもありますが、実際、ライフとしては徐々に軽作業からの

脱却を目指していくという方向で考えているところもあり、どうにか事業として確立したものにできな

いかと事業検討を開始しました。

　「アマチュア農業家のライフに上手く育てられるものか。」「片道45分という距離で急な対応ができる

のか。」「収穫時期などの土曜日・日曜日の人的体制は。」など多くの課題があげられました。が、しか

し、就農・就労など地方で働きたい人達を支援している、NPO法人北海道ふるさと回帰支援センターと

協力して事業化を進めていくことで、それらの課題も解決！

いざ事業化へ向けて毎日〝土〟と格闘中です。

　ただ、今年の大収穫を見込むには動き始めるのが遅く、大

きく売上げを見込むことができないということで、当面は今

まで行ってきた事業と並行しての事業展開となり、大変な一

年となるはずです。

　しかし、これも脱軽作業へ向けての第一歩です。今後は多

くの従業員もいちごの事業に関わっていけるよう、加工事業

にも手を伸ばしたいというささやかなもくろみも個人的には

ありますが、それは次年度の話にとっておこうと思います。

きばりや＆こころや所長　岡田　悟

いちご事業始まる

が進めてきた総合評価入札制度が導入されること

によって、さらに社会的困難を抱える人々の雇用

が進むでしょう。

　共同連が呼びかける、障害のある人ない人の共

働事業所運動や、社会的に不利な状況にある人々

も共に働く「社会的事業所促進法」は、企業や組

織に自分の将来を託すことが出来ない、虚しいま

での現実で生きる人たちが、「労働の復権」を勝

ち取っていく一つの可能性を孕んでいると思いま
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発寒工房

こころや

きばりや

ライフのにゅーふぇいすをご紹介！！

　初めまして。私は菅原

厚志と申します。

　３月27日より札幌リ

サイクルプラザ発寒工房

で勤めています。

　私は生まれつき耳が不

自由な障害を持っていま

す。それでも、笑顔をだして、心を広くして、努力

して、お互いに手伝いあって、一緒に働いて、仕事

もコミュニケーションも順調にしています。

　私は一生懸命頑張って、りっぱなチャリを作り、

完成出来るまで行きたいと思います。

　皆さん、いつか顔を合わせたとき、笑顔を出しま

しょう。よろしくお願いします。

　みなさんこんにち

は。農業支援員とし

てきばりやで働くこ

とになりました上神

田一朗です。珍しい

苗字なので、どう読

むかがわからない方

もいると思いますが

「かみかんだ」と読みます。どうぞよろしくお願い

します。

　私は主に札幌市南区豊滝にあるビニールハウスで

イチゴ栽培に関わる作業をしています。５月には苗

が届いてイチゴ農場らしくなると思います。今から

とても楽しみです。

 美味しいイチゴがたくさん実るように、みんなで

力を合わせて、暑さに負けず、きばります！！  

　はじめまして！４月から元気ジョブのスタッフと

して仲間入りいたしました蜷川 聡と申します。

　私の前職は広告代理店などで、営業・企画提案・

原稿製作やＣＭ制作などに携わっておりました。

　元気ジョブでは今までの経験を活かし、クライア

ント様に様々な提案と、作業所の皆様には安心と信

頼を得られるよう心掛けて頑張ってまいります。

　私の趣味は国内旅行とマイレージ集めで、今まで

行ったことのない県はないくらい日本中を旅しまし

た。また最近では、その土地でしか食べられないＢ

級グルメを食べ歩くのが楽しみ

になっております。もし国内旅

行に関して聞きたい事があった

ら声をかけてくださいね！アド

バイスいたします。

　精一杯頑張りますので、どう

ぞよろしくお願いいたします！

　４月２日からお世話になっております、富橋祐太です。

　異業種からの転職でわからないことだらけではありますが、メンバー

さんの笑顔に励まされながら、奮闘していきたいと思います。

　メンバーさんの中には、それぞれに特性や、外見上からは容易に窺い

知ることのできない悩みを抱えている方もいるので、毎日一緒に作業を

する中で、お話をしながら一人ひとりを深く理解し、的確にサポートで

きるように勉強していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

菅原  厚志（すがわら あつし）

元気ジョブ

坂本  倫子
（さかもと ともこ）

蜷川  聡
（にながわ さとし）

富橋  祐太
（とみはし ゆうた）

上神田  一朗
（かみかんだ いちろう）

 はじめまして。３月24日から発寒工房の一員にな

りました坂本倫子と申します。

　入ったばかりの私にみなさん優しく接してくだ

さってとっても嬉しいです。

わからないことばかりです

が、一つひとつ仕事を覚え

て、そして毎日笑顔で頑張

りますのでよろしくお願い

いたします。
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　早いもので、NPO法人ライフが発寒工房・リユースプラザ、地区リサイクルセンターの３ヵ所を管理

する３年間の１年が過ぎました。

　館長の交代などもありましたが、「リサイクルプラザ宮の沢への修理家具・自転車提供」、「イベントや講座

開催」「家具即売実績」などの平成23年度事業報告書を無事提出することが出来ました。これは発寒工

房・リユース職員の努力と、NPO法人ライフ、共々ネットの皆さま方の協力や助言があってのおかげです。

　特に昨年度は、東日本大震災の被災者の方々へ、家具(127個)・自転車(37台)の無償提供ができまし

た。また、被災された方々と直接お話するという貴重な体験もできました。

　平成24年度は2年目、更なる挑戦の年です。皆の力を一つにして、発寒

工房・リユースプラザをたくさんの市民に知ってもらい、「札幌市の４つの

R」の推進に努めますのでよろしくお願い致します。

　こんにちは、リユースプラザの西田です。

「次のアドボケで、家具について一筆お願いします。」と

館長からの指令が入りましたので、色々と考えてみました。

　皆さんご存知のことかと思いますがリユースプラザで

は、市民の皆様がリサイクル希望で出された大型ごみを簡

単に修理、清掃をして展示販売しています。タンス、戸

棚、テーブル、いす、などが主な商品なのですが、その中

には「どうしてこんなに綺麗なものが必要なくなったのだ

ろうか？」と思うものがたくさんあります。

　そんな家具をよ

く観察してみると

思うのですが、綺麗で状態の良い家具には共通点があります。

材質はもちろん、デザインもシンプルで洗礼されていて、飽き

のこない昔ながらの本物の家具というように感じます。それは

家具だけじゃなく、楽器や道具、服、その他、色々な物に共通

したことだと思います。

　良い楽器は音が良く、いい道具は使いやすく、いい服は着心

地が良く、そしてどれも長持ちするのではないでしょうか。

　物を買うときにそれが本当に必要かを考え、そして、それは

本物かを考えて物を永く大切に使うことで、ごみの減量につな

がるのではないでしょうか。皆さんも一緒に考えましょう。

「環境事業」２年目への挑戦「環境事業」２年目への挑戦「環境事業」２年目への挑戦「環境事業」２年目への挑戦

「 リユース家具について 」「 リユース家具について 」

札幌市リユースプラザ館長  松永　クニ子

札幌市リユースプラザ  西田　大作

リユース家具のレイアウトは、楽しいですよ！
展示の仕方で、売上が全然違うんですよ！！

3月の下旬から、お引越しのシーズンに突入し
新聞・雑誌やダンボールの持込みが多いです。
週2回業者さんが回収に来ますが、あっという
間に保管庫がいっぱいです。

リフューズ＝ごみを発生源で断つ
リデュース＝ごみを減らす
リユース＝繰り返し使う
リサイクル＝再生資源に戻す

「4つのR」って？「4つのR」って？

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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  「 資源回収に思うこと 」  「 資源回収に思うこと 」

さっぽろ新ごみルール報告書さっぽろ新ごみルール報告書

4月22日（日）　午後1時30分～午後3時
　　  参加費 200円　定員 20名(先着)

自転車の点検と簡単修理教室自転車の点検と簡単修理教室

リユースプラザイベントリユースプラザイベントリユースプラザイベントリユースプラザイベント

ばくりっこコーナーばくりっこコーナー

　捨てられないものをリユースしませんか？食
器・おもちゃ・バッグ・学用品・CD・DVDな
ど。ただし、汚れのひどいもの、壊れたもの、ブ
ランド品及びそのコピー品、海賊版ソフト、大型
ごみ、家電リサイクル法に該当する品物は交換で
きません。　　　　　　　※お一人さま５点まで

　リユースプラザでは「厚別地区リサイクルセン

ター」を併設しています。

　一般家庭で出る資源物の持ち込みを受けていま

す。そこで、いつも感じていることがあります。

それは、「資源物にごみを混ぜて持って来る人」

が多いことです。

　「食べ残しの入ったコンビニ弁当容器」「キャッ

プ・ラベルの付いたままのペットボトル」「雑が

みにテイッシュペーパーや紙おむつ」です。

　持ち込みされた資源物は、中沼の「プラスチッ

ク選別センター」「雑がみ選別センター」や資源

物回収業者に持ち込まれて選別されます。

　さらにリサイクル業者へ販売されてそこでも選

別。私たち市民が汚れを落として、正しく分別し

て出すと、CO2削減、ごみ減量に繋がるのです。

　どうか資源物の持ち込みの時に「ごみを持って

来たよ！」と言わないで下さい。

　平成21年７月から「ごみ有料化」に伴い

「新ごみルール」がスタートしました。高い

ごみ減量目標を達成し、清掃工場１か所の廃

止を目指しました。

　どれだけ札幌市のごみが

減ったのか…。

　結果はコチラの報告書を

お読み下さい。リユースプ

ラザにて配布しています。

　平成21年７月から「ごみ有料化」に伴い

「新ごみルール」がスタートしました。高い

ごみ減量目標を達成し、清掃工場１か所の廃

止を目指しました。

　どれだけ札幌市のごみが

減ったのか…。

　結果はコチラの報告書を

お読み下さい。リユースプ

ラザにて配布しています。

札幌市リユースプラザ  澤田　茂則

4月21日（土） 午前10時30分～午後0時
  午後1時～午後3時

 材料費 100円　各回 20名(先着)

4月28日（土）～5月6日（日）
 午前10時～午後４時

※5月1日（火）休館日
対象：4歳以上から。当日会場へ直接お越し下さい。

随時受付・製作となります。

第3土曜日　簡単工作教室第3土曜日　簡単工作教室
ペットボトルとDVDを使ったホバークラフト作り

　4月28日から先着200袋（1袋500g入）地区リサ
イクルセンターで市民から持ち込まれた１次処理済
みの生ごみ堆肥を熟成させた＜生ごみ堆肥＞を差し
上げます。家庭菜園や花壇に是非お使い下さい。

～生ごみ堆肥、配布のお知らせ～

4月28日（土）　午後1時～1時間程度
　　  参加費 無料　定員 20名(先着)

ダンボール式生ごみ堆肥化講座ダンボール式生ごみ堆肥化講座

申込みは４月11日（水）午前10時～電話受付

　リユースプラザでは、「再生資源（リサイクル）に

戻すための資源物の持ち込みを受けています！」

「汚れていると資源物として受け入れられませ

ん！」ボクは大きな声で言い続けます。

5月12日（土） 午前10時～午後３時
春だ！桜だ！リユース祭り春だ！桜だ！リユース祭り

　お花見真っ盛りの頃に、楽しい屋外でのイベン
トを開催します。４Rクイズ鬼ごっこ、エコな母
の日カードづくり、ステージやライフの屋台も出
店。また、三輪車や子供用遊
具、ベビーカーを数多く展示
予定。併せて子供用自転車
（16インチ以下）の即売も予
定しています。是非お立ち寄
りください。
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　先日タクシーに乗ったときのことです。運転手さんが「すすきのは客が減り、お先真っ暗。待ってい
る時間だけが長くなり、一生懸命働いてももらう給料が生活保護よりも安くてやってられないよ」と話
しかけてきました。
　私はただただ相槌うって車を降りましたが「今働くとは何なのか」ということを考えさせられる30分
間でした。グローバルな世界の動きのなかで日本の「働き」は厳しい競争にさらされ下へ下へと圧力が
強まっています。おまけに急速な少子高齢化のなかで市場が狭まり、かつての高成長は夢のまた夢とな
りました。
　　　
－－－ 働くこととは －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　とりもなおさず日々の糧をえることにつきます。しかしそれだけではおさまらないのが人にとっての
「働き」の意味合いではないかと思います。
　毎日楽しく働くことができるとは限りません。時には愚痴がこぼれたりヤケ酒をあおったりして暮ら
しているのが私たち庶民の日常の生活ですが、他方では働くことを通して毎日の充足感、大げさにいえ
ば社会に参加しているというか、地域なり身近な友人及び家族との関係がつくられ、自己の存在を証明
できているのではないでしょうか。
　このような「働き」をなくすことは、そうした諸々のつながりを失っていくこと＝
孤立に陥りかねません。
　社会的困難をかかえる失業者、障害者、ニートの若者など多くの人々が労働過程か
ら排除されており、それは社会的排除につながっていきます。
　それぞれの置かれている状況から「働き」に結びつき社会的に包摂＝ソーシャルイ
ンクルージョンされる世の中にしたいものですね。

－－－「働き」をつうじた福祉へ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　元気ジョブは「障害者はおカネではなく仕事が欲しい」ということを営業の基本にすえてきました。
　どんなに障害が重くても環境さえ整えば、それぞれが社会的役割をはたす力があることをこの間の障
害者の運動は示しています。
　今話題の大阪維新の会の橋下大阪市長は、船中八策の基本政策の柱としてベーシックインカムの検討
を打ち出しました。これは政策として最低限の所得を一律に保証しようとするものですが、おいおいそ
れで本当にいいのかよと言いたくなります。
　そこには一定のお金を給付するから、あとは働いても働かなくても本人の自由であり、すべて自己責
任という新自由主義的発想が見え隠れしているような気がします。
　これからの福祉は、それぞれ何らかの「働き」で社会・人とつながっていく、「働き」に重きをおいた
社会の編成原理が必要とされているのでないでしょうか。そうした基盤の上に必要に応じて手助けする
社会保障が構築されるべきだと思います。
　昨年の大震災では多くの命と生活・職が奪われ、被災地はいまだ塗炭の苦しみをあじわっています。
被災地の「働き」が復興されることを心から祈ってやみません。

「今、働く」ということについて　　　　　　
　　　　　　すべての人に労働の権利を
「今、働く」ということについて　　　　　　
　　　　　　すべての人に労働の権利を

　所  長　織本　義昭

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。
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「  春に向けての展望  」
石田　程哉

　雪もとけて、春の足音が聞こえてくる時世です

が、いかがお過ごしでしょうか？て、いきなり敬語

から始まってしまいましたけど。(笑)

　今たねやは大量の商品と在庫

にうもれています。奥から賞味

期限切れの商品が出てきて大さ

わぎしたり…。これからはオー

ガニック商品の販売をメインに

していくみたいです。

　一人でも多くのお客さんに来てほしいです。

　もちろん軽作業の方もよろしくおねがいします。

P.S.　販売が得意なメンバーが来てくれないかなー

と思っています。

「  仕事について  」　
小山　譲

　最近の僕の仕事は軽作業・店内業務などいろいろ

やっています。軽作業は以前より多く入るようにな

り忙しいなーと思いつつも充実している気がします。

　店内業務は主にレジ担当が多いのですが、まだ値

段を覚えてない物もあるので、会計をするたびに覚

えていける気がして慎重に楽しんでやっています。

　では、またいい報告できるようにがんばろうと思

います。

「  販売をがんばります  」
小野寺　貴彦

　あたらしいおかしるいをいれて(お客様におすす

めできるように)たべてがんばりたいと思います。

札幌市主催『 防災イベントin地下歩行空間 』
に参加しました‼

　　　　　所  長　島　明子
　３/11（日）～３/14（水）に札幌駅地下歩行空間の北

１条憩い空間（出口７番と9番の間）で「札幌市防災

パネル展　東

日本大震災か

ら１年」という

イベントに参

加しました。

　東日本大震

災からちょう

ど一年の筋目

となる平成24年３月11日に、札幌市民に対して東

日本大震災の被災状況を写真等のパネル展で、今一

度被災地の状況を思い起こし、防災について改めて

考えて貰い、札幌市の救援・支援活動・地震に対す

る対策を紹介する、というものでした。

　たねやは被災地（東北の障害者団体）の商品を仕入

れて販売、売上は「市のほっとさぽーと基金」・

「被災地」に寄付する形で取り組みました。このよ

うな形で被災地に対する支援ができ、とても嬉しく

思います。

　椰子(やし)油から生まれた石鹸だけを使用した
シャンプー・リンス・ボディーソープです。もちろ
ん香料・色素・エデト塩酸・防腐剤等一切の添加
を使わない純粋なシャンプー・リンス・ボディー
ソープですから、赤ちゃんの洗髪にも安心。
　私の頭皮はデリケートなので、市販のシャン
プーを使用すると猛烈にかゆくなり、頭皮がべた
つくのですが、このしらかばシャンプーはまった
くかゆくなりません‼しかも頭皮もすっきりして
べたつきなし♥
　是非皆さんも、発がん性物質の入っていない、
体に安心な、しらかばシャンプーをお試しくださ
い♪　　　　　　　　　　　　　　　　 byシマ

オススメコーナーオススメコーナー

しらかばシャンプー・リンス
・ボディーソープ

各ボトル 400ml

 525円
各ボトル 400ml

 525円
詰替え 1000ｍｌ

 1050円
詰替え 1000ｍｌ

 1050円
携帯用 110ml

210円
携帯用 110ml

210円
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がんばるぜぃ

各￥130

　４月に入り暖かい日もあれば、雪が降る日もあり…。早くすっきりと春になって欲しいと思う今日こ

の頃。新年度になり、今年度こそは!!と何かに意気込みを燃やしている人もいるのではないでしょうか。

　きばりやでは、３月から「いちごハウス」が始動し、新しいスタッフも加わり、

昨年度よりも更にレベルアップしていくことになるでしょう。私も皆さんと協力し

合いながら、出来る仕事の幅を増やしていきたいと思います。

　ところで、先々月号から登場していて、きばりやのページの専属キャラクターに

なりつつある、このおサルさんにお気づきでしたでしょうか？実はこのサル、私の

いたずら書きが元になっているのです…。これからも度々登場してくると思います

が、よろしくお願いします。

　４月に入り暖かい日もあれば、雪が降る日もあり…。早くすっきりと春になって欲しいと思う今日こ

の頃。新年度になり、今年度こそは!!と何かに意気込みを燃やしている人もいるのではないでしょうか。

　きばりやでは、３月から「いちごハウス」が始動し、新しいスタッフも加わり、

昨年度よりも更にレベルアップしていくことになるでしょう。私も皆さんと協力し

合いながら、出来る仕事の幅を増やしていきたいと思います。

　ところで、先々月号から登場していて、きばりやのページの専属キャラクターに

なりつつある、このおサルさんにお気づきでしたでしょうか？実はこのサル、私の

いたずら書きが元になっているのです…。これからも度々登場してくると思います

が、よろしくお願いします。

☆５月16日にカフェ・ド・キバリヤは５周年を迎
えます!!
　ご来店くださるお客様、応援してくださる皆
様、本当にありがとうございます。支えがあるか
らこそ頑張っていけるのだと想っています。感謝
を込めて５月には特別メニューを考えています。
　これからのカフェ・ド・キバリヤもどうぞよろ
しくお願いいたします。

　雪が溶けて、大地から生命のエネルギーが湧き
でてきます。野菜も地物が増えて来ましたね♪生
野菜のサラダもより美味しくなった気がします。春
のカフェ・ド・キバリヤにも是非お越し下さいね♪

　　 最近のお仕事について
織本　亜哉子

　２月から議員さんのポスティングを５回やってい

ます。西区の議員さん３つ、白石区の議員さん１

つ。北区の新しい議員さん１つです。

　そのポスティングが終わったら、西区のポスティ

ングが２つ入る予定になっています。

 　その他、ＪＰの折りや帯止めをやっています。

　３月中旬から、豊滝でいちごハウスの仕事をやる

ようになりました。私もいちごハウスに行ってみた

い、いちごをケースに収穫するのをやってみたいで

す。

　また、色々な仕事が増えたら、挑戦できることが

増えてうれしいです。

　　 テープ起こし
　渡邊　重治

　　僕はテープ起こしの仕事が大好きです。

　きばりやの仲間に「もじやでしていたテープ起こ

しの仕事と、きばりやでしているラジオ局のテープ

起こしの仕事ではどのテープ起こしが楽しいです

か？」と聞かれたことがあります。僕はラジオ局の

テープ起こしが楽しいです。

　どのテープ起こしも話を聴いていて勉強になるけ

れど、ラジオ局は夢みたいなものがあり、今月はど

んな番組の審議会で、新議員の人は議題になった番

組に対してどんなことを言うかが楽しみです。

　    新しい仕事
カフェ　大島　隆也

　　カフェに入って半年がたち、新しく「パンの収

納」の作業を教えてもらいました。目印を付けた

り、重ならないようにパンを入れないといけませ

ん。これからもいろいろな仕事に挑戦してみたいで

す。今後の目標は、予約の受注を１人で出来るよう

になりたいのと、ミスなくレジを打てるようになり

たいです。

～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

新年度になって…新年度になって…
　為井　まどか

・よもぎだんご(つぶあん)
・くるみだんご(しろみそあん)

４月のおすすめ商品

・お茶とのセット ￥250

共働事業所
就労継続支援事業Ａ型

き ば り やき ば り やき ば り やき ば り や

・印刷物版下制作・製本
・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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お買い物情報お買い物情報

横窪　友美

　今年の３月11日で東日本大震災からちょうど一

年が経ちました。まだ本屋で防災関係の本を見か

けることが多く、最近またよく手にとって見てい

ます。

　その中で、いつも使うカバンを簡単に非常用持

ち出し袋にする方法があったので書いてみたいと

思います。携帯、現金は皆持っていると思います

が、それに加えて、小さなライト(ペンライトな
ど）、簡易食料(アメやチョコなどの甘いもの）水
（500mlのペットボトル１本）携帯の充電器、予
備の電池、小型ラジオ、身分証明書、携帯トイレ

(災害時のトイレ問題は深刻）必要な人は常備薬
を入れます。地震などの天災はいつ起こるかわか

らず、いつもの備えが大切だと思うので、出来る

ことから準備していきたいです。

　被災地復興、原発問題などまだ問題が山済みで

すが、このこともなるべく忘れないように、自分

にもできることはないか、考えていきたいと思い

ます。

吉川　卓哉

　おべとうかいしゅうはいつにもいています。い

つもおべんとうおいしいです。

● ブツ切り  とろイワシ(味付)
  固形量140ｇ　420円
銚子港の旬の良質なマイワシだけを厳選し
「喜界島産きび糖」「２夏熟成の国産丸大豆
醤油」だけで骨まで柔らかく煮込みました。

● 大豆の五目煮豆
  内容量 130ｇ　294円
素材の旨みを生かした醤油味

● 酢みそ 内容量 110ｇ　147円

ほんのり甘い京風みそと信州系みそをブレン
ドし、米黒酢とすだち果汁を加えたさわやか
な風味の酢みそです。

　４月からひだまりに新人が２人入りました。

高校卒業したばかりの元気な２人です。コンブ

リオひだまりの戦力になってくれると思います。

　４月からひだまりに新人が２人入りました。

高校卒業したばかりの元気な２人です。コンブ

リオひだまりの戦力になってくれると思います。

♥初めまして星置養護学校から来ました
伊藤 美由

紀です。私は外販ができてうれしいです
。先生た

ちにいっぱい買ってもらうのが楽しみで
す。

　
★皆さん、初めまして熊谷 新です。私は

３月に札

幌高等養護学校を卒業しました。２年前
、昨年の

現場実習でお世話になって、今回、コン
ブリオ　

ひだまりに就職出来て自分の選んだ分野
で仕事を

出来てとても嬉しいです。

　優しい笑顔と元気なあいさつで、沢山
の人を元

気にさせられるように日々努めていきた
いので、

どうぞ宜しくお願い致します。

♥初めまして星置養護学校から来ました
伊藤 美由

紀です。私は外販ができてうれしいです
。先生た

ちにいっぱい買ってもらうのが楽しみで
す。

　
★皆さん、初めまして熊谷 新です。私は

３月に札

幌高等養護学校を卒業しました。２年前
、昨年の

現場実習でお世話になって、今回、コン
ブリオ　

ひだまりに就職出来て自分の選んだ分野
で仕事を

出来てとても嬉しいです。

　優しい笑顔と元気なあいさつで、沢山
の人を元

気にさせられるように日々努めていきた
いので、

どうぞ宜しくお願い致します。

★くまがい あらた

★くまがい あらた

♥いとう みゆき
♥いとう みゆき

保存料、着色料、化学調味料不使用

〒063-0812 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
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　３月29日の北海道新聞に当
ライフの石澤専務理事の発言が
載っていた。読んだ人も多いだ
ろうが、「貧困ビジネス」型事業
所での就労継続A型のずる～い
運営方法についての批判が取り
上げられた。たとえば、A型で

障害就労者を２時間契約で４人雇用し、一日で８時間、実質一
人分の賃金しか払わずに、給付だけは４人分を受け取る。この
ようなズルに対し現総合支援法では若干の減額のみで、法の網
をくぐり抜けた雇用を認めているのは残念、の内容であった。
　ずる～い就労型の事業所での話であるが、これは障害者福祉
に限ったことではない。高齢者の福祉、介護保険法でもずる～
い事業所は跋扈している。
　例えば、小規模多機能ホームという制度があり、介護認定を
受けた高齢者が契約すると、ヘルパーの訪問、デイサービスの
参加、ショートステイの三つのサービス利用が一箇所で可能と
なる。ヘルパーもデイもお泊りも馴染の介護職員がしてくれ
る。安心して住み慣れた地域で生活できるという趣旨で作ら
れ、地域の介護拠点を担う存在として位置づけられたが、違う
視点の業者が多く参入した。
　小規模多機能ホームとは、地域で暮らすために制度化された
が、その小規模多機能ホームの同一建物か同一敷地内に高齢者

専用住宅(高専住)を作り入居させ、そこから高齢者をデイなりショート、ヘルパー派遣をおこなう事業所
が出来てきたのだ。であるから、場所はどこでも可能となった。山の中でも僻地でも、そこに高專住を
建てれば運営ができる。具体的にはこうなる。一階に小規模多機能ホーム、２階３階は高専住とすれ
ば、毎日のデイサービスにお迎えや送りの手間はいらない。部屋から３分でデイに参加、バスも車も不
要だ。訪問介護・ヘルパーも楽チンである。独居のため家族との軋轢もなく、移動の時間もかからない。
　小規模多機能ホームはそれ自体では運営は困難と言われており、参入は疑問のサービスであったが、
住み慣れた地域に固執しなければ経営も可能となる。高専住を地域として考えれば介護拠点となる。
　これはペテンである。
　障害者雇用を推進すべき事業所の、A型就労の短時間契約で多人数雇用という荒業、これは就労制度の
悪用、障害者雇用の放棄といえる。
　地域で生活するために複合型サービスを提供する小規模多機能ホームの裏ワザ、これは地域での生活
を崩壊させる序曲だ。
　福祉従業者も事業所も無垢ではない。しかし私たちは、決して無恥ではない。
　最後に自戒をこめて、渇しても盗泉の水を飲まず。

ーーーー  「福祉事業所」あれこれ ーーーーーーーー  「福祉事業所」あれこれ ーーーー
管理者　笠井　衛二
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　中橋　敬人

　３月５日に研修生としてもじや
に入りました。発寒工房の自転車
修理とちがい、きかいそうさを教
えてもらってます。教えてもらう
ことが沢山あります。がんばって
早く覚えていきたいです。

『 もじやのいんさつこうじょうにはいって 』『 もじやのいんさつこうじょうにはいって 』

　 福田　義浩

　仕事というのは突き詰めれば、経験の積み重ね
であり、いかに効率よく時間を使うかという事の
ような気がする。例えば、毎年入社してくる新人
の事を考えても、まず会社という組織に慣れ、与
えられた仕事を覚えていく。少しづつ仕事の量が
増えていくとともに、仕事の幅も広がっていく。
そして、仕事の幅が広がっていく時に、今までの
経験が役立つのである。
　仕事とは、まるで生物のようなものである。そ
の時々に変化し、常に動きながら、こちらの予想
を裏切り続けるものなのである。それを生かすも
殺すも自分次第である。
　また、仕事は時間との戦いでもある。いかに効
率よく仕事をこなしていけるかを考えた時、まず
仕事の優先順位を決める事から始めるのだが、そ
の時に他の人に助けてもらう勇気を持つ事を忘れ
てはいけない。何故なら、仕事は決して、自分一
人のものではないからである。他人に助けてもら
うのは、自分に能力が無いと思われるようで恥ず
かしいとか、手伝ってもらいたいが、忙しそうな
ので言いづらいといった類の事を考えているよう
では、仕事に潰されてしまう。
　「急ぎの仕事は忙しくしている人に頼め」とい
う先人のことばがある。忙しくしている人は能力
のある人で、能力があるが故に、その人に仕事が
集中してしまうのであり、それをこなしてしまう
と、また次の仕事の依頼がくるのである。
　こうして人は仕事に鍛えられ、そして育てられ
ていくものなのだ。

『 仕事に於ける経験と効率 』『 仕事に於ける経験と効率 』

　鈴木　麻依

　去年から今年にかけて私の仕事は、テープおこ
しがほとんどでした。色々なお客様から、テープ
おこしの仕事がたくさんきて毎日凄く大変でした。

岩崎　佑司

　だんだん春めいている今日この頃、皆さんいか
がお過ごしでしょうか?
　さて、最近の僕はというと、職場までの道のり
を雪道に悪戦苦闘しながら、車椅子で通う日々で
す。職場の仲間をはじめ、周りの人たちに協力し
てもらいながら、毎日元気に通っています。
　仕事については、見積もりを立てる仕事に携わ
り一年近く経ちますが、まだまだ見えていない部
分があります。わからないことについては、自分
が納得いくまでとことん聞いて、教えてもらいな
がら、深く理解するように努めています。
　私生活においても、細かく計算をしながら生活
する癖が身に付きつつあるのかな？と思います。
　まだまだ、寒い日が続いていますが、体調に気
をつけながら、毎日頑張っていきます。

『 仕事について… 』『 仕事について… 』

『 去年から今年を通しての私の主な仕事 』『 去年から今年を通しての私の主な仕事 』

時々、別の仕事と両立しながらテープおこしの仕
事を続けていました。仕事が忙しい時は、時々休
憩時間中にも関わらずテープおこしの仕事を続け
ていました。テープおこしの仕事をしている間
は、他の仕事に頭も手も回りませんでした。「もし
かしたら今年の３月までテープおこしの仕事が続
くのかも知れない…。」と少し不安に思いながら
も、休憩時間以外は出来るだけテープおこしの仕
事に集中して頑張りました。
 去年から今年にかけ、テープおこしで色々大変
でしたが、無事仕事を達成出来て良かったです。
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NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

――― お買い求めは ―――――――

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

〒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

〒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

共働事業所 きばりや

―― お買い求めは ――――――――――――――――――――――
NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

札幌市西区琴似２条３丁目２-37サンハイム１F
ＴＥＬ：011-615-4131 ＦＡＸ：011-615-4132

コン・ブリオ  ひ だ ま り

北海道の優良品種
極良食味米

北海道で生まれ育ったゆめぴりか。
味、ツヤ、甘みのすべてを兼ね備えた最高級米！！
某スーパーでも、広告の品価格で 5kg 2,380円する最高級米が

ライフでは 低農薬栽培 で 精米したて の 分づき米
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！！ もちもちっ！

！
もちもちっ！

！

ゆめぴりかの特徴 適度な粘りと甘みがあり、コシヒカリほどべ
たつきがなく、口に入れたときのモチモチ
感、ふっくら感も十分で、大満足の食感です。
炊きあがりの見た目も最高評価です！！

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。

分づき米とは？

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。

１コ１コ

90円90円90円

cafe de kibariyacafe de kibariya
自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。

自慢のオリジナルコーヒーをギュッと詰めた

                    が出来ました。ドリップパッ
ク

ドリップパッ
ク

袋の封を切ると、とても良い香りが広がり、美味しさは申し分
なしです。
お湯を注ぐだけで、簡単に香り・美味しさを楽しめるドリップ
コーヒーはいかが？！

朝の忙しい時間でも、

　　
コーヒーが楽しめます。

簡単・早い・美味しい

630円630円630円
７コ入り１箱７コ入り１箱

と驚きの低価格！！
この機会にぜひお買い求めを！！3kg 1,350円　5kg 2,250円

630円

　 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

札幌市西区二十四軒４条６丁目5-32 テラ二十四軒1F
ＴＥＬ：011-613-0611 ＦＡＸ：011-644-0088

共働サービス た ね や

90円
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「障害者等の就労を考える 
　社会的事業所の役割」の
　講演記録が出来ました！

昨年の１月に開催したセミナー

　私たちは「福祉」という言葉を好まない。それは、
「福祉施策」を必要とする人たちを見下したときに使わ
れることが多いように感じられるから…
　本来『「人間福祉」であるべき「福祉」が、今、「制
度としての福祉」になりさがっている』という社会福祉
法人この実会の加藤孝さんの言葉に触発され、『さっぽ
ろ人間福祉ブックレット』を発行する。

社会的困難を抱える人たちとの「共働」をめざす、「社会的
事業所」制度の法制化は急務であります。

社会的事業所とは何か？
その理念と実践の取り組みが解りやすく語られています。

震災復興は雇用の創出から
いまこそ社会的事業所の出番です！
震災復興は雇用の創出から

いまこそ社会的事業所の出番です！

●お申し込み
NPO法人札幌・障害者活動支援センターライフ

札幌市西区琴似2条5丁目3-5  マンションモモ１F
TEL:011-633-6666  FAX:011-613-9323
mail:honbu@npolife.net
H P:http://npolife.net/

定価

NPOライフブックレットNo.２
『誰もが働ける社会を』

( 送料別 )　A5 判　140 ページ
2011年6月30日発行

1,000円

NPOライフブックレットNo.１
『収容施設はもういらないと思うまで』
定価 ( 送料別 )　A5 判　72ページ

2008年8月31日発行

840円
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編集後記
　私が理事長に就任して特別に変わったことはないの
ですが、ライフは春に向けて少しずつ新規事業を始動
することになります。動きについてはご期待くださ
い。今月もご紹介しましたが、進捗は随時行っていき
ます。メニューを増やすことで、好きな作業に取り組
んでもらえるようになれば良いのですが、収支のこと
も考えなくてはいけませんから頭が痛いですね。さら
に住まいのこともライフには重要な課題ですが、ここ
もほんの少しだけ、しかし、大きな前進となりそうで
すね。そうそう、理事長になって変わったことと言え
ば、あれこれ書類に判を押しまくり、最終的な責任を
持つことになったということでしょうか。（タケ）

　アドボケイト　卯月号（第137号）

1973年１月13日第３種郵便物認可
2012年4月10日発行（毎月10日発行）ＨＳＫ通巻第481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
細川　久美子

〒063-0868 札幌市西区八軒８条東５丁目４-18

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

～ライフカンパのお願い～

　この物語は、東野圭吾の作品にしてはミステリー
の部分が少ない珍しい作品である。　
　「不倫する奴なんて馬鹿だと思っていた」という書
き出しからストーリーが始まる。一瞬の快楽を求め、
せっかく手に入れた幸せな家庭を壊すなんて、大馬
鹿野郎である。しかしその言葉の後にこう続ける。
　「でもどうしようもない時もある」と。
　主人公の渡部は派遣社員でやってきた仲西に次
第に惹かれていく。そんな時仲西が、もうすぐ時効を
迎える殺人事件の容疑者だという事を知ってしまう。
自分たちの世界にのめり込み、溺れてゆく過程の心
理描写が非常にリアルなミステリー仕立ての内容に
なっている。
　恋は盲目というが、馬鹿だと自覚し家族に罪の意
識を感じながらも止められず、不倫へ墜ちていく彼
の心境や苦悩が生 し々く伝わってくる。
　一般的には、善か悪かといえばこの手の事は悪に
分類されるであろう。ただ責任放棄した、感情が全
ての愚か者とは私は思いたくない。男女の間で交わ
される言葉を真に受けて、それがいつしか拠り所に
なり略奪を目論む。それを愛というならばそれはそ
れでいいのかと…。とはい
え、何を言っても他人には理
解不能な関係もあるから、
批判も多いであろう。
　被害者感情に触れるとキ
リはないが、私はどんな恋の
関係も素敵だと思う。
「恋はするものではなく、落
ちるものである」と昔なにか
の映画でみたような…。
　皆さんに素敵な出会いが
あることを祈って…。

もじや所長  下斗米　貴行
私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

東野圭吾 「夜明けの街で」
　NPO札幌・障害者活動支援センターライフで
は、設立して23周年（法人化して12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、
昨年末から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23周年（法人化して12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、
昨年末から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思
います。

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

定価（税込）： 660円
発行元：角川書店

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

織本　英子様　星野　輝明様

児島　義道様　山本　哲生様

我妻　武　様　大谷　強　様

匿名希望　様

維持会費

我妻　武様

アドボケ購読料

府中生活者ネットワーク　様

野呂　悟　様　水口　祥次様

山本　哲生様　西川　捨克様

菊谷　みどり様

賛同会費

府中生活者ネットワーク様

高橋　亨様　板垣　明江様
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