
わっぱ知多共働事業所内に
飾られていたタペストリー

わっぱ農場の研修報告わっぱ農場の研修報告わっぱ農場の研修報告わっぱ農場の研修報告わっぱ農場の研修報告わっぱ農場の研修報告
きばりやきばりや

社会福祉法人 共生福祉会わっぱ知多共働事業所社会福祉法人 共生福祉会わっぱ知多共働事業所

５月13日～15日の２泊３日、

NPOわっぱの会の知多農場へ研修に行ってきまし

た。知多農場は中部国際空港から電車で約１時間

の知多半島東側にあります。

　初日は到着が遅かったので、ライフで言う「まち

かど荘」の「共同生活体 知多」にまずは宿泊させて

もらいました。翌朝８時に、共同生活体から徒歩５

分にある知多事業所へ行き、まずは皆で事業所を

清掃するところから始めました。

　朝に掃除をすることは、ウォーミングアップにも

なり、掃除をする様子で体調がわかるし、作業現場

が違うみんなと一緒に掃除ができるので、良い試み

だと思いました。

　掃除の後、ラジオ体操をしてから朝礼をし、各現

場の１日の仕事内容を報告してから各々持ち場へ、

という流れでした。私は田植え機では植えられな

かった苗の補植作業をしました。その日の気温は

30度越で、昼過ぎには田んぼの水が生暖かくなるく

らい暑かったのですが、誰ひとり欠けることなく、

17時近くまで補植作業をしました。

　作業の大きな進行や注意事項は、農場長や常勤

スタッフが行っていましたが、田んぼへの車での移

動や現場での作業の指揮、休憩に入るタイミング等

は障害者スタッフも行っていました。健常者と障害

者関係なく、共に働く仲間としてのスタンスで、各々

マイペースで自由な空気が流れていました。

　昼食は、地域のボランティアの方が作った料理を

いただいたのですが、健康に配慮していた優しい味

でした。地域の人と良い関係性を築くことが、とて

も大切なことだと改めて思いました。

　２日目の午前中は野菜の定植作業をしました。

農薬、化学肥料、動物性の堆肥を使わない有機農

法で、色々な野菜やジャム用の苺を栽培していまし

た。アブラ虫除けにアルミホイルを反射板として使

用していて、無駄にお金をかけずに、ある具材で創

意工夫されており、見習うべき点がとても多かった

です。

　短期間だったとは言え、歴史の長い「わっぱの

会」で貴重な職場体験をして「共に働く」ことを体

験できたことが１番の収穫でした。

　楽しく無理なくお金が稼げるなら、それに越した

ことはないですが、やはり「働く」となるとなかなか

そうもいきません。エンパワーメントが発揮できる

関係性を築いて、アプローチの仕方を工夫しながら

も、行き過ぎてしまわないようにバランスをとりなが

ら摸索していきたいと思いました。私も皆も変われ

る部分、成長できる部分がまだまだあると信じ、少

しずつでも変化していることにも気づき、認めて、な

かなか変われない部分や、変わることができない

部分もあったとしても、凝り固まってしまわないよう

にしていきたいです。

　また、ライフ内にも

色々な職種があるの

で、内部でも職場体験

をすることで、何かの

ヒントや話しあうきっ

かけになるのではない

かとも思いました。

　農繁期の忙しい中、

時間を割いて説明をしてくださった島田さん、一緒

に農作業をしながら色々と教えてくださった皆様、

本当にありがとうございました。機会があれば、今

度はもう少し長い期間お手伝いができればと思い

ます。是非ライフにも職場体験をしにきてください。
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札幌市立病院の床頭台清掃事業報告札幌市立病院の床頭台清掃事業報告

　　市立病院の仕事
ひだまり　藤井　孝雄

　市立病院の仕事は、病室を回って床頭台の所を
清掃して洗濯機のフィルターにゴミがついていない
か確認してフィルターについていたら中のごみを取
りました。洗濯機のほこりがたまっているかどうか
を見てチェックをしました。
　院内は、体力を使う仕事なので、なれるまでは覚
えておくことが必要です。少しは見逃すこともありま
した。病室によっては急ぐこともありえるので体力を
使って病室をさがします。

　　児島、札幌市立病院に行く！
ひだまり  児島　義秀

　最初に言っておきますが、題を見て、とうとう児島
もイカれたか？と思った方、それはもう手遅れです。
　市立病院の床頭台清掃と売店補助業務の話がこ

ころやにもきました。最初スタッフが行ける人を決
め、その中で行きたい人と聞くと、誰も行きたがらな
いじゃないですか？　じゃあ私が…。どうぞ、どう
ぞ！　的な、まるでダチョウ倶楽部のコントの様な
決まり方でした。自分が行って何が出来るんだろ
う？という不安がありますが、与えられた仕事を出
来ることからやっていこうと思います。
　大変なことは、朝早いことと10階から階段で下り
てくることです。朝７時40分のバスに乗って行くた
め、ヘルパーさんに５時30分に頼んで来てもらって
ます。10階の方はエレベーターを使ってもいいと言
われてますが、待ってる時間と、来たとしても必ずし
も乗れるか分からないから、それなら階段で下りた
方が早いです。
　どれだけ体が続くか分かりませんが、頑張ってい
きたいと思います。

小野寺　恵ひだまり

　ひだまりは

4月2 5日か

ら札幌市立

病院で床頭台（入院患者さんのベッドの横にある

テレビ・引き出し・冷蔵庫の棚）の掃除の仕事を始

めました。退院される方の使っていた床頭台を毎

日何十台も綺麗にしています。

　午前は8:30～12:00まで、児島・松橋・伊藤、

午後は13:30～17:00まで小清水・余田・熊谷が

担当し、一日通して谷津・小野寺が入っています。

それとヘルプ要員として佐藤・藤井も手伝ってくれ

ています。

　ここで皆の仕事状況をお知らせしたいと思います。

児島…… 掃除用紙の回収と各階にある洗濯機のホ
コリ掃除を汗だくになり、一人でこなし
ています。初めは階段の昇り降りが大変
でしたが大分慣れた様子です。

松橋…… 丁寧でゆっくりした清掃をしています。
時々窓の外の景色を見て手が止まってし
まう時がありますが頑張っています。

伊藤…… 素早い清掃をしてくれてるので仕事の進
みが早いです。

小清水… 大変丁寧な仕事をします。急ぎのときは
もう少し適当でお願いしますと言ってし
まいそうになります。

余田…… 規則正しく丁寧で、彼の決めた清掃手順

 に沿ってこだわってこなしています。

熊谷…… 臨機応変に丁寧に時間をかけたり、素早
い仕事をしたりどちらでもこなせます。

谷津…… 角から角まで丁寧に清掃をしますがおっ
ちょこちょいなので時々「あらっ」とい
うミスをしてしまいます。

小野寺… 仕事が少々雑なので早いけれども汚れが
落ちていないときがあり注意が必要。そ
れと谷津と同様おっちょこちょいなので
「ファミリーマート」の電話に出て「セ
イコーマートです！」と言ってしまうな
ど…困ったものです。

藤井…… オールマイティーな男なので休んだ人の
サポートには打ってつけで、汗だくに
なって頑張っています。土曜日も手伝っ
てくれてとても助かっています。

佐藤…… マイペースに清掃をこなしています。

　皆で力を合わせて

清掃に取り組んでいま

す。院内にあるファミ

リーマートの品出しな

どの仕事もしています

ので、ファミリーマート

市立病院店へ買い物

に来てください。お待

ちしています。
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風にも少々の雨にも負けずにかるた大会風にも少々の雨にも負けずにかるた大会

そして、タッカーのバチン！！という音にビビります。そして、タッカーのバチン！！という音にビビります。

まずは、汚い座面を剥がして新しい布を
適度な大きさに合わせます
まずは、汚い座面を剥がして新しい布を
適度な大きさに合わせます

次に餃子の皮を包むようにタッカーと言う、ホチ
キスの親分みたいな機械で布を貼り合わせます。
次に餃子の皮を包むようにタッカーと言う、ホチ
キスの親分みたいな機械で布を貼り合わせます。

集中すると口もとんがります。集中すると口もとんがります。

久保さんのわきの間からもタッカーを打
ち込みます。
久保さんのわきの間からもタッカーを打
ち込みます。

無事に完成して万面の笑みです。皆さんリ
ユースの小野さんに会いに来てください。
無事に完成して万面の笑みです。皆さんリ
ユースの小野さんに会いに来てください。

石澤専務から「コラ！もっと手加減せい！」とチェックが石澤専務から「コラ！もっと手加減せい！」とチェックが 岡林スタンプにニッコリ！岡林スタンプにニッコリ！

 「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！  
　リユースプラザ館長　松永 クニ子

 ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★  

発寒工房　坂本　倫子
　今年も母の日カードを
子供達と一緒に作りまし
た。お母さんへ感謝の気
持ちをこめて丁寧に作る
姿は本当に微笑ましいも
のです。

 カード作りは女の子がほとんどでしたが、一人参
加していた男の子に、お母さん大好きってメッセー
ジ書いてあげたら？　とコッソリ声をかけると、照
れくさそうにしている姿がとても印象的でした。
　絶対に喜んでくれる素敵なカードができあがっ
て子供達も満足そうでした～。

発寒工房　大井　敏彦
　今年のリユース祭りはあいにくの天気で、しかも
雨に加え風が強く寒かったが、こんな天気の割に
はお客様が来てくれて良かった。
　イベントそのものは順調に進んだが、雨降りの
ため、中でやる出し物が多く、ダンボールなどの資
源ゴミの運搬に支障があったり、ちっきゅんの出番
が遅くなったりしたが、僕の担当の資源ゴミの方は
前回（２月）よりもルールを守ってきてくれたような
気がするが、今後もきちんと資源ゴミを出して欲しい。

　テントの出店が１つのテントだけだったので少し
淋しかった。とにかく寒かったので来年はもう少し
良い天気で暖かかったら良いと思う。

発寒工房　関　隆広
　あさから１時すぎまで天気がじゅんちょうでし
た。2時すぎになってから天気もくずれ風もふいて
さむくかんじました。
　それからごみしょりのほうは、じゅんちょうで
きゃくのほうもごみをもってきてくれました。
　いろいろかたづけもたいへんでしたけれども、ぶ
じにおわってよかったです。

発寒工房　齊藤　悦久
「またおいで」の声も忘れず、今回もちっきゅんに
変身しました。これに入ると、子供達の注目と興味
が伝わるのが印象的。
　終わった後も、「ちっきゅん」って呼ば
れたら反応してしまうぐらいでした（笑）
　工房の仕事も大変ですけど、たまには
違うこともやるのもアリかなと思えましたね。
　あと、たこ焼きが絶品で美味しかった。

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

　リユースプラザ　西田　大作

　こんにちは、リユースの西田です。

　今日はリユースの事務方さんの登竜門である、「椅子の座

面張替え」を、この度晴れて経験することになりました小野

さんのドキドキ体験の模様を、写真でご紹介いたします。

　５月11日（土）あいにくの曇り空、そしてお昼から雨の中、本年度１番目のイベントが開催されました。
　今年は寒さで桜の開花宣言が出ない…しかし気温は上がりませんでしたが、リユースプラザ館内
は熱く燃えました。
　ともどもネットの皆さんのそれぞれのブースに人の波、買い物終了後は、ライフ名物の焼きそば、あ
りすのたこ焼きをほおばる姿。雨が降る直前に行われた札幌消費者協会環境研究会による新作「環
境かるた」大会では、風に吹き飛ばされる絵札を大人が押さえ子どもたちが取る度に大歓声でした。
　たくさんの子どもたちが東区の森谷さ
んの「廃品手づくりおもちゃ」で遊んだ
り、前年度で終了となった「おもちゃのば
くりっこ」のおもちゃ無料配布に並び選
ぶ姿もありました。
　厚別南サークルのマジックショー、
キッズパフォーマンスの川下太鼓の演奏
に沢山の拍手で盛り上がりました。
　なんといってもすっかりリユースイベン
トの顔となった、「岡林名人とのオセロ
対決」に行列ができました。
　岡林さんの一手でオセロ盤が一気に
真っ白や真っ黒になるのに、息を飲む子
どもたちの姿が印象的でした。今回から
岡林さんの似顔絵スタンプが登場。スタ
ンプを集めたら…エコグッズのプレゼン
トです。ぜひ、７月のともども夏祭りで挑
戦して下さい。
　母の日の前日なので「エコな母のカー
ドづくり」に、発寒工房の坂本さんが講
師で登場。子どもたちが真剣な眼差しで
作成。お母さん喜んでくれたかな？
　これから、６月７月とイベントが続きま
す。毎回お手伝いの方以外にも遠い厚別
まで足を運んでくれるメンバーの方々が
たくさんいます。ありがとうございます。
楽しい企画を準備してお待ちしています。
　ちなみに次のイベントは「てらこやリ
ユース」６月22日、23日です。

　５月11日（土）あいにくの曇り空、そしてお昼から雨の中、本年度１番目のイベントが開催されました。
　今年は寒さで桜の開花宣言が出ない…しかし気温は上がりませんでしたが、リユースプラザ館内
は熱く燃えました。
　ともどもネットの皆さんのそれぞれのブースに人の波、買い物終了後は、ライフ名物の焼きそば、あ
りすのたこ焼きをほおばる姿。雨が降る直前に行われた札幌消費者協会環境研究会による新作「環
境かるた」大会では、風に吹き飛ばされる絵札を大人が押さえ子どもたちが取る度に大歓声でした。
　たくさんの子どもたちが東区の森谷さ
んの「廃品手づくりおもちゃ」で遊んだ
り、前年度で終了となった「おもちゃのば
くりっこ」のおもちゃ無料配布に並び選
ぶ姿もありました。
　厚別南サークルのマジックショー、
キッズパフォーマンスの川下太鼓の演奏
に沢山の拍手で盛り上がりました。
　なんといってもすっかりリユースイベン
トの顔となった、「岡林名人とのオセロ
対決」に行列ができました。
　岡林さんの一手でオセロ盤が一気に
真っ白や真っ黒になるのに、息を飲む子
どもたちの姿が印象的でした。今回から
岡林さんの似顔絵スタンプが登場。スタ
ンプを集めたら…エコグッズのプレゼン
トです。ぜひ、７月のともども夏祭りで挑
戦して下さい。
　母の日の前日なので「エコな母のカー
ドづくり」に、発寒工房の坂本さんが講
師で登場。子どもたちが真剣な眼差しで
作成。お母さん喜んでくれたかな？
　これから、６月７月とイベントが続きま
す。毎回お手伝いの方以外にも遠い厚別
まで足を運んでくれるメンバーの方々が
たくさんいます。ありがとうございます。
楽しい企画を準備してお待ちしています。
　ちなみに次のイベントは「てらこやリ
ユース」６月22日、23日です。

子ども達は真剣に説明を聞いてくれました。子ども達は真剣に説明を聞いてくれました。

お母さんへの感謝
を込めて

仕上げました。
お母さんへの感謝

を込めて

仕上げました。

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

「 てらこやリユース 」のお知らせ「 てらこやリユース 」のお知らせ

６月22日（土）23日（日）
午前10時～午後３時

☆ 福祉施設の手づくり品、パン、焼き菓子の販売
☆ 暮らしが楽しくなる、簡単なワークショップの開催
☆ フェアトレード商品の販売
☆ 市民参加のフリーマーケット（屋外）雨天中止
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まずは、汚い座面を剥がして新しい布を
適度な大きさに合わせます
まずは、汚い座面を剥がして新しい布を
適度な大きさに合わせます

次に餃子の皮を包むようにタッカーと言う、ホチ
キスの親分みたいな機械で布を貼り合わせます。
次に餃子の皮を包むようにタッカーと言う、ホチ
キスの親分みたいな機械で布を貼り合わせます。

集中すると口もとんがります。集中すると口もとんがります。

久保さんのわきの間からもタッカーを打
ち込みます。
久保さんのわきの間からもタッカーを打
ち込みます。

無事に完成して万面の笑みです。皆さんリ
ユースの小野さんに会いに来てください。
無事に完成して万面の笑みです。皆さんリ
ユースの小野さんに会いに来てください。

石澤専務から「コラ！もっと手加減せい！」とチェックが石澤専務から「コラ！もっと手加減せい！」とチェックが 岡林スタンプにニッコリ！岡林スタンプにニッコリ！

 「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！   「春だ!桜だ!リユースまつり」大盛況！  
　リユースプラザ館長　松永 クニ子

 ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★   ★ リユース祭りに参加して～ ★  

発寒工房　坂本　倫子
　今年も母の日カードを
子供達と一緒に作りまし
た。お母さんへ感謝の気
持ちをこめて丁寧に作る
姿は本当に微笑ましいも
のです。

 カード作りは女の子がほとんどでしたが、一人参
加していた男の子に、お母さん大好きってメッセー
ジ書いてあげたら？　とコッソリ声をかけると、照
れくさそうにしている姿がとても印象的でした。
　絶対に喜んでくれる素敵なカードができあがっ
て子供達も満足そうでした～。

発寒工房　大井　敏彦
　今年のリユース祭りはあいにくの天気で、しかも
雨に加え風が強く寒かったが、こんな天気の割に
はお客様が来てくれて良かった。
　イベントそのものは順調に進んだが、雨降りの
ため、中でやる出し物が多く、ダンボールなどの資
源ゴミの運搬に支障があったり、ちっきゅんの出番
が遅くなったりしたが、僕の担当の資源ゴミの方は
前回（２月）よりもルールを守ってきてくれたような
気がするが、今後もきちんと資源ゴミを出して欲しい。

　テントの出店が１つのテントだけだったので少し
淋しかった。とにかく寒かったので来年はもう少し
良い天気で暖かかったら良いと思う。

発寒工房　関　隆広
　あさから１時すぎまで天気がじゅんちょうでし
た。2時すぎになってから天気もくずれ風もふいて
さむくかんじました。
　それからごみしょりのほうは、じゅんちょうで
きゃくのほうもごみをもってきてくれました。
　いろいろかたづけもたいへんでしたけれども、ぶ
じにおわってよかったです。

発寒工房　齊藤　悦久
「またおいで」の声も忘れず、今回もちっきゅんに
変身しました。これに入ると、子供達の注目と興味
が伝わるのが印象的。
　終わった後も、「ちっきゅん」って呼ば
れたら反応してしまうぐらいでした（笑）
　工房の仕事も大変ですけど、たまには
違うこともやるのもアリかなと思えましたね。
　あと、たこ焼きが絶品で美味しかった。

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

   ★ リユース小野さん　　　　　　
家具修理体験リポート ★

　リユースプラザ　西田　大作

　こんにちは、リユースの西田です。

　今日はリユースの事務方さんの登竜門である、「椅子の座

面張替え」を、この度晴れて経験することになりました小野

さんのドキドキ体験の模様を、写真でご紹介いたします。

　５月11日（土）あいにくの曇り空、そしてお昼から雨の中、本年度１番目のイベントが開催されました。
　今年は寒さで桜の開花宣言が出ない…しかし気温は上がりませんでしたが、リユースプラザ館内
は熱く燃えました。
　ともどもネットの皆さんのそれぞれのブースに人の波、買い物終了後は、ライフ名物の焼きそば、あ
りすのたこ焼きをほおばる姿。雨が降る直前に行われた札幌消費者協会環境研究会による新作「環
境かるた」大会では、風に吹き飛ばされる絵札を大人が押さえ子どもたちが取る度に大歓声でした。
　たくさんの子どもたちが東区の森谷さ
んの「廃品手づくりおもちゃ」で遊んだ
り、前年度で終了となった「おもちゃのば
くりっこ」のおもちゃ無料配布に並び選
ぶ姿もありました。
　厚別南サークルのマジックショー、
キッズパフォーマンスの川下太鼓の演奏
に沢山の拍手で盛り上がりました。
　なんといってもすっかりリユースイベン
トの顔となった、「岡林名人とのオセロ
対決」に行列ができました。
　岡林さんの一手でオセロ盤が一気に
真っ白や真っ黒になるのに、息を飲む子
どもたちの姿が印象的でした。今回から
岡林さんの似顔絵スタンプが登場。スタ
ンプを集めたら…エコグッズのプレゼン
トです。ぜひ、７月のともども夏祭りで挑
戦して下さい。
　母の日の前日なので「エコな母のカー
ドづくり」に、発寒工房の坂本さんが講
師で登場。子どもたちが真剣な眼差しで
作成。お母さん喜んでくれたかな？
　これから、６月７月とイベントが続きま
す。毎回お手伝いの方以外にも遠い厚別
まで足を運んでくれるメンバーの方々が
たくさんいます。ありがとうございます。
楽しい企画を準備してお待ちしています。
　ちなみに次のイベントは「てらこやリ
ユース」６月22日、23日です。

　５月11日（土）あいにくの曇り空、そしてお昼から雨の中、本年度１番目のイベントが開催されました。
　今年は寒さで桜の開花宣言が出ない…しかし気温は上がりませんでしたが、リユースプラザ館内
は熱く燃えました。
　ともどもネットの皆さんのそれぞれのブースに人の波、買い物終了後は、ライフ名物の焼きそば、あ
りすのたこ焼きをほおばる姿。雨が降る直前に行われた札幌消費者協会環境研究会による新作「環
境かるた」大会では、風に吹き飛ばされる絵札を大人が押さえ子どもたちが取る度に大歓声でした。
　たくさんの子どもたちが東区の森谷さ
んの「廃品手づくりおもちゃ」で遊んだ
り、前年度で終了となった「おもちゃのば
くりっこ」のおもちゃ無料配布に並び選
ぶ姿もありました。
　厚別南サークルのマジックショー、
キッズパフォーマンスの川下太鼓の演奏
に沢山の拍手で盛り上がりました。
　なんといってもすっかりリユースイベン
トの顔となった、「岡林名人とのオセロ
対決」に行列ができました。
　岡林さんの一手でオセロ盤が一気に
真っ白や真っ黒になるのに、息を飲む子
どもたちの姿が印象的でした。今回から
岡林さんの似顔絵スタンプが登場。スタ
ンプを集めたら…エコグッズのプレゼン
トです。ぜひ、７月のともども夏祭りで挑
戦して下さい。
　母の日の前日なので「エコな母のカー
ドづくり」に、発寒工房の坂本さんが講
師で登場。子どもたちが真剣な眼差しで
作成。お母さん喜んでくれたかな？
　これから、６月７月とイベントが続きま
す。毎回お手伝いの方以外にも遠い厚別
まで足を運んでくれるメンバーの方々が
たくさんいます。ありがとうございます。
楽しい企画を準備してお待ちしています。
　ちなみに次のイベントは「てらこやリ
ユース」６月22日、23日です。

子ども達は真剣に説明を聞いてくれました。子ども達は真剣に説明を聞いてくれました。

お母さんへの感謝
を込めて

仕上げました。
お母さんへの感謝

を込めて

仕上げました。

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

「 てらこやリユース 」のお知らせ「 てらこやリユース 」のお知らせ

６月22日（土）23日（日）
午前10時～午後３時

☆ 福祉施設の手づくり品、パン、焼き菓子の販売
☆ 暮らしが楽しくなる、簡単なワークショップの開催
☆ フェアトレード商品の販売
☆ 市民参加のフリーマーケット（屋外）雨天中止
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　５月17日、北海道主催で行われた『国等による

障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律』の説明会に参加してきました。

　タイトルを見ただけで読む気が無くなった方が

大多数ではないかと思いますが、それでも読んで

下さる奇特な方のために、説明会で聞いたこの法

律の内容を私なりに簡単にまとめてみたいと思い

ます。

　国や地方公共団体、独立行政法人は、物品の購
入や役務を発注する際、障がい者施設や在宅の障
がい者、障がい者雇用に貢献している企業へ、優
先的に発注するよう努力する事で、障がい者の仕
事を増やすために必要な情報の公開などの仕組み
を作り、障がい者の自立の促進に協力すること。

　といった感じでしょうか。

※不足している部分もあると思いますので、詳し

く知りたい方は国のHPを見て下さいね。

　かなり大雑把にまとめてはみましたが、これで

もイマイチ分かり辛いですね。

　今回のポイントは、物品調達等で障がい者施設

などの受注機会の増大を図る義務が課せられたこ

とによって、今後は調達方針や目標・実績を公表

することが必要になったというところ（のハズ）。

　実際にどれだけの仕事に繋がっていくかは未知

数ですが、北海道は遅くとも秋までに調達方針を

策定・公開するとのことですので、今後の展開に

期待しましょう。

大加瀬　敦

『国等による障害者就労支援施設等からの　　　　
　　物品等の調達の推進等に関する法律』 

『国等による障害者就労支援施設等からの　　　　
　　物品等の調達の推進等に関する法律』 に係る説明会 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の概要

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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『 向　上 』
 　　　　　　　寺嶋　峰子

　やっと、気温も二ケタになり、あたたかい季節に入って来ました。お店も少しずつですが、お客
様が増えています。特に、地下歩行空間に出店させて頂いた影響は大きく、遠い所からのお問い合
わせや、ご来店されるお客様も以前よりずっと増え、うれしい限りです。
　もっと、たねやを知って頂いて、多くの方に来て頂ければと思います。
また、自分達も商品知識や接客を向上させて行きたいです。

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！！

・チキンカレー(マイルド・スパイシー) ……  
・牛タンカレー …………………………………
・おからこんにゃくハンバーグ ………………
・宮城県名物　あぶら麩 …………………… 
・ゆば入り鯛茶漬け ……………………………
・さんまのつみれ汁(みそベース・だしベース) ……
・たっぷりミートソース ………………………
・ゆば入りトマトカレー ………………………

・チキンカレー(マイルド・スパイシー) ……  
・牛タンカレー …………………………………
・おからこんにゃくハンバーグ ………………
・宮城県名物　あぶら麩 …………………… 
・ゆば入り鯛茶漬け ……………………………
・さんまのつみれ汁(みそベース・だしベース) ……
・たっぷりミートソース ………………………
・ゆば入りトマトカレー ………………………

　アドボケイト４月号で掲載しました「3.11復興支援バザー」で
販売させていただいた商品の中から、人気のあった商品を店舗

でも取り扱えるようになりました。
　チキンカレー、おからこんにゃく
ハンバーグ、宮城県名物あぶら麩
などの復興支援バザーで人気の
あった商品に加え、ゆば入り鯛茶
漬け、さんまのつみれ汁、たっぷり
ミートソースが新登場！！
　パッケージが新しくなったゆば
入りトマトカレーもオススメです。
　また、札幌駅前通地下歩行空間
でも７月８日、16日、17日、24日に
出店販売予定なので、ぜひお立ち
寄りくださいませ！

　アドボケイト４月号で掲載しました「3.11復興支援バザー」で
販売させていただいた商品の中から、人気のあった商品を店舗

でも取り扱えるようになりました。
　チキンカレー、おからこんにゃく
ハンバーグ、宮城県名物あぶら麩
などの復興支援バザーで人気の
あった商品に加え、ゆば入り鯛茶
漬け、さんまのつみれ汁、たっぷり
ミートソースが新登場！！
　パッケージが新しくなったゆば
入りトマトカレーもオススメです。
　また、札幌駅前通地下歩行空間
でも７月８日、16日、17日、24日に
出店販売予定なので、ぜひお立ち
寄りくださいませ！

東北被災地事業所の商品入荷！東北被災地事業所の商品入荷！

『 最近思うこと。』
 　　　　　　　木原　悟志

　去年の秋からメンバー４人とスタッフ２人でイオ
ンで仕事をしています。なかなか時間があわなくて
他のメンバーに会うことが少なくなりました。
　みんなジジイなので仕事終わって帰ったら倒れて
ます。(誰か助けて～！レスキュー隊を呼んでくださ
い。（笑））
　なかなか会いに行けません。このまえあったリ
ユースまつりも、気になってましたが仕事で行けま
せんでした。もっと他の事業所のメンバーと会う時
間をつくらないといけないと思ってます！

『 札幌駅前地下歩行空間で販売をしました 』
 　　　　　　　小野寺　宏基

　歩行空間で歩いてる人がとても多く、売っている
ものをたくさん見てくれました。
　歩行空間ではいつもの出張販売とは違い、そんな
にいろんな種類は持っていけませんが、人がたくさ
ん見てくれて、いつもの販売より数段売れました。

『 イオンの事 』
 松村　亨　　　　　

　イオンの仕事をしています。段ボールを台車に積
んでいます。他にゴミの分別をしています。

 1.5人前 350g 800円
 180g 600円
 1コ 800円
 140g 300円
 50g 350円
 200g 250円
 160g 210円
 200g 350円

 1.5人前 350g 800円
 180g 600円
 1コ 800円
 140g 300円
 50g 350円
 200g 250円
 160g 210円
 200g 350円
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～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

　気持ちは前進あるのみ！！　気持ちは前進あるのみ！！  　所 長　岡田　悟

お肉の代わりに大豆を使った
ヘルシーハンバーガー
お肉の代わりに大豆を使った
ヘルシーハンバーガー

今月のおすすめ今月のおすすめ

　

　寒い春から一転、急に暑い日が続いております。
　さて、総会も近づきとうとう決算が出ました。ライフ全体でみると、2011年度の決算よりは上向きの
報告となりましたが、きばりや単独では変わらずの決算となってしまいました。軽作業から脱却ができ
ず、あいかわらずの仕事に追われる日々…。非常に不甲斐ない結果です。しかし数字には出てきません
が、農業への試みが始まったことで、きばりやの従業員の間では次に向けての事業への意気込みに満ち溢
れています。まだまだ、今ある事業を継続する形で大変な状況とはなりますが、皆様のお力を借りながら
も一歩一歩前進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

☆ べジバーガーセット☆ べジバーガーセット 550円

(単品370円)

550円

(単品370円)

・コーヒーまたは紅茶から選べます。・コーヒーまたは紅茶から選べます。

　　 カフェド きばりや６周年記念について
小西　学

　この度、カフェドきばりや６周年

記念おめでとうございます。あれか

ら、2007年（平成19年のこと）５月16日に開店記念

祭が行って６年たち、幸せに楽しく過ごしています。

　３階ホールすぐ目の前の店だけでなく、１階玄関口

でも営業するように至り、１階玄関口で営業する日

は、僕の好きなバスや列車などのワンマン運転にも

なっているみたいに感じて　どこか旅する気分も味

わいます。仕事は気持ち良く過ごし、朝や昼や夕方の

空気を浴びるのが、健康にいいから一番好きな仕事

で、これからも僕は、１階の顔に過ごせるように朝出

番が多くしていたらいいように願い続けたいと思っ

ています。

　人の出会いがあるからこそ、これからも末永く残

り続けるように願います。

　　 障害者の映画を観て
　 織本　亜哉子

　５月２０日に「くちづけ」の試写会に行きました。

　その映画は知的障害者グループホーム「ひまわり

荘」の話です。そこには障害者の男性４人と女の子が

１人いました。その女の子の名前はマコちゃんと言っ

て、父親の元漫画家“愛情いっぽん”さんと一緒に入

所してきました。

　そのマコちゃんは知らない健常者の男の人に突然

色々なところに連れられていかれた経験があり、健常

者の男の人が苦手で、でも、そこに居た障害者の１人、

宇都宮君（通称うーやん）には心を開いて楽しそうに

過ごしています。

　そのひまわり荘に住ん

でいる障害者の親には、障

害者年金を全部勝手に使ってしまう親が居て、最近１

年間、家賃を払っていなくて、ひまわり荘から出てい

かなくちゃいけなくなってしまった障害者が１人、今

まで楽しく過ごしてきたのにかわいそうになりました。

　私も自分で楽しく色々遊びに行ったりしたい、自分

の親がお金を勝手に使ってしまうということがあれ

ば怒ってしまうと思います。

　うーやんとマコちゃんはとても楽しそう、私も色々

障害者同士でお話をしていきたいなぁと、ライフに新

しく女子のグループホームが出来て、健常者と障害者

が助け合って頑張っていけるようになっていってほし

いです。

ありがとう！
by岡田

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
・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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～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

　気持ちは前進あるのみ！！　気持ちは前進あるのみ！！  　所 長　岡田　悟

お肉の代わりに大豆を使った
ヘルシーハンバーガー
お肉の代わりに大豆を使った
ヘルシーハンバーガー

今月のおすすめ今月のおすすめ

　

　寒い春から一転、急に暑い日が続いております。
　さて、総会も近づきとうとう決算が出ました。ライフ全体でみると、2011年度の決算よりは上向きの
報告となりましたが、きばりや単独では変わらずの決算となってしまいました。軽作業から脱却ができ
ず、あいかわらずの仕事に追われる日々…。非常に不甲斐ない結果です。しかし数字には出てきません
が、農業への試みが始まったことで、きばりやの従業員の間では次に向けての事業への意気込みに満ち溢
れています。まだまだ、今ある事業を継続する形で大変な状況とはなりますが、皆様のお力を借りながら
も一歩一歩前進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

☆ べジバーガーセット☆ べジバーガーセット 550円

(単品370円)

550円

(単品370円)

・コーヒーまたは紅茶から選べます。・コーヒーまたは紅茶から選べます。

　　 カフェド きばりや６周年記念について
小西　学

　この度、カフェドきばりや６周年

記念おめでとうございます。あれか

ら、2007年（平成19年のこと）５月16日に開店記念

祭が行って６年たち、幸せに楽しく過ごしています。

　３階ホールすぐ目の前の店だけでなく、１階玄関口

でも営業するように至り、１階玄関口で営業する日

は、僕の好きなバスや列車などのワンマン運転にも

なっているみたいに感じて　どこか旅する気分も味

わいます。仕事は気持ち良く過ごし、朝や昼や夕方の

空気を浴びるのが、健康にいいから一番好きな仕事

で、これからも僕は、１階の顔に過ごせるように朝出

番が多くしていたらいいように願い続けたいと思っ

ています。

　人の出会いがあるからこそ、これからも末永く残

り続けるように願います。

　　 障害者の映画を観て
　 織本　亜哉子

　５月２０日に「くちづけ」の試写会に行きました。

　その映画は知的障害者グループホーム「ひまわり

荘」の話です。そこには障害者の男性４人と女の子が

１人いました。その女の子の名前はマコちゃんと言っ

て、父親の元漫画家“愛情いっぽん”さんと一緒に入

所してきました。

　そのマコちゃんは知らない健常者の男の人に突然

色々なところに連れられていかれた経験があり、健常

者の男の人が苦手で、でも、そこに居た障害者の１人、

宇都宮君（通称うーやん）には心を開いて楽しそうに

過ごしています。

　そのひまわり荘に住ん

でいる障害者の親には、障

害者年金を全部勝手に使ってしまう親が居て、最近１

年間、家賃を払っていなくて、ひまわり荘から出てい

かなくちゃいけなくなってしまった障害者が１人、今

まで楽しく過ごしてきたのにかわいそうになりました。

　私も自分で楽しく色々遊びに行ったりしたい、自分

の親がお金を勝手に使ってしまうということがあれ

ば怒ってしまうと思います。

　うーやんとマコちゃんはとても楽しそう、私も色々

障害者同士でお話をしていきたいなぁと、ライフに新

しく女子のグループホームが出来て、健常者と障害者

が助け合って頑張っていけるようになっていってほし

いです。

ありがとう！
by岡田

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
・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

ご近所様ということでご縁があり、本職の休職中に約1ヶ月
間ボランティアでお手伝いに来てくれました！
若い女性の力はひだまりに活気と笑顔を与えてくれて、本当
に感謝しています。これからも何かと宜しくお願いします！

 お手伝いに来てくれたN .Yさん お手伝いに来てくれたN .Yさん
谷津　純子

　ライフの皆様、初めまして。以前、たねやにお世
話になっておりました谷津翠の母です。
　この度、ひだまりのスタッフ・メンバーの方々と共
に、札幌市立病院の床頭台、売店補助業務の仕事
をさせて頂く事になりました。
　清掃はなかなか深みのあるお仕事で、患者さん

に少しでも気持ち良く使用して
頂けるように配慮していかなく
てはなりません。
　スタッフ・メンバーの方々と共
に力を合わせて、一生懸命お仕
事させていただきますので、ど
うぞ宜しくお願いいたします。

　市立病院のお仕事が4/25より本格的にスター
トし、毎日ひだまりと市立病院をバスで行き来し
ているメンバー6人も大分慣れてきました。
　毎日のことなので、移動するだけでも体力を使
いますが、誰一人弱音を吐くメンバーもなく、順
調に頑張っています。
　ひだまりに残っているメンバーも寂しくなって

しまいましたが、自分たちがお店を盛り上げてい
こうと、今まで挑戦していなかったことにも挑戦
したり、仕事量が増えたので何とかメモに書いて
覚えたりと努力しています。
　春になり客足も伸びてきているので、今まで以
上にお店も盛り上げていけるように、みんなで
色々な案を出し合って、工夫していきたいと思います。

① 根元を、折れる部分でポキッと折る。折れた下側は堅くて筋っぽい。

はかま（ガク）を包丁で取ると、口当たりがよくなる。

② 大き目のバットに水カップ４を入れて、塩小さじ１を溶かし①を15

分程浸す。先塩といい、ほどよく甘みを引き出し色も鮮やかになる。

③ 鍋かフライパンに水カップ４を沸かし、水気をきったアスパラを根元

のほうから入れる。すぐ塩小さじ１を入れ、強火で1～2分間ゆで

る。こちらは後塩。軽く塩気をつけることで甘みを引き出す。

④ すぐ氷水にとる。余熱で火が通り過ぎず、色鮮やかになる。冷めたら

取りだして、水気をふき取ると水っぽくならない。

アスパラのおいしいゆで方
 (アスパラのおいしい季節なので…)

☆ 材　料
アスパラ…………………… 10本

塩……………………… 小さじ1

☆キッチンレシピ！ 

床頭台、売店補助業務のお仕事がSTART！

ひだまりを手伝ってひだまりを手伝って

佐藤　加奈子

　飲食店での清潔感、「おいしい」
と言いながら食べるお客さんの笑
顔は、一時の幸せを感じます。
　本職はヘルパーをしています。人
と人が接する中でやはり「笑顔」は
大切なものだなと改めて感じさせ
られました。
　ひだまりさんのメンバーと関わ
り、正直自閉症の子と話すのは人
生初めての事でしたが「優しさ」「素直さ」人間にとても
大事なものを持っているなと感じました。
　初めてとは言えない程とても親しみやすかったです。
どうもありがとう(̂ 0 )̂♪

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10：30～15：00
休 業 日：日曜、祝日、年末年始
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柔軟な思考力を得るために

みんなで脳トレ～

☆固定観念（固着観念）と物の見方、とらえ方☆☆固定観念（固着観念）と物の見方、とらえ方☆

　我が家には６歳の息子がいます。この息子がな
かなか面白い感性の持ち主です。
　ある日、たい焼きを買って息子のおやつに出し
ました。静かに何も言わず黙々と食べている様子
でした。一仕事を終えた私は、ふっと息子を見た
ら、頭からでも、尻尾からでも、背から食べるわ
けでもなく、また半分に割って食べるわけでもな
く、ど真ん中の腹から食べていたのです。

　私からすると、なぜ一番
食べにくいところから食べ
たのか。普通は…と考えて
思わずハッとしました。普
通というのは自分が勝手に
決めた固定観念で、自分が

その考え方に固執しているだけなのだと気付かさ
れました。
　またある時、夜空に浮かぶ月を見ながら、『お月
さまに雲が掛っているのはね、お月さまがお布団
を掛けて寝ているんだよ！』と言いました。普通
に考えればただ曇が掛かっただけなのですが、物
の見方、考え方を少し変えるだけで違って見え、
素敵な発想になるのだと気付かされました。
　またある時には、視力検査で『穴があいている
方を指すんだよ！』と言われ、張り切って、『真
ん中！』と答えました。間違いではないのですが
…間違いです。ただ、発想や捉え方の違いで、息
子に説明をしてくれた人も、まさか真ん中を指差
す子はいないだろうという固定観念だったのでは
ないかと思います。
　物事の捉え方、見え方は人それぞれ違っていて
当然ですし、いろいろな考え方があって面白いと
思います。人には個性というものがあり、運動が
得意だったり、計算、暗記が得意だったりとさま
ざまです。同じ仕事をする上で、同じようになら
なくても当然です。10人いれば、10通りのやり
方がありますし、やり方は違っていても根底は一
緒だと思います。

　人はみんな同じではない。何もかもを全く同じ
ように行動するのはとても難しいことです。
　私たちヘルパーも、ヘルパーとしての基本的な
考え方や基本的な動きがあるにしても、固定観念
に縛られてはいけないのではないかと感じます。
　いろいろな方向から物事を捉えたり、考えたり
できる、柔軟な思考力を持たなければならないの
ではないかとも思います。“柔軟な思考力＝臨機応
変に対応ができる”ということに繋がっていくの
ではないでしょうか。
　ヘルパーというお仕事は、最初からある程度行
うサービスが決まっています。ですが、利用者さ
まの体調は毎日同じではないので、とっさの判断
をしなくてはならない状況があるかも知れませ
ん。そんな時にいかに素早く情報・状況を読み取
り、しっかりと対応ができるか、ということが重
要なのだと思います。
　臨機応変になんでもこなせる、スーパーヘル
パーヽ(^○^)丿への道は私にはまだまだ遠い道の
りですが、そこを目指していけたらと日々頑張っ
ている…ような…　いないような…。
　…これから頑張ります！！

木谷　香奈子

Ｑ１. タクシーを止める時、手を挙
げて止めますが、山下さん
は、手が不自由でもないのに足で止めるそ
うです。一体どうしてでしょう。

 Ｑ２. ショートケーキの日というのがあります。毎
月22日です。なぜ22日がショートケーキの
日なのでしょうか？（これは本当のお話です。）

Ｑ３. マッチ棒が９本あります。この９本で１０を
作って下さい。マッチ棒は折ったり、曲げた
りしてはいけません。

Ｑ１．山下さんは運転手だから、手ではなく、足でブレーキを踏む。
Ｑ２．これは、22日の上に15（イチゴ）が必ず乗っているからです。
Ｑ３. ＴＥＮと英語でつくると９本が１０になります。答えは…
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春

が
キタ
ー～！！

『 新年度の目標 』『 新年度の目標 』

　気温も高くなり、天候も悪い中に市民活動プラ
ザ星園の表の桜も散るのが早かった気がします。
　最近の工場の印刷の仕事が忙しく、中橋さんが
仕事を覚えようとしているのか？工場の中や制作
にドタバタドタバタ駆けずり回って頑張ってくれて
います。私も手が空いた時には、印刷物の配達の
手伝いなどして、いつになったら落ち着くのか
な？って感じで働いています。
　新年度も工場での仕事を少しずつでも増やし、
工場も少ない人数でも協力しあいながら頑張りま
す。(^▽^)

　どうも～。今年もやっと雪が解け
て行動範囲が大幅に広がって喜ん
でいるものです。
　それにしても今年は雪がたくさ
ん降りましたね。４月に入っても、
まだまだ解けずに残っている路肩
の雪を見て、春はまだか…と嘆いて
いましたが、ここ最近はグンと暖か
くなり、やっと春がキタ～なんて思っていました。
　仕事については、変わらず石川さんと真光さん
と仲良くふまねっとづくりをしています。他には、パ
ソコンを使ってのふまねっとの材料の在庫管理・
伝票関係の在庫管理というようなこともしていま
す。そういえば体調を崩して、長い入院生活を余儀
なくされたのも確かこの時期だったような？長引い
た入院生活で、もじやの仲間をはじめ、たくさんの
人たちに心配と迷惑をかけてしまいました。この
場を借りてお詫び申し上げます。
　健康体であることがどんだけ大事かを考えさせ
られました。また入院するなんていうことにならな
いように頑張っていきます。

　５月11日厚別リユースバザー
に行ってきました。雨というのも
あったし、常勤スタッフ以外は
僕だけだったので、正直サボろ
うと思っていました。けど、行っ
てみたら結構楽しかったです。
　僕はジュース等の販売をしま
したが、はじめの方は雨という
こともあってお客さんがあまり
来なかったけど、お昼を過ぎれば来るようになりま
した。晴れてればもっと来ると思ったのに…。
　話は変わるけど、今度はポスティングについてで
す。僕にとってポスティングは、テレビゲームでいう
ところのRPG(ロールプレイングゲーム)みたいな
ものです。次の区画まで早く行くためにはどこから
行ったらいいのか？とか、拾ってくれるところ(ゲー
ムでいうと最終目的地)まで行くにはどこを通って
行けばいいか？とか、次の区画に入るためにはどっ
ちの道に進んだ方が早いのか？　とか考えながら
するのが好きです。
　ケガをして帰ってくることもあるけれど、ずっと
中にいるより、ポスティングで外に行って体を動か
している方が僕は好きです。

　最近の仕事と言えば黙々とふまねっとを作って
います。ゴムロールをカットしてそれに接着剤をつ
ける作業をしているのですが少しでもいいものを
作ろうと努力しています。
　これからも失
敗しないように、
体に気をつけな
がら頑張ってい
きます。

工場長　佐藤　哲

『 春が来た 』『 春が来た 』
岩崎　佑司

『 リユース＆ポスティング 』『 リユース＆ポスティング 』

『 最近の仕事 』『 最近の仕事 』

石川　和寛

真光　和徳
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発寒工房館長  笠井　衛二
あるひの出来事あるひの出来事

きばりや  加藤　信一
困ったときの障害者困ったときの障害者

　人は誰だって気分が落ち込むことがあるもので
す。でも、私の場合はそれが他の人よりも「顕著」と
いいますか…そうなのであろう。「うつ病」と命名さ
れ「精神障害者」となっています。
　以前、勤めていた会社を退職し入院。退院後、新
たな仕事を求めて資格などをとったりしたが、仕事
は長続きせず悶 と々した生活が続いていました。
　ただでさえ「うつ」なのに仕事をしていないという
「苛立ち」のようなものが、さらに「うつ」を加速さ

せていきました。その後、本当に運良く「ライフ」に
就職させていただきました。
　しかしライフ内でも、いろいろとあり「やはり自分
はもうダメかな？」と思っていたのですが、助けられ
たのは周りの「笑顔」でした。こんなダメな自分に
対して、おもいっきりの笑顔で対応してくれる、それ
も無条件に。そのうちに自分の気持ちも明るくなっ
ていき、私は同じ障害者に助けられました。
　ライフはすばらしい所であると思います。一般企

業では競争ですがライフは「共創（きょうそう）」の
世界だと思っています。もちろん障害者の方だけで
なくライフすべての皆さんに助けられているのです
が、無条件に私を受け入れてくれて笑顔を送ってく
れる仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。精神的
に落ち込んでいるときに彼（彼女）たちと話をして
いると不思議と気持ちが明るくなってくることを感じ
ます。まさに救世主です。
　さて…私自身はどうか？　何か人の役に立ってい
るだろうか？
　実は言葉に気をつけるようにしています。学生さ
んの中で「イジメ」の問題が取りざたされています
が、もちろん大人の世界にも「イジメ」のようなもの
があるのは確かだと思います。大人の場合その殆ど
が言葉の暴力であると思います。私もそれでやられ
たと言ってもいいほどです。やはり自分が言われて
嫌なことは他の人も嫌なはずです。ですから、なるべ
く優しい言葉を使うように心がけています。
　以前、勤めていた会社にこんな上司がいました。
私がお昼にカップラーメンを食べていたら「何で
ラーメンのふたをちゃんと取らないで食べているん

だ！　だらしない！」と…。
「ラーメンの上ぶたを完全に
取ろうが取るまいが、食べるほ
うの勝手だろ！」と思いました。
誰でもそんなことを言われたら
「ムッ」とすると思います。それだったら「おいしそ
うなラーメンだね、それどこで買ったの？」と言った
ほうが楽しいです。かなり極端な例かもしれません
が言葉ひとつで人の心は輝いたり曇ったりします。
　私が意識しているのは、なにかしていただいたら
「ありがとね」と言うことです。この「ありがとう」を
言うか言わないかだけで人の気持ちは大きく変わっ
てきます。そして人に「ありがとう」と言うと自分の耳
でも聴いているので、自分にも「ありがとう」と言っ
ていることになります。逆に相手に悪口を言うと自
分の耳もその言葉を聴くので、自分にも悪口を言っ
ていることになります。ですから言葉って本当に大
切です。
　私は周りの障害者に助けられ、そして私はそのお
かげで言葉を大切にすることができます。
　私も少しは人のお役に立てていますでしょうか？

　発寒工房では家具と自転車の修理をしているが、
この季節になると思い出す出来事を紹介したい。
　発寒工房のＳ障害者従業員(以下Ｓ氏)は自転車
の修理をしているが、昨年の春先の午後６時ごろ、
工房から自転車に乗っての帰り道でお巡りさんに停
められた。彼は、仕事で遅くなったため、上司の
ジョン主任の許可を得て、発寒工房の連絡用自転
車での帰宅途中であった。
　あとは、S氏と警察(お巡りさん)の会話を記す。
警察：この自転車は君のかな？
Ｓ氏 ：工房の自転車で、ジョンさ

んがいいといいました。
警察：仕事は何をしていて、ジョ

ンさんは外国人？ 
Ｓ氏 ：仕事は自転車の修理で、

ジョンさんは韓国の人で
す。毎日大きなトラックで
自転車がヤードに運ばれてくるので修理し
ている。

警察：それは販売しているのか？
Ｓ氏　:よくわかんないけど、厚別や宮の沢で売って

いるみたい。

警察：毎日トラックで自転車が運び込まれ、修理
して厚別で売っている。やっているのは韓
国人！古売屋の盗品商売、組織的犯罪か？

※S氏、このへんから路上から近くの交番に連れて
行かれ、厳しく追求される。
　S氏、持ち物からやっと笠井の名刺をみつけ、警
察に話す。８時過ぎに笠井の携帯に警察から入電。
事情を聞いてびっくり。
　発寒工房は札幌市からの仕事で障害者を雇用し
ている旨、説明し事なきを得た。警察は、「事情が
判らず、Ｓ氏の説明も曖昧のため、大声で怒鳴った
りした」と釈明。
　翌日の朝会で「何かあれば、私の名刺を出すよ
うに」と障害者従業員に館長の名刺を渡し、落ち着
いて対応するように注意をした。
　Ｓ氏が警察に話した事に一言の虚言もない。
「でっかいヤードに毎日トラックで自転車が運ば
れてきて、修理してどっかで売っている。ジョンさ
んは韓国人」という説明で、警察はどこで犯罪容疑
に切り替わったのか。
　おそらく韓国人、あたりかもしれない。偏見は深
い、と再認識した出来事でした。

このページは障害者を家族に持つ方たち
のコーナーです。毎日の生活で、楽しかっ
たこと、辛かったこと、泣いたこと、笑っ
たこと。思いおもいのことを語り合って
みませんか。もちろん匿名でもＯＫです。
原稿はきばりや門田迄お願い致します。

〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５-101
TEL011-644-5533  FAX011-613-9323

E-mail:kadota@npolife.net

障害
者を
家族に持つ方たちの心をつなぐ
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発寒工房館長  笠井　衛二
あるひの出来事あるひの出来事

きばりや  加藤　信一
困ったときの障害者困ったときの障害者

　人は誰だって気分が落ち込むことがあるもので
す。でも、私の場合はそれが他の人よりも「顕著」と
いいますか…そうなのであろう。「うつ病」と命名さ
れ「精神障害者」となっています。
　以前、勤めていた会社を退職し入院。退院後、新
たな仕事を求めて資格などをとったりしたが、仕事
は長続きせず悶 と々した生活が続いていました。
　ただでさえ「うつ」なのに仕事をしていないという
「苛立ち」のようなものが、さらに「うつ」を加速さ

せていきました。その後、本当に運良く「ライフ」に
就職させていただきました。
　しかしライフ内でも、いろいろとあり「やはり自分
はもうダメかな？」と思っていたのですが、助けられ
たのは周りの「笑顔」でした。こんなダメな自分に
対して、おもいっきりの笑顔で対応してくれる、それ
も無条件に。そのうちに自分の気持ちも明るくなっ
ていき、私は同じ障害者に助けられました。
　ライフはすばらしい所であると思います。一般企

業では競争ですがライフは「共創（きょうそう）」の
世界だと思っています。もちろん障害者の方だけで
なくライフすべての皆さんに助けられているのです
が、無条件に私を受け入れてくれて笑顔を送ってく
れる仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。精神的
に落ち込んでいるときに彼（彼女）たちと話をして
いると不思議と気持ちが明るくなってくることを感じ
ます。まさに救世主です。
　さて…私自身はどうか？　何か人の役に立ってい
るだろうか？
　実は言葉に気をつけるようにしています。学生さ
んの中で「イジメ」の問題が取りざたされています
が、もちろん大人の世界にも「イジメ」のようなもの
があるのは確かだと思います。大人の場合その殆ど
が言葉の暴力であると思います。私もそれでやられ
たと言ってもいいほどです。やはり自分が言われて
嫌なことは他の人も嫌なはずです。ですから、なるべ
く優しい言葉を使うように心がけています。
　以前、勤めていた会社にこんな上司がいました。
私がお昼にカップラーメンを食べていたら「何で
ラーメンのふたをちゃんと取らないで食べているん

だ！　だらしない！」と…。
「ラーメンの上ぶたを完全に
取ろうが取るまいが、食べるほ
うの勝手だろ！」と思いました。
誰でもそんなことを言われたら
「ムッ」とすると思います。それだったら「おいしそ
うなラーメンだね、それどこで買ったの？」と言った
ほうが楽しいです。かなり極端な例かもしれません
が言葉ひとつで人の心は輝いたり曇ったりします。
　私が意識しているのは、なにかしていただいたら
「ありがとね」と言うことです。この「ありがとう」を
言うか言わないかだけで人の気持ちは大きく変わっ
てきます。そして人に「ありがとう」と言うと自分の耳
でも聴いているので、自分にも「ありがとう」と言っ
ていることになります。逆に相手に悪口を言うと自
分の耳もその言葉を聴くので、自分にも悪口を言っ
ていることになります。ですから言葉って本当に大
切です。
　私は周りの障害者に助けられ、そして私はそのお
かげで言葉を大切にすることができます。
　私も少しは人のお役に立てていますでしょうか？

　発寒工房では家具と自転車の修理をしているが、
この季節になると思い出す出来事を紹介したい。
　発寒工房のＳ障害者従業員(以下Ｓ氏)は自転車
の修理をしているが、昨年の春先の午後６時ごろ、
工房から自転車に乗っての帰り道でお巡りさんに停
められた。彼は、仕事で遅くなったため、上司の
ジョン主任の許可を得て、発寒工房の連絡用自転
車での帰宅途中であった。
　あとは、S氏と警察(お巡りさん)の会話を記す。
警察：この自転車は君のかな？
Ｓ氏 ：工房の自転車で、ジョンさ

んがいいといいました。
警察：仕事は何をしていて、ジョ

ンさんは外国人？ 
Ｓ氏 ：仕事は自転車の修理で、

ジョンさんは韓国の人で
す。毎日大きなトラックで
自転車がヤードに運ばれてくるので修理し
ている。

警察：それは販売しているのか？
Ｓ氏　:よくわかんないけど、厚別や宮の沢で売って

いるみたい。

警察：毎日トラックで自転車が運び込まれ、修理
して厚別で売っている。やっているのは韓
国人！古売屋の盗品商売、組織的犯罪か？

※S氏、このへんから路上から近くの交番に連れて
行かれ、厳しく追求される。
　S氏、持ち物からやっと笠井の名刺をみつけ、警
察に話す。８時過ぎに笠井の携帯に警察から入電。
事情を聞いてびっくり。
　発寒工房は札幌市からの仕事で障害者を雇用し
ている旨、説明し事なきを得た。警察は、「事情が
判らず、Ｓ氏の説明も曖昧のため、大声で怒鳴った
りした」と釈明。
　翌日の朝会で「何かあれば、私の名刺を出すよ
うに」と障害者従業員に館長の名刺を渡し、落ち着
いて対応するように注意をした。
　Ｓ氏が警察に話した事に一言の虚言もない。
「でっかいヤードに毎日トラックで自転車が運ば
れてきて、修理してどっかで売っている。ジョンさ
んは韓国人」という説明で、警察はどこで犯罪容疑
に切り替わったのか。
　おそらく韓国人、あたりかもしれない。偏見は深
い、と再認識した出来事でした。

このページは障害者を家族に持つ方たち
のコーナーです。毎日の生活で、楽しかっ
たこと、辛かったこと、泣いたこと、笑っ
たこと。思いおもいのことを語り合って
みませんか。もちろん匿名でもＯＫです。
原稿はきばりや門田迄お願い致します。

〒063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３-５-101
TEL011-644-5533  FAX011-613-9323

E-mail:kadota@npolife.net

障害
者を
家族に持つ方たちの心をつなぐ

専務理事   石澤　利巳
私の自戒私の自戒

　人は誰だって気分が落ち込むことがあるもので
す。でも、私の場合はそれが他の人よりも「顕著」と
いいますか…そうなのであろう。「うつ病」と命名さ
れ「精神障害者」となっています。
　以前、勤めていた会社を退職し入院。退院後、新
たな仕事を求めて資格などをとったりしたが、仕事
は長続きせず悶 と々した生活が続いていました。
　ただでさえ「うつ」なのに仕事をしていないという
「苛立ち」のようなものが、さらに「うつ」を加速さ

せていきました。その後、本当に運良く「ライフ」に
就職させていただきました。
　しかしライフ内でも、いろいろとあり「やはり自分
はもうダメかな？」と思っていたのですが、助けられ
たのは周りの「笑顔」でした。こんなダメな自分に
対して、おもいっきりの笑顔で対応してくれる、それ
も無条件に。そのうちに自分の気持ちも明るくなっ
ていき、私は同じ障害者に助けられました。
　ライフはすばらしい所であると思います。一般企

業では競争ですがライフは「共創（きょうそう）」の
世界だと思っています。もちろん障害者の方だけで
なくライフすべての皆さんに助けられているのです
が、無条件に私を受け入れてくれて笑顔を送ってく
れる仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。精神的
に落ち込んでいるときに彼（彼女）たちと話をして
いると不思議と気持ちが明るくなってくることを感じ
ます。まさに救世主です。
　さて…私自身はどうか？　何か人の役に立ってい
るだろうか？
　実は言葉に気をつけるようにしています。学生さ
んの中で「イジメ」の問題が取りざたされています
が、もちろん大人の世界にも「イジメ」のようなもの
があるのは確かだと思います。大人の場合その殆ど
が言葉の暴力であると思います。私もそれでやられ
たと言ってもいいほどです。やはり自分が言われて
嫌なことは他の人も嫌なはずです。ですから、なるべ
く優しい言葉を使うように心がけています。
　以前、勤めていた会社にこんな上司がいました。
私がお昼にカップラーメンを食べていたら「何で
ラーメンのふたをちゃんと取らないで食べているん

だ！　だらしない！」と…。
「ラーメンの上ぶたを完全に
取ろうが取るまいが、食べるほ
うの勝手だろ！」と思いました。
誰でもそんなことを言われたら
「ムッ」とすると思います。それだったら「おいしそ
うなラーメンだね、それどこで買ったの？」と言った
ほうが楽しいです。かなり極端な例かもしれません
が言葉ひとつで人の心は輝いたり曇ったりします。
　私が意識しているのは、なにかしていただいたら
「ありがとね」と言うことです。この「ありがとう」を
言うか言わないかだけで人の気持ちは大きく変わっ
てきます。そして人に「ありがとう」と言うと自分の耳
でも聴いているので、自分にも「ありがとう」と言っ
ていることになります。逆に相手に悪口を言うと自
分の耳もその言葉を聴くので、自分にも悪口を言っ
ていることになります。ですから言葉って本当に大
切です。
　私は周りの障害者に助けられ、そして私はそのお
かげで言葉を大切にすることができます。
　私も少しは人のお役に立てていますでしょうか？

「頑張ればできる。あんたが頑張ってないから（努
力してないから）できないんだ」。
「どうして同じ失敗をするの？前にも注意したけ
ど、どうして直らないの」
　よく耳にする言葉だ。
　障害のある人と共に働くなかで、私もついついそ
んな事を言っている自分に気づくことがある。皆さ
んは、そんなことを感じたことはないだろうか？
　でも、どんなに頑張っても、努力しても、出来な
い事もある。それを、個人の責任にしてしまうことほ
ど危ういことはない。
　これは、障害のある人だけのことではない。子ど
もとの関係や、夫婦や友人との関係でもある。ただ
「頑張りが足りない」ということだけでは、何も伝
えたことにはならない。何をどうしたらいいのか、相
手が分かるように説明（言葉だけではなく）して、そ
こでどう改善したらいいのかを、一緒に考えること
が必要なんだろう。
　私たちは、指導する指導される関係ではなく、同
僚として、障害のある人ない人が共に働く事業所を
めざしている。でも、ついつい上から目線や、自分の

経験を押しつけてしまう事がある。自分がその方法
で育ってきたからといって、同じ方法が他の仲間に
通じる訳でもない。
　そのことは、頭では理解しているのだが、同じ失
敗を私も繰り返している。私の努力だけでは直らな
いので、いつも仲間の反応をみて己の駄目さを反省
している。申し訳ない。
　また、障害のない人の説明不足や弱さを、障害の
ある人からも指摘し合い、解決方法をお互いに探
し、教え合う（学び合う）ことが共働事業所の良い
ところであるはずだ。
　やっぱり「お互いさま」なのだ。
　何かの問題が生じた
時の解決方法は一つ
だけではない。
「３人寄れば文殊の知
恵」という諺がある通
り、いろいろな問題解
決の方法を編み出して
いきたいものだ。
　自戒を込めて。

- 　 -13

HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可2013年６月10日HSK通巻 495号2013年６月10日HSK通巻 495号



- 　 -14

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　佐藤

問い合わせ：011-615-4131
担当　佐藤

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　小黒・岡田

問い合わせ：011-614-1871
担当　小黒・岡田

『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３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
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送料

紙焼き写真からのデジタル化紙焼き写真からのデジタル化
きばりやで新しい仕事をはじめました～きばりやで新しい仕事をはじめました～

料金について料金について

＋ ＋ ＋ ＋ = 合計請求額消費税 送料基本料金 デジタル化
料金

追加
オプション

たとえばこんなことも出来ちゃいます。

写真加工も承ります！！

▶

ここ12～3年はデジカメが主流で、写真もデータで残っていると思いますが、
それ以前の写真はどうしていますか？
みなさまの大切な想い出の紙焼き写真や、アルバムをデジタル化しませんか？

その  2　その  2　

その  1その  1

その  3　その  3　

その  4　その  4　

「お子さまの写真」や「幼少時代」、「入学式」、「卒業式」、「成人式」、「結
婚式」…など、紙焼き写真やポラロイド写真などアルバムに残され
た想い出を、色褪せないようずっとキレイに残すことができます。 

結婚式に流れる「生い立ちムービー」や、退職する方へ贈る「退職記
念ムービー」等、 過去の紙焼き写真をみんなで眺めることで、眠って
いた記憶から新たな感動が生まれる機会も増えています。

写真デジタル化をすることで、整理整頓も簡単になり、バックアッ
プとして別の場所に保管することで、災害による消失などに備える
ことができます。

家庭用プリンターで印刷することや、親戚やお友達にメールで送る
こともできます。フォトフレームに入れておじいちゃんおばあちゃ
んにプレゼントも！！

ご注文・お問合せは～

011-644-5533

門田(かどた)まで

e-mell：kadota@npolife.net

オプション

デジタル化
料金

基本料金
500円(税別)
(CDもしくはDVDの代金を含みます)

(1)バラ写真…30円
(2)ポケットアルバム写真…50円
(3)その他（A4より大きくA3まで）…100円
※デジタル化料金については予告無しで改定させていただく場合がございます。

・写真修正…傷写真修正、赤目修正、背景消し、合成写真など…100円～
・スライドショー制作…3,000円 
・メディア複製
　 (CD、DVD…500円,SDカード…1,500円,USBメモリ…1,500円)
・デジタルフォトフレーム付納品
　一例として
　　ソニー DPF-HD800
　　[8.0型 デジタルフォトフレーム ・ブラック・ホワイト]…14,780円
　　ソニー DPF-D720 WI 
　　[7.0型 スワロフスキー・エレメント デジタルフォトフレーム ホワイト]…15,600円

＜お客様から弊社まで＞
送料はお客様ご負担となります。配送状況の確認できる方法をお勧めします。
＜弊社からお客様まで＞
お届け先と荷物のサイズによって異なります。佐川急便にてお届けいたします。
送料はお客様ご負担となります。

１万円以上お買い上げのお客様は、納品の送料を無料にさせていただきます！

500円(税別)
(CDもしくはDVDの代金を含みます)

(1)バラ写真…30円
(2)ポケットアルバム写真…50円
(3)その他（A4より大きくA3まで）…100円
※デジタル化料金については予告無しで改定させていただく場合がございます。

・写真修正…傷写真修正、赤目修正、背景消し、合成写真など…100円～
・スライドショー制作…3,000円 
・メディア複製
　 (CD、DVD…500円,SDカード…1,500円,USBメモリ…1,500円)
・デジタルフォトフレーム付納品
　一例として
　　ソニー DPF-HD800
　　[8.0型 デジタルフォトフレーム ・ブラック・ホワイト]…14,780円
　　ソニー DPF-D720 WI 
　　[7.0型 スワロフスキー・エレメント デジタルフォトフレーム ホワイト]…15,600円

＜お客様から弊社まで＞
送料はお客様ご負担となります。配送状況の確認できる方法をお勧めします。
＜弊社からお客様まで＞
お届け先と荷物のサイズによって異なります。佐川急便にてお届けいたします。
送料はお客様ご負担となります。

１万円以上お買い上げのお客様は、納品の送料を無料にさせていただきます！

1枚 30円から1枚 30円から1枚 30円から1枚 30円から

◀

DPF-HD800黒
◀DPF-HD800白

◀

DPF-D720

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

〒063
0812

-

写真をデジタル化するとこんなに良いことが…
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ライフの事業所 こころや在籍の岡林満美(おかばやし みつよし)さん執筆
 NPOライフブック 待望の 第３段 

ライフの事業所 こころや在籍の岡林満美(おかばやし みつよし)さん執筆
 NPOライフブック 待望の 第３段 

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！

障害者として生まれた満美。

話すことも、自由に動かすことも出来ない手足で

自殺まで考えた彼が今、

『 生きていて幸せだ。』と言えるのは…
岡林満美、渾身の一冊、ぼくたちだって人間だ!!

障害者として生まれた満美。

話すことも、自由に動かすことも出来ない手足で

自殺まで考えた彼が今、

『 生きていて幸せだ。』と言えるのは…
岡林満美、渾身の一冊、ぼくたちだって人間だ!!

　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。 ●ブックレットのお申し込みは ------

NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ

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　HP:http://npolife.net/

NPOライフブックレットNo.２ 2011年6月30日発行

『誰もが働ける社会を』

絶賛発売中絶賛発売中

NPOライフブックレットNo.３

『ぼくたちだって人間だ！！』
2012年8月31日発行

A5判　134ページ
定価 800円( 送料別 )

※ 同時購入 1,000円( 送料別 )

『僕たちの小さい命』
2012年8月31日発売

定価 300円( 送料別 )

CD 岡林満美

僕たちの小さい命
 同時発売！！

CD 岡林満美

僕たちの小さい命
 同時発売！！

社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ

編者 NPO法人共同連
2012年9月10日発行

経済の民主主義と公平な分配を求めて

日本発
共生・共働の
　　社会的企業
定価 2,100円( 送料別 )

定価 1,000円( 送料別 )

NPOライフブックレットNo.２ 2008年8月31日発行

『収容施設はもういらないと思うまで』
定価 840円( 送料別 )

195×135　240 p

危機の
時代こ

そ

新しい
考えを

試す好
機！

社会的
事業所

促進法
を！

危機の
時代こ

そ

新しい
考えを

試す好
機！

社会的
事業所

促進法
を！

A5 判　72p

A5 判　140 p
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北海道の優良品種
極良食味米

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

もちもちっ！
！

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
！！

NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ

※ ご要望に応じて玄米から白米まで精米いたします。

のし (要・不要)
・要の場合(　　　  )

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・配送のお申し込みは

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、即日発送いたします。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。

9kg  3,980円(税別)
(税込価格 4,179円)

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

札幌信用金庫　琴似支店（普）
　　　口座番号 　４２９７２３１

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
　　　　　こころや　理事　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

配送地域別送料白米 9kg 袋×4,179=  円

分づき米 9kg 袋×4,179=  円

玄米 9.9kg 袋×4,179=  円

小　　　　 計  袋  　　　  円

最近、おいしいとTVでも取り上げられている北海道米。
お米マイスターが本年度イチオシの品種と評した最高級米ゆめぴりかを地方発送いたします。
大切な方への贈り物、大切なご家族やご自分へのご褒美に安心安全な北海道米はいかが？

4２０ 円

８４０ 円

９００ 円

９５０ 円

１,０５０円
１,２６０ 円

１,３２０ 円

北海道
東北
関東・信越
東海・北陸
関西
四国・中国
九州

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！！

※沖縄、離島は別途お問い合わせ下さい

地方発送

承ります
！！地方発送

承ります
！！

6月限定5袋6月限定5袋
　 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

総合計(品代＋送料)   　 　円

ライフの事業所 こころや在籍の岡林満美(おかばやし みつよし)さん執筆
 NPOライフブック 待望の 第３段 

ライフの事業所 こころや在籍の岡林満美(おかばやし みつよし)さん執筆
 NPOライフブック 待望の 第３段 

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！

障害者として生まれた満美。

話すことも、自由に動かすことも出来ない手足で

自殺まで考えた彼が今、

『 生きていて幸せだ。』と言えるのは…
岡林満美、渾身の一冊、ぼくたちだって人間だ!!

障害者として生まれた満美。

話すことも、自由に動かすことも出来ない手足で

自殺まで考えた彼が今、

『 生きていて幸せだ。』と言えるのは…
岡林満美、渾身の一冊、ぼくたちだって人間だ!!

　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。 ●ブックレットのお申し込みは ------

NPO法人 札幌障害者活動支援センターライフ

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　HP:http://npolife.net/

NPOライフブックレットNo.２ 2011年6月30日発行

『誰もが働ける社会を』

絶賛発売中絶賛発売中

NPOライフブックレットNo.３

『ぼくたちだって人間だ！！』
2012年8月31日発行

A5判　134ページ
定価 800円( 送料別 )

※ 同時購入 1,000円( 送料別 )

『僕たちの小さい命』
2012年8月31日発売

定価 300円( 送料別 )

CD 岡林満美

僕たちの小さい命
 同時発売！！

CD 岡林満美

僕たちの小さい命
 同時発売！！

社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ社会的排除からインクルージョンへ

編者 NPO法人共同連
2012年9月10日発行

経済の民主主義と公平な分配を求めて

日本発
共生・共働の
　　社会的企業
定価 2,100円( 送料別 )

定価 1,000円( 送料別 )

NPOライフブックレットNo.２ 2008年8月31日発行

『収容施設はもういらないと思うまで』
定価 840円( 送料別 )

195×135　240 p

危機の
時代こ

そ

新しい
考えを

試す好
機！

社会的
事業所

促進法
を！

危機の
時代こ

そ

新しい
考えを

試す好
機！

社会的
事業所

促進法
を！

A5 判　72p

A5 判　140 p
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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

HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可2013年６月10日HSK通巻 495号2013年６月10日HSK通巻 495号



- 　 -19

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

HSK通信 1973 年１月 13日第３種郵便物認可2013年６月10日HSK通巻 495号2013年６月10日HSK通巻 495号



編集後記
　北海道では春先に咲く花の順番はない。桜も梅もコ
ブシもツツジも一斉に咲く。これがいいんです。札幌
では６月にあるお祭りや運動会、北大祭が終わると、
初夏の雰囲気がしてくる。春をゆっくり楽しむ間もなく
一気に夏に突入。しかし、例年にない寒い春で福祉関
係の野外イベントも大変だった。もっと大変なのが農
家の方だろう。作付が遅れている。収穫はどうなるこ
とだろう。自然が相手なので大変だ。そんな大変な農
業にライフも参入する。農作業を希望するメンバーが
いることと、自分たちで作ったものを売りたい、そして
加工をして食べてもらいたいと畑を見ながら夢だけは
膨らみます。どうぞ応援をお願いします。（タケ）

　アドボケイト 水無月（第151号）

1973年１月13日第３種郵便物認可
2013年6月10日発行（毎月10日発行）ＨＳＫ通巻第495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

発行所　草思社文庫
定価 945円（税別）

　先月中国での鳥インフルの感染が世界を震撼させた。鳥イ
ンフルの原因ウィルスが遺伝子の突然変異によるもので「ヒ
トからヒト」への感染は確認されていないため事態は沈静化
してはきているが…。はたして病原菌がまた世界を突き動か
す可能性はあるのか？
　この鳥インフルのニュースが流れた時に、10数年ぶりによ
み返した本が「銃・病原菌・鉄」。著者は、１万3000年前か
らの人類の歴史をたどりながら、何故ごく一部の社会が世界
を支配することに至ったのか、現代の生物地理学・生理学な
どの「知の結実」をもってその謎を解き明かす。
　人類の歴史はよく言われているように、民族・人種的要因と
は全く無関係であり、生態学的な条件が大きな要因であるこ
と。たまたま栽培しやすい野生植物、家畜化しやすい動物
（馬・牛豚・羊など）がそこに存在していたこと、つまり食料
生産力の差が世界の不均衡をもたらしたことを明らかにする。
　天然痘、麻疹（はしか）、結核、ペスト、インフルエンザなど

の伝染病の原因は、もともと動物の病原菌であったものが、
飼育のため動物と接触したがために人間が罹患したもの。
ヨーロッパ人は家畜との長いつきあいから免疫をもつように
なったが、1492年のコロンブスの航海にはじまるヨーロッパ
人のアメリカ大陸の征服において、武力によって殺されるよ
り、持ち込まれた病原菌によって、おびた
だしい先住民が死においやられた事実も
検証され、病原菌はヒトがつくった文明の
誕生から、そもそも内包された暴力、破壊
性そのものではないかと思える。
　アメリカを含めたヨーロッパ文明よ、お
前たちはたまたま条件に恵まれただけで
はないのか。驕るなと声高に叫びたくなる
と同時に、グローバリズムが世界を覆うな
かでヒトの豊かさとは多様性につきるとい
うことをあらためて感じさせる本書だ。

私の
オス
スメ ジャレド・ダイアモンド著　　　　　　

「 銃・病原菌・鉄 」 驕るな、グローバリズム 元気ジョブ所長 織本　義昭
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～ライフ共働農園基金にご協力のお願い～
　いつもライフの活動に、ご賛同、ご協力をいた
だきありがとうございます。
　この度、ライフでは石狩市に農園を借り、農作
物の収穫を目指して、農作業に本格的に参入する
こととなりました。
　これまでも、ご協力いただいている農家さんの
お手伝いなどはありましたが、土地をお借りして
の自前の農園は初めてとなります。
　自然相手の大変な仕事ですが、農家の方々の
教えもいただきながら、収穫を目指して頑張ろう
と思っています。
　これまでも、ライフでは“共同住居の実現”を
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テーマに、基金やカンパをお願いし、お陰さまで
2012年6月に、共同住居(まちかど荘)を実現す
ることができました。
　そこで今回も、ライフでの新事業(農作業)の成
功に向け、ぜひ皆様のお力添えををいただきたく
「ライフ共働農園基金」を設立させていただくこ
ととなりました。農園で使用するための道具など
を購入するためのサポートとして、ご支援、ご協
力をお願いいたします。　
　振込にあたっては、郵便振替でお願いいたしま
す。通信欄には、「ライフ共働農園基金」とお書き
ください。どうぞよろしくお願いいたします。
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寄付金 山本 哲生 様 　峰崎 直樹 様　 星野 輝明 様 　関根 光男 様 　織本 英子 様　

アドボケ購読料 山本 哲生 様　 西川 捨克 様　 小林 郁子 様　 太田 隆男 様 　関根 光男 様　

近藤 邦雄 様　 NPO法人札幌カウンセリング学習センター 若峡 恵美子 様　

賛同会費 板垣 明江 様　 村井 嘉平 様　
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