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◆共同住宅建設はライフの目標  ̶̶̶̶̶̶̶̶

　1998年頃、小規模作業所の仲間同士で、「家族

の高齢化や障害の重度化に伴い、施設入所が家族

の声として出ている。しかし、自分は入所施設に

入るのは嫌だ。どうしたらいいのだろうか」とい

う意見が出ていました。それをきっかけに、「自

分たちの生活する場があればいいな」という議論

となり、それじゃ自前の建物をつくろうと、まっ

たく無謀な計画に挑み始めたのが、1999年の初

めです。

　まずは、家探し、土地探しと、動き回るのです

が、貧乏所帯の無認可作業所には資金力もなく、

その無謀な計画は一瞬に頓挫する事になります。

そこで、NPO法人格を取得し、当時、社会福祉
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法人札幌協働福祉会の施設長であった深澤正義さ

んに理事長就任を要請し、私は印刷会社オフィス

･イマージュを退職、専務理事として資金集め、

融資先銀行との交渉等に奔走していました。

　この間は、札幌協働福祉会の宮野常務理事はじ

め協働福祉会の皆さんには大変なご協力をいただ

き、多くの皆さんから寄せられた「共同住居建設

資金」は4,766,645円にもなりました。ご協力

いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。

◆紆余曲折しながら生きる場づくり  ̶̶̶̶̶̶  

　しかし、当初計画では5000万円の中古物件を

購入し、銀行借入と自己資金1000万円で夢の実

現が可能になるかと思っていた矢先、共同住居で
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新共同生活の場「共同住居・まちかど荘」オープン新共同生活の場「共同住居・まちかど荘」オープン

日　時　　2012年６月２日（土） 午後 12時 30分 ～
会　場　　札幌ホテルヤマチ 札幌市西区琴似１条３丁目３番６号
 電　話　６４４－５５５５
会　費　　５，０００円（当日会場にて受け賜わります）

日　時　　2012年６月２日（土）10時～12時
会　場　　西区民センター３階　大ホール(札幌市西区琴似２条７丁目)
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第15回定期総会のご案内
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第15回定期総会のご案内
NPO法人札幌・障害者活動支援センターライフ

第15回定期総会のご案内

　なお、総会終了後に、深澤正義前理事長感謝の集い＆2012年度も頑張ろう会を行いますの
で、参加を希望される方は５月25日までにライフ事務局までお申し込みをお願い致します。

TEL011－633－6666
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は消防法等による建築基準が適合せずという行政

指導で大幅な計画の見直しとなり、総額8000万

円～１億円が必要ということでした。

　ここで、共同住居の建設はいったん白紙に戻す

ことになったのです。

　その後、様々な理由で家族から離れた人たち

は、各自がアパートを借り（これさえも障害者差

別により困難であったが）、スタッフが交互に食

事支援などに入るなどで、地域生活を送ってきま

した。

　３年ほど前には、東苗穂の一軒家を共同住居と

して借り上げ、私たちとしては初めての共同生活

の場が誕生しました。

　その後、西区内での生活場要望があり、東苗穂

から移転、西区八軒に２カ所のマンションを借り

上げ、共同生活を続けてきました。

◆地域の縁で旅館跡を共同生活場に  ̶̶̶̶̶̶  

　共同住居の入居要望は年々増大し、新しい共同

生活の場を探していた所、知り合いの法人スタッ

フから「琴似に、旅館跡を貸し出しているよ」と

の情報を受け、早速不動産屋さんを通じて交渉開

始。大家さんも私たちの活動に理解をしてくださ

り、トントン拍子に契約となりました。

　元は旅館ですから、厨房設備も食堂もしっかり

しており、部屋数は10室、お風呂も広く、何よ

りトイレが多いのはとても助かりました。

　また、冷蔵庫をはじめ食器類や布団などもすべ

て大家さんの御好意で無料提供していただくこと

になり、本当に地域の縁に感謝です。

　地区の民生委員さんも、「この地域に障害者が

住むのは、私たちは歓迎しますよ」と言ってくれ

ました。
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住むのは、私たちは歓迎しますよ」と言ってくれ

ました。

　20年以上にわたり、二十四軒、琴似地区で活動し

てきた想いがようやく認められてきたのだと思っ

ております。名称は「まちかど荘」としました。

　４月14日に引っ越し作業を開始し、その日の

うちに、まちかど荘寮長、副寮長が入居者によっ

て選ばれ、約束事も決まり、なんとか新居での生

活がはじまりました。部屋は既に入居希望者で満

室です。

◆制度にのらない共同住居  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

　私たちは、共同住居をつくりにあたり、グルー

プホーム制度の利用も検討してきました。

　しかし、制度を利用することは、制度に生かさ

れることでもあり、本来の共に支え合って生きる

ことに多くの縛りがかかることを嫌い、同時に

ハード面での整備（スプリンクラーの設置義務

等）には多額の費用負担も発生することから、入

居者による自主運営を基本に据え、不足な部分を

可能な限りライフ全体で支えていく道を選択しま

した。

　そして、障害の有無に限らず、様々な人たちが

共同生活できる、制度にはない「共に生きる場」づ

くりを、皆さんからの浄財である「共同住居建設資

金」を基盤に、第2・第3の「まちかど荘」として進め

ていきたいと思います。

　これからも、皆様の変わらぬご支援

をお願い申し上げます。
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公契約の地方自治体からの条例作りが本格的になった。公契約条例案は千葉県野田市で成立したのがはじめてであった。

その後も、川崎市、多摩市で成立したが、札幌市でも市議会に取り上げられたという事情でもあり東日本に偏っている。

尼崎市では議員たちの議会の上程運動によって、２票差で敗北に終わったが、京都市でも市議会で取り上げられている。

賛成する声があってもなかなか上手くは条例に結びつかないものだ。NPO法人「札幌・障害者活動支援センター・ライ

フ」が発行している『アドボケイト』（第137号、2012年４月10日）に掲載された石澤利巳論文は原題「『社会春闘』--札

幌市公契約条例の早期実現を求めて」と「社会的春闘」と形容詞がついているだけに「社会的春闘」で、これも制度を創る

ことができるのだと言う見本のようなものである。大手企業には実際的には関係があるが、中小企業では切実な課題だ。

　賃金の最低額を定めた条例案 ̶

※本原稿は大谷強さん（京都府在住）が、アドボケイト卯月号（2012年4月10日発行）に掲載した記
事に対して、大谷さんがコメントを加えてご自身のＨＰに掲載されました。この問題は非常に重要な
課題であると考え、課題提起という観点から大谷さんのコメントを本紙でも掲載させていただきま
す。なお、冒頭にあったアドボケ卯月号の石澤原稿部分については省略いたしました。　　　　
「ノーマライゼーション政策研究」http://www.ops.dti.ne.jp/̃t-otani/seisaku.html#20120429

大  谷    強（障害者政策研究全国集会・実行委員）
「 継続審議になった札幌市公契約条例案 」

  ■ 文体が変わった石澤論文 ― 大谷さんのコメント（１）

　石澤さんの文体が変わった。これまでは文章の最
後は「である。」で閉めていたはずだと了承している。
今回は「でしょう。」とか「です。」という表現に改め
られた。
　市議会で「公契約条例」が議論になっているだけ

に、文体を変えたのかと思った。反対論もあり、説得
的である。掲載されている他の文章も（最後のページ
だけを例外として）全てになっているではないか。と
いうことは、他の人と発言を合わせた形になってい
る。

  ■ 格差是正には制度改正を ― 大谷さんのコメント（3）

　このところ、連合が「政策・制度要求」といいな
がら制度をゼロから何かを創り出だすという意味も
薄れてきた。例えば、2012年では大震災の復興に
協力しようというボランティアで協力する意味も
あったし、大震災と影響が深い「反原発」の声も上

がらなかった。
　そこで連合は内部に原発に依存している大きな単
産を抱えているだけに、反原発に力を集中でないの
ではないかという、外部の声も聞こえてきたほどだ
（そんなことはないはずだ）。

  ■ 地方から制度を創る ― 大谷さんのコメント（2）

　総評・連合などが「社会的春闘」と名乗ったこと
によって、当初は「政策・制度要求」と言っていた。
自分たち賃金の引き上げを求める本工（石澤さんの
言葉を使うと）の「賃闘」につけ加えて、本工以外の
「非正規労働者」について制度・政策を求め共に
戦うという意味合いが強かったようだ。
　地方自治体に要求を出すだけではなくて、自分た
ちの支持する政治家を動かし、それで地方から政
治を変えていくという道筋もある。連合は中央政治

の要求をかかげるだけで、あくまで中央の政治に関
心があると思う。
　地方政治の力関係を現実に変えることは、消極
的だと思われているのではないか。各地方連合は知
事・市長を相手にして、連合の要求を突きつけた。
真に地方政治から変えようという態度ではないよう
だ。中には要求をつけるというよりも要求を出すと
いう「通り」すがりの「交渉」（「要望する」という表
現もある）もあるようだ。

  ■ 制度を作り出す力も薄れた ― 大谷さんのコメント（4）

　このところ、連合が「政策・制度要求」といいな
がら制度をゼロから何かを創り出だすという意味も
薄れてきた。例えば、2012年では大震災の復興に
協力しようという制度をあらたに創るよりもボラン
ティアにより自前で協力する意味もあった。
　大震災と縁が深い「反原発」の声も上がらなかっ
た。そこで連合は内部には原発に依存している大き
な単産を抱えているだけに、反原発に力を集中でな

いのではないかという、外部の声も聞こえてきたほ
どだ（そんなことはないはずだ）。
　どうも連合は支持する民主党が2009年に政権
を握ったので、総評の政治主義に傾きすぎるのを批
判する経済的労働組合主義が強く表われている。
多数派数派工作もしないでいいし、ゴタゴタは政治
舞台である民主党に任せたいという願いもあるよう
だ。
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から移転、西区八軒に２カ所のマンションを借り

上げ、共同生活を続けてきました。
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　地区の民生委員さんも、「この地域に障害者が

住むのは、私たちは歓迎しますよ」と言ってくれ

ました。

　20年以上にわたり、二十四軒、琴似地区で活動し

てきた想いがようやく認められてきたのだと思っ

ております。名称は「まちかど荘」としました。

　４月14日に引っ越し作業を開始し、その日の

うちに、まちかど荘寮長、副寮長が入居者によっ

て選ばれ、約束事も決まり、なんとか新居での生

活がはじまりました。部屋は既に入居希望者で満

室です。

◆制度にのらない共同住居  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

　私たちは、共同住居をつくりにあたり、グルー

プホーム制度の利用も検討してきました。

　しかし、制度を利用することは、制度に生かさ

れることでもあり、本来の共に支え合って生きる

ことに多くの縛りがかかることを嫌い、同時に

ハード面での整備（スプリンクラーの設置義務

等）には多額の費用負担も発生することから、入

居者による自主運営を基本に据え、不足な部分を

可能な限りライフ全体で支えていく道を選択しま

した。

　そして、障害の有無に限らず、様々な人たちが

共同生活できる、制度にはない「共に生きる場」づ

くりを、皆さんからの浄財である「共同住居建設資

金」を基盤に、第2・第3の「まちかど荘」として進め

ていきたいと思います。

　これからも、皆様の変わらぬご支援

をお願い申し上げます。
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公契約の地方自治体からの条例作りが本格的になった。公契約条例案は千葉県野田市で成立したのがはじめてであった。

その後も、川崎市、多摩市で成立したが、札幌市でも市議会に取り上げられたという事情でもあり東日本に偏っている。

尼崎市では議員たちの議会の上程運動によって、２票差で敗北に終わったが、京都市でも市議会で取り上げられている。

賛成する声があってもなかなか上手くは条例に結びつかないものだ。NPO法人「札幌・障害者活動支援センター・ライ

フ」が発行している『アドボケイト』（第137号、2012年４月10日）に掲載された石澤利巳論文は原題「『社会春闘』--札

幌市公契約条例の早期実現を求めて」と「社会的春闘」と形容詞がついているだけに「社会的春闘」で、これも制度を創る

ことができるのだと言う見本のようなものである。大手企業には実際的には関係があるが、中小企業では切実な課題だ。

　賃金の最低額を定めた条例案 ̶

※本原稿は大谷強さん（京都府在住）が、アドボケイト卯月号（2012年4月10日発行）に掲載した記
事に対して、大谷さんがコメントを加えてご自身のＨＰに掲載されました。この問題は非常に重要な
課題であると考え、課題提起という観点から大谷さんのコメントを本紙でも掲載させていただきま
す。なお、冒頭にあったアドボケ卯月号の石澤原稿部分については省略いたしました。　　　　
「ノーマライゼーション政策研究」http://www.ops.dti.ne.jp/̃t-otani/seisaku.html#20120429

大  谷    強（障害者政策研究全国集会・実行委員）
「 継続審議になった札幌市公契約条例案 」

  ■ 文体が変わった石澤論文 ― 大谷さんのコメント（１）

　石澤さんの文体が変わった。これまでは文章の最
後は「である。」で閉めていたはずだと了承している。
今回は「でしょう。」とか「です。」という表現に改め
られた。
　市議会で「公契約条例」が議論になっているだけ

に、文体を変えたのかと思った。反対論もあり、説得
的である。掲載されている他の文章も（最後のページ
だけを例外として）全てになっているではないか。と
いうことは、他の人と発言を合わせた形になってい
る。

  ■ 格差是正には制度改正を ― 大谷さんのコメント（3）

　このところ、連合が「政策・制度要求」といいな
がら制度をゼロから何かを創り出だすという意味も
薄れてきた。例えば、2012年では大震災の復興に
協力しようというボランティアで協力する意味も
あったし、大震災と影響が深い「反原発」の声も上

がらなかった。
　そこで連合は内部に原発に依存している大きな単
産を抱えているだけに、反原発に力を集中でないの
ではないかという、外部の声も聞こえてきたほどだ
（そんなことはないはずだ）。

  ■ 地方から制度を創る ― 大谷さんのコメント（2）

　総評・連合などが「社会的春闘」と名乗ったこと
によって、当初は「政策・制度要求」と言っていた。
自分たち賃金の引き上げを求める本工（石澤さんの
言葉を使うと）の「賃闘」につけ加えて、本工以外の
「非正規労働者」について制度・政策を求め共に
戦うという意味合いが強かったようだ。
　地方自治体に要求を出すだけではなくて、自分た
ちの支持する政治家を動かし、それで地方から政
治を変えていくという道筋もある。連合は中央政治

の要求をかかげるだけで、あくまで中央の政治に関
心があると思う。
　地方政治の力関係を現実に変えることは、消極
的だと思われているのではないか。各地方連合は知
事・市長を相手にして、連合の要求を突きつけた。
真に地方政治から変えようという態度ではないよう
だ。中には要求をつけるというよりも要求を出すと
いう「通り」すがりの「交渉」（「要望する」という表
現もある）もあるようだ。

  ■ 制度を作り出す力も薄れた ― 大谷さんのコメント（4）

　このところ、連合が「政策・制度要求」といいな
がら制度をゼロから何かを創り出だすという意味も
薄れてきた。例えば、2012年では大震災の復興に
協力しようという制度をあらたに創るよりもボラン
ティアにより自前で協力する意味もあった。
　大震災と縁が深い「反原発」の声も上がらなかっ
た。そこで連合は内部には原発に依存している大き
な単産を抱えているだけに、反原発に力を集中でな

いのではないかという、外部の声も聞こえてきたほ
どだ（そんなことはないはずだ）。
　どうも連合は支持する民主党が2009年に政権
を握ったので、総評の政治主義に傾きすぎるのを批
判する経済的労働組合主義が強く表われている。
多数派数派工作もしないでいいし、ゴタゴタは政治
舞台である民主党に任せたいという願いもあるよう
だ。
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　いちごの事業が始まって、２ヶ月過ぎました。先月のアドボ

ケイト発行時はまだまだ雪が残る環境。雪かき作業から始ま

り、数年手を加えていなかったハウスの土をすべて取出し、ハ

ウス全体の洗浄・殺菌・補修など、いちごのいの字も出てこな

い状況でした。

　ゴールデンウィー

クに入ってから、

いちごの苗が届き定植。ようやくいちご事業をしてるんだなぁと

感じる日々です。

　スノーベリーファームさんではすでにいちご狩りが始まってい

ます。美味しい地場のいちごを求めて多くの方々がいらっしゃっ

ています。もし南区へ足を運ばれることがありましたら、ぜひ美

味しいいちごを食べに来てください。　私たちライフ農業家たち

の笑顔がおまけに付いてきますよ（笑）

きばりや＆こころや所長　岡田　悟

いちご日記 Strawberry diary 

  ■ 格差に対応するには制度をつくる ― 大谷さんのコメント（6）

  ■ 創ることによって参加が当たり前になる ― 大谷さんのコメント（5）

　制度を創らなくても、発言を重ねていけば、この
問題についてよく発言する人・団体になる。いつもど
んな発言をするのか注目されるはずだ。
　政治的に何らかの制度を創ることになったら、ま
すます当該問題については重きを置かれるはずだ。
当該の制度が問題になる限り抜けられなくなるはず

だ。制度を創ることによって、この問題については
関心がある事を示すという意味もある。
　政治的に手足を縛れるのが嫌だから、経済的に
動くのをモットーにする傾向が生まれる・・・。所
詮、何がなくとも、アレコレ言われるのが筋だ。まし
て格差の問題である。

　格差については「本工主義」といわれないように
公契約条例を作る。労働者の間での格差を許され
ないと示す労働組合の必要がある。労働組合がど
んな立場であっても差別から不当な利益を上げては
いけない。
　建設・ビルメン業者は大都市からの侵入には脆
いという。特に自治体と公契約条例で定めていれ
ば、他の都市からの流入を防ぐことになる。
　大阪府も総合評価入札制度のときは府の一般行
政機関を使わないといけないことになっている。そ
れで大阪府内の事業者しか登場しない形になって

いる。現場の労働者（も障害者や就職困難者も同
等だ）しか事業者は使えないといえる。格差がひろ
がることについては「社会的春闘」として社会的に
格差を埋める努力を払わなくてはならない。
　事業者も労働者を分断することの対処よりも道
民の税金を引き上げることにつながる恐れがある。
お互いに競争するという個別利害を超えて、労働者
を酷使しない「よい業界」だという評判が立つこと
よっては次の仕事も賃金上乗せが波及することを期
待できよう。

  ■ 社会的事業所に救いを求める ― 大谷さんのコメント（7）

　石澤さんは、全ての社会的に不利な立場にある
人々が共に事業を運営する「社会的事業所」に託し
ている。しかし、個々の業界レベルでも新自由的競
争があらたまないと「社会的事業所」も軌道には乗
らない。
　その時の理由はなぜ「社会的事業所」だけ優遇
するのかであろう。そのときに個別業界が新自由主
義的競争を避けることができていれば、社会的事

業所の存在を認めることが出来るのだと総合評価
入札制度からの教訓が得られる。
　公契約条例は委託事業者のためのものではなく
て、社会のあり方に関するものだろう。新自由主義
の立場からは税金が少ない方が府民（住民）にとっ
て良いものだ。より多く納付するだけの抵抗を考え
ると、どのような企業に提供するか、簡素の方が望
ましいだろう。
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　去る、４月22日（土）午後１時30分から、７名

（定員10名 申込み８名 キャンセル１名）の参加

で教室が開催されました。今回の講師は、発寒工

房の「自転車修理部隊」の４名の方々です。

　松本さんを講師に、関さん、斎藤さん、新人の

原子さん３名は助手です。皆さん初めての教室体

験のためか少し緊張気味でした。

　館長がリユースプラザとリサイクル自転車の説

明、講師紹介後進行役の僕、西田にバトンタッチ

して…　自転車の前に立つと～～さすが、毎日の

ように修理をしているのですぐにプロの顔！僕の

つたない進行の中、次々と点検項目をリユースの

自転車を使って実演しました。

　そして、毎回参加者お楽しみの『パンク修理』

では、講師の松本さんが修理のポイントを説明し

ながら実演。

「時間がかかるから、こんな広い屋根付きの場所

がないとできないね。」

　との感想が聞こえて来ました。沈んだ空気を吹

き飛ばしたのが、参加者の中から

「ぜひ、車輪を外すところを見せて下さい。」

の要望で自転車解体ショーが始まりました。

　チェーンがカバーに覆われたタイプの自転車

を、スルスルと解体する松本さんに、参加者全員

から歓声が上がりました。男性５名、女性２名の

参加者全員、90分の教室に大満足のようす。

「秋の教室にも参加したい。」

「講座の流れに自転車の図を入れて欲しい。」

など積極的な意見を頂き終了となりました。これ

らの意見は次回に活かします。

　６月には、発寒工房の『家具修理部隊』による

『家具の簡単修理教室』があります。こちらも、

開催前からお問合わせがある教室です。

　『食卓椅子の張替え』があります。リユースプ

ラザで食卓椅子を購入してオリジナルな食卓椅子

に変身させたくなるような講座です。ぜひご参加

下さい。

　発寒工房と

リユースプラ

ザの絆が、

益々深まる講

座交流でし

た。

リユースプラザ市民講座「自転車の点検と簡単修理教室」リユースプラザ市民講座「自転車の点検と簡単修理教室」リユースプラザ市民講座「自転車の点検と簡単修理教室」リユースプラザ市民講座「自転車の点検と簡単修理教室」
札幌市リユースプラザ  西田　大作

外した車輪を手にする松本さん
参加者からは、溜息が…

リユースプラザからの
お知らせ

リユースプラザからの
お知らせ

対象：一般
電話受付開始 ５月11日（金）午前10時～

６月９日（土） 午前10時～
 参加費 200円　定員 10名(先着)

＊ 家具修理教室 ＊＊ 家具修理教室 ＊

対象：一般
電話受付開始 
６月12日（火）午前10時～

６月1９日（火）
午前10時30分～12時
　　  参加費 500円
定員 10名(先着)

６月1９日（火）
午前10時30分～12時
　　  参加費 500円
定員 10名(先着)

市民講座

＊ トールペイント教室 ＊
市民講座

＊ トールペイント教室 ＊

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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で教室が開催されました。今回の講師は、発寒工

房の「自転車修理部隊」の４名の方々です。

　松本さんを講師に、関さん、斎藤さん、新人の

原子さん３名は助手です。皆さん初めての教室体

験のためか少し緊張気味でした。

　館長がリユースプラザとリサイクル自転車の説

明、講師紹介後進行役の僕、西田にバトンタッチ

して…　自転車の前に立つと～～さすが、毎日の

ように修理をしているのですぐにプロの顔！僕の

つたない進行の中、次々と点検項目をリユースの

自転車を使って実演しました。

　そして、毎回参加者お楽しみの『パンク修理』

では、講師の松本さんが修理のポイントを説明し

ながら実演。

「時間がかかるから、こんな広い屋根付きの場所

がないとできないね。」

　との感想が聞こえて来ました。沈んだ空気を吹

き飛ばしたのが、参加者の中から

「ぜひ、車輪を外すところを見せて下さい。」

の要望で自転車解体ショーが始まりました。

　チェーンがカバーに覆われたタイプの自転車

を、スルスルと解体する松本さんに、参加者全員

から歓声が上がりました。男性５名、女性２名の

参加者全員、90分の教室に大満足のようす。

「秋の教室にも参加したい。」

「講座の流れに自転車の図を入れて欲しい。」

など積極的な意見を頂き終了となりました。これ

らの意見は次回に活かします。

　６月には、発寒工房の『家具修理部隊』による
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電話受付開始 
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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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琴似駅・大通り駅にありますよ！一番上のど真ん中！地下鉄駅の電照広告。是非探してみて下さい。

　4月から、リユースプラザを地下鉄で大々的に宣伝中です。

　まずは、地下鉄駅の電照広告です。大通、中島公園、二十四軒、バスセンター前、菊水、宮の沢、新

さっぽろ駅で掲示しています。「ごみダイエットのキーワード４Rを学ぼう！」と「リサイクルプラザ宮の

沢」と一緒に紹介されています。ライフ本部がある琴似駅にないのがとっても残念ですが、地下鉄に

乗った時は確認して下さい。

　そして5月12日のイベントのA2サイズのポスターが、地下鉄の駅24カ所の「札幌市からのお知らせ」の

掲示板に貼っています。今回は、4月13日（金）から１日乗車券、ドニチカキップを利用して貼りました。

東西線と南北線担当の身長164センチ松永で、背伸びしてギリギリ…すごいストレッチになりました^^;

　東豊線担当だった、森さんは…　下のポスターをずっと

下に下げたそうです～。

　もじやの西田　彩さんデザインのポスターはとっても目

立ち、「可愛いね！」「リユースプラザってどこさ？」なん

て、貼っている側から声を掛けられました。

　今年度のイベント全て

ポスター掲示の許可を頂

きました。

　さあさあ、皆さん

《リユースプラザのイベ

ントポスターを探せ！》

残念ながら、賞品はあり

ませんが…

リユースプラザ 「 地下鉄で宣伝中！！」リユースプラザ 「 地下鉄で宣伝中！！」

絵津子は見た！！「 いまどきの結婚事情…？！」！！絵津子は見た！！「 いまどきの結婚事情…？！」！！

札幌市リユースプラザ館長  松永　クニ子

　私は、リユースプラザの市原えつこ…いいえ！森 絵津子と申します。私、

見ちゃったんですよぉ～～～

　何をって…？それは４月中旬、よく晴れた土曜日の午後でした。メジャー

で家具のサイズを測るご主人と、メモを取りながら家具を吟味する奥さま。

「とっても仲良しのご夫婦だわ！」って、ちょっと観察目線。ところが…

　会計のために事務室に入って来て、ふと見るとお互いに３枚と４枚の購入

申込用紙を手にしている…。リユースプラザでは、１世帯５点までとお願い

しているので…

　ちょっとトーンダウンして、説明しようとしたら～

「私たちまだ別々に住んでいて、これから新居にコチラの家具を入れるので

す。」と女性が説明。

　さらに、「まだ、苗字は違うから大丈夫だよね！」って未来のご主人さまがにっこり確認。配送の

手続き中も、アツアツのお二人♪♪　二人が帰って行った後…

「これは、リユースプラザをうまく使ったエコ婚だ！！」って西田さんが叫びました！

「エコな結婚」～～流行るかもしれない！そう思った絵津子です♪

※リユースプラザでは、リユース家具を「簡単修理」と「洗い」で美しく整えて、皆さま方の「エコ
　な生活」のお手伝いをしています。

札幌市リユースプラザ  森　絵津子
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障害者福祉事業所増加中？
大加瀬　敦

　新年度に入り、人員の入れ替わりなどの変化に
追われながらも無事１ヶ月が経ちました。
　バタバタした１ヶ月だったのは言うまでもあり
ませんが、今回のタイトルもその理由の一つ…。
最近、障害者福祉事業所がどんどん増えているよ
うな気がします。今月だけでも２軒、事業所の状
況確認とご挨拶に行ってきましたし、私以外が挨
拶に行った話も最近良く耳にします。
　新規の事業所で行っている事業は様々で、外部
での清掃に力を入れている事業所や、複数の工場
で作業員として働いている事業所、古着を業者か
ら仕入れて販売している事業所など、それぞれに
特色があり、利用される方が選択出来る幅の拡が
りを感じます。
　今回はその中でも、先日訪問した事業所のお話
を少々。こちらの事業所は４月に開所したばかり
の就労移行支援事業所で、農業・ポスティング・
清掃・軽作業など色々な作業を計画しているとの
こと。まだ人数も少ない中で、どうしてそこまで
手を広げようとしているのか疑問を感じ質問して
みた所、こんな返答が返ってきました。
◎少しでも多くの種類の仕事を体験出来るように
したい。

◎障害を持った方々は、就労の意思がある方でも
実際に働いた経験は少ない方が多い。就きたい
と思っている職種の実状を知らなかったり、自
分の適性を考えずに職種を選んでしまう。

◎ジョブコーチなどが協力して企業の求めるレベ
ルに持って行っても、無理をして底上げしてい
る事が多く何かの拍子で仕事を続けられなく
なってしまう。

　就労移行支援事業所がより就労実績を求められ
る流れの中で、職場の実状を知る事や自己分析の
場を提供しようという考え方。実習や面接に力を
入れるのとは違ったアプローチは利用する方々に
どう受け止められるのか？
　今後の展開を楽しみにしたいと思います。

５月に想うこと
中山　庸子

　今回は私が取り組んでいるマッチングの仕事を
何点か紹介したいと思います。
　①太夢共同作業所の椎茸を道産品セレクト
ショップ“きたキッチン”に取り扱ってもらえる
事になった。３月からテスト販売を行い、４月
18･19日の両日の試食販売で納品した椎茸が完
売。通常販売品の３倍から４倍の売り上げを計上
できたのは、椎茸の良さが認められた結果だと思
う。太夢の椎茸は小さいが、東京
の料理屋さんに納品されている理
由が、札幌の主婦にも伝わった結
果ではないかと思っている。メン
バーさんの喜びは大きく、A型作
業所にしたいという施設長の希望
が早く実現できればと思う。
　②ふじの作業所に鉄西
第13町内会から、さつ
き公園に取り付けるため
の樹名板の注文があり、
土木センターに見本を
持って行くと、手が込ん
でいるとほめられた。今後各区の都市型公園に取
り付けられるようになればと夢は膨らむ。
　③共同作業所アトリエポトスのハサミカバーを
狸小路２丁目宮文本店が購入してくれた。今後、
包丁カバーにもなればと思う。今、宮文本店の意
向を聞き、見本を作製中でじきに採用された物が
店頭に並ぶのではと思う。
　④イクシア札幌の手造り味噌と太夢の椎茸をど
さん子プラザへ売り込んだ結果、７月から試験販
売が開始されることになった。３か月の間に販売
数量が伸びれば常設される。
　各作業所の特徴を活かし、独自性と個性ある作
品を適材適所で販売する、すきま産業を目指し、
確実なマッチングをすることで、メンバーさんの
モチベーションや、作業工賃のアップに繋がれば
と思っています。

さつき公園の樹名板

太夢の椎茸

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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『 清掃の活動について 』
高橋　洋幸

　最近、清掃の作業工程を一つ忘れてし

まうので、次のやる事を忘れないように

していきたいです。今後は清掃を今まで

以上に頑張っていきたいです。

『 最近のお店のことについて 』
蜂谷　和輝

　最近、店に外からお客さんの出入りが

少しずつ増え

て き て い ま

す。

　ぼくは接客

業があまり得

意じゃないけ

ど積極的に頑

張ります。

『 体力をつけねば―!! 』
　　　　　寺嶋　峰子

　あたたかい日が続くようになり、ゆったりした気持ちの今

日この頃、たねやは今年に入って忙しい毎日です。

　通常の出張販売・清掃の他にポスティング・軽作業の仕事

を頂きうれしい悲鳴をあげています。

　これからもすみやかに対応が出来るように、仕事への意識

と体力を上げて行かなければと思っています。

　店舗の入口のすぐ横に、厚別リユースプラザで購入し

たベンチを置き、その上にお花や植物を載せました。す

るとご近所の方が「可愛いね♪」と話しかけてくれるよう

になりました。同時に一般のお客様の来店数も徐々に増

えたので、店舗のレジ係も油断できなくなって四苦八苦

している様子(笑)。

　これを機に接客マナーを身に

つけていきたいところです。

　byシマ

有機栽培茶農家　竹尾茶業

・無農薬
・無添加
・有機栽培
・無着色

たねやイチオシ 今月のオススメ！！たねやイチオシ 今月のオススメ！！

480円
480円
480円
820円
540円

530円

480円
480円
480円
820円
540円

530円

300ｇ

150ｇ

100ｇ

80ｇ

80ｇ

40ｇ

300ｇ

150ｇ

100ｇ

80ｇ

80ｇ

40ｇ

有機番茶
ほうじ茶
有機龍茶
特上春煎茶
上春煎茶
農薬不使用緑茶パウダー

三重県鈴鹿山脈のふもとで、化学合成農薬及び
肥料を一切使用せず、安全性と限りある自然を
大切に思い、有機栽培にこだわっています。
製造はもちろん無添加・無着色。
ー 中でも特にオススメ ー
有機番茶…カフェインが少なくお子様やお年寄
りにもおすすめです。
これからの季節はアイスもいかが‼ ｂｙミネコ
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お買い物情報お買い物情報

松橋　勇祐

　最近、午後からのキッチンでは、まちかど荘の

おかずを作って配達しています。

　結構忙しくなりましたが頑張ってます。

三谷　健一

　まちかど荘に14日に引っ越して最初大変だっ

た。けれどじょじょに仲間と少しずつうちとけて

きました。

・動物性原料、化学調味料、保存料不使用
・ペーストタイプなのでカレー以外の料理にも
・小麦粉不使用

○ シーフード用　辛さ３個
　魚介類の旨みを引き立てるトマトとレモングラ
スの効いた中辛。エスニック好きの方に。
　
○ やさい用　辛さ１個
　野菜の旨みや甘みを引き出し、辛さを抑えたマ
イルドな味わい。

○ チキン用　辛さ４個
　香ばしいローストスパイスの風味とパンチの効
いた旨辛味

☆キッチンレシピ！☆

　連休も過ぎてしまいました。後半は雨の日が多
かったので予定変更した方もいると思いますがゆっ
くり体を休めることができましたか？
　ひだまりは新人２人も少しずつ仕事に慣れてきま
した。レジ打ち、野菜切り、食器洗い、等々がん
ばっています。先輩たちもサポートしながら一生懸
命働いています。
　暖かくなりましたのでひだまりにお散歩がてらお
食事にきてください。お待ちしています。

豚挽き肉 250ｇ
じゃがいも ３個
しょうが　にんにく
 各１かけ
ねぎ ２分の1本

Ａ 味噌、砂糖 各大さじ２酒
 しょうゆ、酒 各大さじ１
 豆板醤 小さじ１
 塩、こしょう 各少量  　
Ｂ 水　　３分の２カップ
 鶏がらスープのもと　少量  　

Ｃ 水 小さじ２
 　片栗粉 小さじ１
　 ごま油 少量

① じゃがいもは1.5cm角に切りゆでる。
② しょうが、にんにく、ねぎの白い部分はみじん切り
にする。

③ ねぎの青い部分はせん切りにし水にさらす。A、
B、Cはそれぞれ合わせておく。

④ フライパンで挽肉を炒め、　　ねぎ、しょうが、に
んにくを入れ炒める。

⑤ A、B、じゃがいもを入れ、ジャガイモが柔らかく
なったらCを加え、とろみがついたらごま油を加
え、器にもりねぎを添える。

～ マーボーおじゃが ～

● カレーの壺
各180ｇ　609円

● 馬路村産
　 ゆずゼリー

各 200円

○ ゆずの果肉入り 内容量…80ｇ
　　原材料名…

　　はちみつ、ゆず、グラニュー糖、増粘多糖類

○ ゆずのペースト入り  内容量…76ｇ
　　原材料名…

　　はちみつ、ゆず、グラニュー糖、増粘多糖類

☆材　料☆

カレー約18皿分

〒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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　５月16日でカフェ・ド・キバリヤが５周年を迎えました。

　思い起こせば５年前、全く飲食業に関してのノウハウがなかった状態に加えて準備期間が短いという

悪条件。私たちに事業を行えるのかと不安を抱く中、多くの方々からの協力やアドバイスをいただきな

がら、何とかオープンすることができました。オープン後も山あり谷あり。売り上げが10,000円を超え

る日に喜びを感じていた時期もありました。何とも情けない…。

　今となってはきばりやの大切な事業の１つとして確立。当初は全く予期していなかった、元気カフェ

の先駆けとして１号店目の称号をいただき、私たちの活動が周囲に影響を与えたと胸を張ることも多々。

　そしてこれから…。6年目に入りますが、変わらず笑顔があふれるカフェとして、また、私たちの活動

の発信基地として、素敵な食事と素敵なトークで盛り上げていきますので、今後も今まで通りのお付き

合いよろしくお願いいたします。

　５月16日でカフェ・ド・キバリヤが５周年を迎えました。

　思い起こせば５年前、全く飲食業に関してのノウハウがなかった状態に加えて準備期間が短いという

悪条件。私たちに事業を行えるのかと不安を抱く中、多くの方々からの協力やアドバイスをいただきな

がら、何とかオープンすることができました。オープン後も山あり谷あり。売り上げが10,000円を超え

る日に喜びを感じていた時期もありました。何とも情けない…。

　今となってはきばりやの大切な事業の１つとして確立。当初は全く予期していなかった、元気カフェ

の先駆けとして１号店目の称号をいただき、私たちの活動が周囲に影響を与えたと胸を張ることも多々。

　そしてこれから…。6年目に入りますが、変わらず笑顔があふれるカフェとして、また、私たちの活動

の発信基地として、素敵な食事と素敵なトークで盛り上げていきますので、今後も今まで通りのお付き

合いよろしくお願いいたします。

　今回のプレートには、野菜がぎゅっと詰まった
テリーヌをご用意しました。皆様のお越しをス
タッフ一同、笑顔でお待ちしております。

　　 いちご農園の仕事
南條　恭彦

　ライフに来てもうすぐ３年になりますが、今年の

３月からいちご農園に従事しています。

　場所は札幌市南区の豊滝というところで、周辺に

はフルーツ狩りのできる果樹園が何軒かあります。

　実は私、農業には前から関心があったので、ライ

フで農業事業を行うという案には、是非、私も携わ

りたいと思っていました。所長の岡田さんからいち

ご農園従事の任命を受け、とてもやりがいのある仕

事につけたので、農業という仕事を通して技術力を

高めて、充実した日々をおくっています。

　今、上神田さんの農業指導のもと、基本的な農業

作業を一つずつ教えていただいているので、技能も

伸びてきていると思います。

　これからも基本の作業を踏まえつつ、いちご農園

の更なる発展の貢献に頑張っていきたいと思ってい

ます。

　　 いちごハウス
　星  ☆  悠

　ぼくは、シフトでいちごハウスに

行っています。いちご作りはやりが

いがあるし、勉強になります。そし

て、ぼくは、いちごができて、お客さ

んがよろこぶかおをみてみたいです。

　    カフェももうすぐ5周年
カフェ　鈴木　昭子

　私はカフェに来てもうすぐ５年が経ちます。正直

なところ、５年前の自分からは全くイメージがつき

ませんんでした。それでも、振り返るとなんだかバ

タバタで色んなことがあり、あっという間だった気

がして、つくづく働くことの大切さと、あらためて

お客様に支えられているんだなぁと日々実感してい

ます。最近は、１階のワゴン販売と３階のお店とを

毎日行き来の私ですが、これからもみんなと協力し

ながら働いていけたらと思っています。

～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

皆様に愛され５周年皆様に愛され５周年
所  長　岡田　悟

5月はカフェの5周年記念♬

・パン
・コーヒー
・デザート
　　　セット

￥550

16日～22日には春の期間限定プレート!!

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

HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可2012年5月10日HSK通巻 482号
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お買い物情報お買い物情報
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ねぎ ２分の1本
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 しょうゆ、酒 各大さじ１
 豆板醤 小さじ１
 塩、こしょう 各少量  　
Ｂ 水　　３分の２カップ
 鶏がらスープのもと　少量  　
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　 ごま油 少量
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② しょうが、にんにく、ねぎの白い部分はみじん切り
にする。

③ ねぎの青い部分はせん切りにし水にさらす。A、
B、Cはそれぞれ合わせておく。

④ フライパンで挽肉を炒め、　　ねぎ、しょうが、に
んにくを入れ炒める。

⑤ A、B、じゃがいもを入れ、ジャガイモが柔らかく
なったらCを加え、とろみがついたらごま油を加
え、器にもりねぎを添える。

～ マーボーおじゃが ～

● カレーの壺
各180ｇ　609円

● 馬路村産
　 ゆずゼリー

各 200円

○ ゆずの果肉入り 内容量…80ｇ
　　原材料名…

　　はちみつ、ゆず、グラニュー糖、増粘多糖類

○ ゆずのペースト入り  内容量…76ｇ
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　訪問介護の仕事を始めてこの春で４年目を迎え
ました。仕事を始めた切っ掛けは、資格を持って
いた事と、知人の利用者さんから「ヘルパーを
やってみないか？」とのお誘いがあったからで
す。障害者施設での勤務経験と主婦歴13年を上
手く活かせれば、と引き受けました。

 正直、経験があったので、少しは
ヘルパー業務に自信がありました。
でも、いざ活動に入ると想像してい
たものと違い戸惑いの連続でした。 
 まず家事援助の中の“掃除”一つに
しても自分のペース（自己流）ではダ
メだったんです。

　在宅介護の場合、その利用者さん一人ひとりの
掃除のやり方（希望・要望）があり、それに沿って
行わないとなりませんでした。掃除機のかけ方、
床の拭き方、浴室の磨き方、洗濯物の干し方、等
など。各利用者さんのこだわり・好み・方法・手
法…それらを把握して覚え、限られた時間内で手
早く綺麗にこなさないとならないのです。手際の
悪い私は、始めの頃は時間配分が上手く計れず、
何度も時間をオーバーしてしまったり、注意され
たりもしました。その都度、落ち込み、反省の
日々でした。
　調理稼動も同じです。食材や味の好みに応じて
調節が必要になります。そのお家によっては、食
べやすさから食材の切り方一つにも希望を出され
る事もあります。 
　また、決まったことをするだけでなく、利用者
さんとの信頼関係を築く上での“コミュニケーショ
ン”も大切になってきます。
　利用者さんとの空間の中で、注意しないとなら
ないことが沢山あるのですが、特に私が気を付け
ていることが「自分の介護を押し付けず、一人ひ
とりに合わせた対応」です。利用者さんのその日
の表情や体調をよく観察しながら、話題を見つ
け、会話を重ねていきます。

　お話が好きな方やお元気な時は会話も多めに笑
顔を作れる様に、話があまり得意でない方や体調
が思わしくない方なら気分を気遣い、会話も少々
控えめに。利用者さんの性格や些細な表情を見逃
さない様、いつも小さな目を見開いています（笑） 
　ただ、私一人で活動している訳ではないので、
他職員やヘルパーとの対応のバランスも十分に考
慮しないとなりません。基本的な活動の中、ヘル
パーとしての関わり方で“極端な温度差”が出な
い様、自分の個性を活かしていけたらというのが
今の目標です。
　そのためにも職員やヘルパー同士、各自が持っ
ている仕事をする上での“流れを良くするヒン
ト！”の情報交換を少しでもして、皆が働きやす
い職場に出来たらいいな、と思います。
 今の仕事をしていて「いつも　ありがとう」と
か「来るの待っていたよ」と言われると、こんな
自分を認めてくれる人がいるんだと有難く思いま
す。これからも色々な人達に必要とされるヘル
パーになれる様に頑張りたいです。
　話しは変わりますが、最近一冊の本を購入しま
した。
“ビジネス書ランキング№１”という棚にあった
「９割がバイトでも最高のスタッフに育つディズ
ニーの教え方（著書・福島文二郎）」です。とても
分かりやすく書かれていた本でした。
　テーマパークで働く訳では無いから関係ない！
と思う方もいらっしゃるかも知れませんが機会が
あれば、是非！！読んで頂き
たいです。
　以前「東京ディズニーリ
ゾートで働いた人はどこの
企業でも必要とされる人材
になる」と耳にしたことが
ありました。読むとそれが
何となく分かるのではない
かと思います…。

ーーーー  『相手の立場になれるヘルパーを目指して』 ーーーーーーーー  『相手の立場になれるヘルパーを目指して』 ーーーー
契約ヘルパー　山田　真澄
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　石川　和寛

　「もじや」にいるんですけど、「きばりや」でポ
スティングなどをしています。いつからか忘れた
けど、ポスティングが続けて入ってきたので、い
つになったら戻れるのだろうと思っていました。
　戻って来たと思ったら、次
の日からずっと「きばりや」
で、「もじや」に居たのを１日
だとすると、「きばりや」には
10日ぐらいかそれ以上はいま
す。ポスティングに行った
ら、時には走ったり、また時
には転んでヒジやヒザから血
を出すこともあります。
　「俺はこうでなきゃ！」
などと思いながらやっています。
　以上、「もじや」と「きばりや」の２つをもつ「も
じりや」の石川でした。
※「もじりや」とはもじやスタッフ三上さんの命名です。

『 ポスティング 』『 ポスティング 』

　真光　和徳

　もじやの工場のスタッフだけどきばりやでポス
ティングなどをしています。例えば北区や西区の
議員さんなど毎日ポスティングに行ってました。
　いつになったらもじやに戻れるだろうと思いま
した。

『 ポスティング 』『 ポスティング 』

　 早川　玄

　いまから20年ほど前、私がまだ健常者で、障

害者雇用に全く無関心だった頃、「共働」のような

ことに関わったことがある。

　当時は普通に会社勤めをしていたが、知人の親

戚が人手が足りないということで、会社が休みの

土曜日だけパートとして働くことになった。

　その仕事は、札幌市近郊某所での泥炭（※）の採

取。事業所は、郊外の農家住宅を改造したような

ものだった。その敷地の中に泥炭が特に多い場所

があり、小型ブルドーザーのような採取機械を運

転して、泥炭を採取して集積の繰り返しという作

業だった。

　言葉にすると簡単だが、キャタピラが粘り気の

『 小さな共働 』『 小さな共働 』

強い泥炭層にはまると、なかなか抜け出せなくな

り、機械から降りるともっと危ないという、なか

なかスリルのある仕事だった。

　そこでは男女含めて10人ぐらいが働いていた

が、当時の自分は、失礼ながらなんとなくその人

たちに妙な違和感を持っていた。あとで聞くと、

社長（知人の親戚）の信条で、刑余者、知的障害

者などそういう人たちをサポートできる人を雇っ

ているという。

　健常者だった私が「パートとはいえ、そんな環

境にいていいのかな？」とこぼしたら、「そうい

う人たちを見下してはいけないよ」と、妻から叱

責された覚えがある。結局、二足のわらじは体が

持たず、１年でその事業所を辞めてしまった。

　現在、私は「共働事業所もじや」で働いてい

て、あの事業所は、「共働＝共に生き、共に働く」

をすでに実践していたんだなとつくづく思い、自

分の心の貧しさを恥じ入るばかりである。

　残念ながらその事業所は、個人経営だったため

に、社長の死後解散してしまったようだ。やはり

個人による「共働」では限界がある。やはり「共

働」は、組織レベルとして拡げていく必要がある

だろう。

※「泥炭」とは、昔の植物の遺骸がバクテリア分解
しきらないまま泥状に堆積したもの。腐植土、
ピートとも呼ばれ、乾燥させたものは園芸用の肥
料として取引される。石炭の代用品にしている国
もある。しかし、自然の状態では厄介な泥でしか
なく、かつて石狩平野を開墾した先人たちは、こ
の泥炭に大いに苦しめられた。
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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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ご注文承ります！！ご注文承ります！！

今年もやってきま
した

そーめんの季節！
！今年もやってきま
した

そーめんの季節！
！

2,550

3,550

2,850

NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ
共働サービス たねや
〒063-0804 
札幌市西区二十四軒４条６丁目５－３２ テラ二十四軒１階
TEL ６１３－０６１１  FAX ６４４－００８８
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ご注文承ります！！ご注文承ります！！

今年もやってきま
した

そーめんの季節！
！今年もやってきま
した

そーめんの季節！
！

2,550

3,550

2,850

NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ
共働サービス たねや
〒063-0804 
札幌市西区二十四軒４条６丁目５－３２ テラ二十四軒１階
TEL ６１３－０６１１  FAX ６４４－００８８

17

FAX(011)644-0088 入金後の発送となります

(振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい)

現　　金
銀行振込 北洋銀行 琴似中央支店 (普)口座番号：4 6 1 6 6 8 4

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
共働サービス たねや　理事長 我妻　武

2,550
2,850
3,550

NPO法人 札幌・障害者活動支援センターライフ

共働サービス  た ね や
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編集後記
　5月になりましたが、なかなか温かくなりません。
梅や桜は咲き終わりましたが、肌寒い中での花見でし
た。ですが、次々と花が咲くこの時期は浮き浮きとし
た気分になります。ライフの春もこんな浮き浮きとし
た気分で望めると良いのですが、なかなか次から次と
事件(?)や課題が出てきますから、のんびり春を楽し
んでもいられません。しかし、あれこれ考えて解決で
きることと、考えても解決できないことがあります。
まずは花より団子でグラスを片手に飲みながら、ライ
フの仲間たちと談論風発しながら、その中から解決策
を考える方が得策のようです。そして、何よりも楽し
く浮き浮きとした気分になれる。 （タケ）

　アドボケイト　皐月号（第138号）

1973年１月13日第３種郵便物認可
2012年5月10日発行（毎月10日発行）ＨＳＫ通巻第482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

　主人公は、先天的な障害により10歳程度の知
能までしか発達しなかった31歳の自閉症の青
年、大竹輝明。
　幼なじみで、動物園の獣医である松田都古に動
物園の飼育係をやってみないかと勧められ、動物
園で働くことになり色んな事件が！？
　物語は、輝明の純粋かつ直向きに生きる姿を
描いている作品です。私自身にも自閉の兄がいま
すが、兄もこの作品が大好きです。
　兄は現在施設で生活していますが、帰省中の
期間、車内のBGMはこの作品で使われていた主
題歌SMAPの『ありがとう』という曲が鬼のように
リピートされ何とも有難い気持ちになります(笑)
　今までの兄は石原裕次郎しか聴かなかったの
で本当に有難いかも!?
　この作品では主人公を支える家族と仲間、自閉
症を知らない動物園職員たちが徐々に主人公を
受け入れていく姿に注目してほしいです。 
　やはり、近年になっても特に母親に掛かる負担
は変わりません。でも私は、兄妹だからこそ力に
なれることがあると思っています。
　ライフの見学にくる養
護学校在籍のお子さんを
持つお母さん方に、話の
流れで『私にも自閉の兄
がいる』と伝えると、だい
たいは兄弟の相談を持ち
掛けてくれます。
　嬉しい反面、兄弟の心
の内も理解できます。
　ということで、悩みは皆
で共有し小さくして行きま
しょう!!

たねや所長  島　明子
私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

橋部敦子 「僕の歩く道」
DVDもあり

ます
DVDもあり

ます

～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。

　連合北海道、渡辺副事務局長から、
インスタントカップライスを600個寄
贈頂きました。
　みんなで美味しくいただいていま
す。ありがとうございました。

　連合北海道、渡辺副事務局長から、
インスタントカップライスを600個寄
贈頂きました。
　みんなで美味しくいただいていま
す。ありがとうございました。

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）： 700円
発行元：角川文庫

満 腹 御 礼！！満 腹 御 礼！！

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　　平川 則男様

高妻 政行様　　南　 喜子様

維持会費

織本　義昭様

アドボケ購読料

渡辺 弘　様　　南　 喜子様

鍋山 若子様　石川 佐和子様

賛同会費

太田 隆男様　　渡辺 　弘様

渡辺 由紀子様
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