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　障害の有無に関わらず、共に働き共に生きる事

業所を広める活動を行っている共同連。ライフの

活動を昔よりご支援いただいている方々は聞いた

ことがあるかと思います。その加盟事業所が年に

一度集結し、意見交換や勉強を行う全国大会がな

んと今年札幌で行われます。

　去る４月18日にその大会の実行委員会が行わ

れました。日程は９月11日（金）～９月13日（日）

までの３日間。初日の11日は希望者を募り『社会

的観光』と題し、夕張へ行き現状を知ると共に夕

張へ少しでも還元できないかと考えております。

　12日・13日が本大会となり、場所は北星学園大

学（札幌市厚別区大谷地西2-3-1）を借りての開

催となります。12日はホールでの講演が中心とな

りますが、元札幌市議が「アイヌ民族はもういな

い」などと発言したりと未だなくならない差別的発

言を受けて、差別や人権に関する講演を予定して

おります。

　そして12日の夜はアサヒビール園を借りての交

流会を予定しております。各事業所

のパフォーマンスも見どころではあ

りますが、何より、毎年この交流会

で様々な人と交流し情報交換をする

ことが個人的には楽しみの一つで

す。また今年は飲み放題・食べ放題

ということもあり、さらに満足してい

ただける内容となっております。

　13日は同じく北星学園大学の教

室を借りて分科会となります。12日

から引き続き差別・人権を考える分科会はもちろ

ん、社会的な困難を抱えた人々が活動をし続けら

れる場である社会的事業所に関する分科会。働く

とは何なのかを考える分科会。教育ではなく共育

に関して学ぶ分科会。など７分科会～８分科会を

予定しております。

　また本大会２日間通して各事業所が持っている

商品を販売するブースがあったりと、非常に賑やか

な大会を予定しております。

　まだまだ、未定な部分もありこれから詰めてい

きますが、是非９月12日～13日は予定を空け、ご

参加いただけるとありがたいです。
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専務理事　石澤　利巳
～ 初心に戻って ～～ 初心に戻って ～

　また同じような提起になることをお許し願いたい。

　2014年は、障害者ワープロフロアーが誕生してから

25周年にあたる年でした。誕生間もないワープロフロ

アーの目標は、ただひたすら障害者の働く場づくりでし

た。それであっても、脳性まひという重度の身体障害者

を中心とした仕事場は、障害の特性に配慮した約束事

を生みだしてきました。そのひとつには、人それぞれの

能力によって働くが、その能力によってその人を評価す

る事はしない、という暗黙のルールだったのです。だか

ら、仕事（ワープロ入力）の量によって分配金を決める

のではなく、あくまでもみんなで稼いだものを、みんな

で分かち合うという事でした。

　もう一つの約束事は、誰かが指導したり責任を負う

のではなく、全員で責任を分かちあうということです。

これも、様々な経験の中から生み出されたルールです。

　また最初から分配金があったわけではありません。

設立メンバーが毎月1万円を拠出し合いワープロフロ

アーという仕事場を維持するのが精一杯という時期も

ありました。1年ほどしてから僅かな金額を分かち合う

事が出来たと思います。

　その後、月の分配金が二万円を超え、三万円となり、

「ワープロフロアーに行くとお金がもらえる」という風

の噂を聞きつけた仲間たちが毎年増え続けていきま

す。人数が増えたからといって稼ぎが増える訳でもな

く、当然三万円貰っていた分配金は徐々に減り出してい

くのです。そんな時期には、「あいつは俺より仕事が出

来ないのに何で同じ給料なんだ」という不平や不満が

出たことも一度や二度ではありません。

　指導する・指導されることを拒んできたワープロフロ

アーですが、時には名目上の「指導員」を雇用すると、

その雇われた人がいつの間にか指導する立場をとりた

がることもありました。当然その方には退場願いました

が、この問題は今なお引き続いているように思います。

　25年すべてが綺麗事で進んできたわけではありませ

ん。逆に言うと、様々な問題や困難の連続であり、大小

にかかわらずいろいろな衝突や事件を繰り返してきた

25年かもしれません。また不安定な財政基盤の中で、

困難さと格闘しつつ疲れ果てて去っていた仲間たちも

沢山います。

　かといって、辛い出来事ばかりではありません。楽し

い事や嬉しい思い出も沢山あります。

　今のライフがあるのは、こうした試行錯誤の繰り返

し、道なき道に挑み続けてきた多くの先人の汗と涙の

結晶と言えるのです。

2015年度に向けての決意と抱負

　人間は弱い生き物だと思います。一人では生きていけ

ません。時には自己保身になり、現状を変えることに憶

病になることもあります。

　しかし、現状を固定化してしまう、言い換えると、今の

ままで良いと思ってしまうと、改革や改善は出来ません。

　私たちは、共生・共働という理念に基づいて、様々な

困難を抱える人たちと共に働くことを目指してきました。

でも、その理念にはまだ及びついてはいません。今な

お、多くの就労困難を抱えている人たちの状況は改善さ

れていないのが現実です。

　障害者総合支援法や生活困窮者自立支援法の問題

もそうですし、社会的事業所制度法制化が未達成であ

ることもそうです。さらには、私たちライフの中での共働

事業所化も道半ばです。

　「共生・共働」を言い換えると「同じ釜の飯を食う」

という事だと分かりやすいかもしれません。そのことで

考えてみると、「同じ釜で飯をつくっている」かもしれな

いが、飯の量は同じか、コゲ飯（私はコゲ飯も好きだ

が）ばかり当たっている人はいないか、冷えた飯じゃな

いか、そんなことを考えてみる事が必要なのだろうと思

います。ワープロフロアー時代に模索していた、みんな

で分ける気持ちです。

　つまり、自分だけの事を考えるのではなく、他の仲間

の事に思いやる気持ちを大切にしていきたいと思いま

す。同時に、自分は他の仲間にも支えられているという

気持ちを持つことです。

　制度や法は「棚からぼた餅」のようにはいきません。

制度や法を作りだすためには、それを実現させるため

の持続的な活動が必要です。活動は「誰かがやってく

れる」ではなく、自分が動きだす事です。

　仲間の事に想いを馳せ、事業経営も考え、そして社会

を変えるために活動する、ライフや共同連はこうした志

をもった人たちの集合体です。

　障害のある人をチャレンジドという事があります。し

かし、私たちはみんなチャレンジド（挑戦という使命や

課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人）なんで

す。2015年もみんなの力を合わせ、目標に向かって歩

みましょう。

守りではなく、挑み続ける志をみんなでもとう！
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こころや所長　田中　伸和

こころや生活介護型移行についての家族説明会こころや生活介護型移行についての家族説明会

　こころやは現在の就労継続支援B型から、生活
介護型の事業所に移行することになりました。そ
れに伴い、去る４月27日13：00より、ライフこころ
やにて家族説明会を開催しました。
　生活介護型とは、介護保険におけるデイサービ
スに該当するものです。今までは「仕事をする」と
いうことを目標にしてきましたが、今後は仕事とい
うことだけにこだわらず「幅広い日中活動」をして
いくことを目標にしていきます。
　その理由として、日々年齢を重ねていき、今まで
頑張ってきて、懸命に維持してきた身体機能が、い
わゆる健常者といわれる人よりも速いスピードで失
われてきていると感じていることです。
　身体機能が低下すると、日常生活に不便なこと
が多くなります。まして仕事、作業になるともっと多
くの不便、困難を感じることが多くなっていくと思
います。仕事が仮に出来なくなったとしても活躍で
きる場、必要とされる場、仕事以外でも人生を楽し
める場所を目指したいと思います。
　仕事をしないということではなく、働
くことができる人、その意思のある人に
は仕事をしてもらいます。
　生活介護型という制度を利用するに
は年齢にもよりますが障害程度区分の
区分２から区分３以上が必要です。障
害程度区分は区分１から区分６まであ
り区分６の人のほうが重度の障害とい
う認定になります。
　区分の数字が大きく、重度の障害を
持つ人のほうがより多くの制度を利用

でき、福祉サービスも多く利用できます。体が動く
人や普段は元気に見えてしまう人には、多くの場合
は区分１や区分２になることが多いとききます。
　ですが、障害程度区分が本当に社会や地域で生
きていく困難さを表わせているとはかぎらないの
で、障害程度区分の数字に表れない困難さを、本
人、御家族、支援者が伝えていくことも必要なこと
だと思います。
　御家族から質問も多くありましたが、一つひとつ
説明していくことで少しづつ安心してくれていたよ
うに感じました。
　母親から「今後、自分がいなくなった後のことが
不安」との声もきけました。
　ライフでは日中活動の場だけではなく、まちかど
荘という共同住居があります。これからもっと生活
の場も増やしていかなければならないと思い、探
しています。
　御家族の考える不安の一部とライフの必要と考
えている部分が同じだったことも安心のひとつ
だったと思います。
　「誰に相談したら良いのか、頼れば良いのかわ
からずずっと不安に思っていたので、今回の説明会
に来てライフならば一緒に考えてくれる、と思い安
心した」との声もありました。
　普段、こころやにあまり来る機会や会う機会の
ない御家族とお話ができ、そういう機会としても大
変良かったと思いました。
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 ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫
リユースプラザ館長　松永  クニ子リユースプラザ館長　松永  クニ子

★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★
発寒工房　小原　浩之

巻いてさす、巻いてさすを7回繰り返すと
カーネーションの出来上がり

環境イベント環境イベント

第３土曜日工作教室のお話

２月２月 ３月３月 ４月４月

リユースプラザ　小野　克代

構想から2年あまり…リユースプラザの知恵が集結した万華鏡です。イケメンのお内裏様になりました。女子はイケメンが好きです。

カメラマンの要望に応えて、色々な体勢を取る川村さん。

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

　リユースプラザでは毎月第３土曜日
に小学生対象の簡単工作教室を開催
しています。なるべくお金をかけずに

家にあるものを活用し季節感のあるもの、喜んで
もらえるものを作っています。
　２月は回収された枝葉の枝を使いお雛様、３月
はプラ版、牛乳パックを使って万華鏡、４月は余り
布とペットボトルキャップでカーネーションのコ

サージュ作りをしました。
　参加される方は少ないのですが一度参加された
ことがある方は楽しんで何度も足を運び保護者の
方も喜んでくれます。
　これからも喜んでくれる、楽しく
作れる工作を考えていくのでたくさ
んの方に参加してもらいたいです。

　発寒工房の新

人スタッフのおば

らです。

　ライフの一員と

して活躍していく

ための研修も「リユースプラザ」「たねや」に続き、

今回の「きばりや」で３カ所目になります。

　もともと私は人の名前を覚えるのが苦手なもの

ですから、一度に何人もの名前を覚えるのが大変

でした。

　「きばりや」を訪れて感じたのは、明るくて元気

の良い人ばかりだなということです。寡黙な人も中

にはいましたが性格は人それぞれですからね。

　「きばりや」の中での軽作業（慣れない私にとっ

ては重労働？）もみんなで協力しながらテキパキと

進めていたのが印象的です。

　畑作業も皆さんと一緒に体験することができま

した。出身が洞爺湖町ということもあり、農業が身

近な存在で、私の親も昔は農業を営んでいました

ので畑作業を楽しみにしていました。失礼ながら、

畑も設備や農業機械も予想よりずっと立派で驚き

ました。ジャガイモの「とうや」を栽培していたこと

もちょっとした驚きです。

　ゴボウ掘りなども一緒にやりましたが、以前勤め

ていた造園屋でもこんなに穴ばかり掘ったことは

ありませんでした。皆さんが黙々と集中して掘って

いる姿には本当に頭がさがりました。

　畑作業はシーズン中は主体的にスケジュールを

組んで動けるのと、生産物の売り上げがダイレクト

に収入につながるということが良いですね。皆さん

の明るさや元気のもとになっているのでしょうか？

　幸いなことに「こころや」の清掃作業にも同行さ

せていただきました。皆さんそれぞれの担当を確

実にこなしていたのが印象的です。なにより、迷路

のような工場の中を迷わず移動していたのが驚き

です。私は迷いました。

　昼休みにちょっとだけ「こころや」に顔を出しま

したが、文字通り「顔を出しただけ」で終わってし

まったのが心残りです。

　研修を通して多くの仲間の名前を覚えることが

できました。また、日常の業務の一端にも触れるこ

とができました。

　皆さんに得意不得意があるように、私にも得意な

こと不得意なことがありますが、もし私の得意なこ

とで力になれることがあれば、いつでも気軽に声

をかけてください。

　最後になりましたが、私を暖かく迎えてくださっ

た皆さん、ありがとうございました。　

☆ 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
 ☆

STVラジオ11日土曜日放送の「さっぽろ
散歩」への出演のための取材。こちらは、
お引越しに付きものの「資源物の回収」や
「ごみ分別」についてのことをお話ししま
した。
　この日、ラジオの放送後すぐにお問合せ
の電話ラッシュとベビーカーを購入の来
館者の対応に追われました。テレビの方
は、３日の放送が青函トンネル内での列車

事故で７日の放送になりました。アカデミックセー
ルのお知らせは削除され２分ほどの出演でした
が、川村さんの家具洗いの様子に大反響。またま
た翌日から電話のお問合せと来館者が続々と…12
日の日曜日には来館者が319人とイベント開催の
ような賑わいで、もちろん、家具もたくさん売れま
した。
　マスメディアの力はすごい！
と実感しましたよ。どの放送も
２～３分の出演なのですが…
　４月は一気に有名になったリユースプラザでし
たが、この人気2015年度いっぱい続いて欲しいも
のです。

　新年度が始まるということで、４月１日は３件の
取材がありました。
　朝９時30分から、NHKテレビの河野千秋キャ
スターとカメラ＆音響の方３人がリユースプラザ
館内を撮影。学生さんの新生活の応援をお知らせ
したいと「アカデミックセール」と家具洗いをする
川村さんの取材です。
　11時に終了して取材陣が帰ると、すぐにSTVラ
ジオのランラン号の生放送に松永が出演しまし
た。こちらは４月１日から始まったばかりの「ベ
ビーカーフェア」を紹介しました。11時40分頃か
ら３分程度の出演でした。
　そして午後３時から同じく

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

会場：リユースプラザ
　（厚別区厚別東３条１丁目1-10）
◎お申込みについて
　５月１２日（火）１０時から電話受付、
　先着１０名。参加費２００円。

６月６日（土）
午後１時～３時

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

☆ 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

６月20日（土）21日（日）
午前10時～午後３時
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 ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫ ≪リユースプラザの取材ラッシュ！≫
リユースプラザ館長　松永  クニ子リユースプラザ館長　松永  クニ子

★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★★ ライフ、各事業所の研修に行って ★
発寒工房　小原　浩之

巻いてさす、巻いてさすを7回繰り返すと
カーネーションの出来上がり

環境イベント環境イベント

第３土曜日工作教室のお話

２月２月 ３月３月 ４月４月

リユースプラザ　小野　克代

構想から2年あまり…リユースプラザの知恵が集結した万華鏡です。イケメンのお内裏様になりました。女子はイケメンが好きです。

カメラマンの要望に応えて、色々な体勢を取る川村さん。

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

　リユースプラザでは毎月第３土曜日
に小学生対象の簡単工作教室を開催
しています。なるべくお金をかけずに

家にあるものを活用し季節感のあるもの、喜んで
もらえるものを作っています。
　２月は回収された枝葉の枝を使いお雛様、３月
はプラ版、牛乳パックを使って万華鏡、４月は余り
布とペットボトルキャップでカーネーションのコ

サージュ作りをしました。
　参加される方は少ないのですが一度参加された
ことがある方は楽しんで何度も足を運び保護者の
方も喜んでくれます。
　これからも喜んでくれる、楽しく
作れる工作を考えていくのでたくさ
んの方に参加してもらいたいです。

　発寒工房の新

人スタッフのおば

らです。

　ライフの一員と

して活躍していく

ための研修も「リユースプラザ」「たねや」に続き、

今回の「きばりや」で３カ所目になります。

　もともと私は人の名前を覚えるのが苦手なもの

ですから、一度に何人もの名前を覚えるのが大変

でした。

　「きばりや」を訪れて感じたのは、明るくて元気

の良い人ばかりだなということです。寡黙な人も中

にはいましたが性格は人それぞれですからね。

　「きばりや」の中での軽作業（慣れない私にとっ

ては重労働？）もみんなで協力しながらテキパキと

進めていたのが印象的です。

　畑作業も皆さんと一緒に体験することができま

した。出身が洞爺湖町ということもあり、農業が身

近な存在で、私の親も昔は農業を営んでいました

ので畑作業を楽しみにしていました。失礼ながら、

畑も設備や農業機械も予想よりずっと立派で驚き

ました。ジャガイモの「とうや」を栽培していたこと

もちょっとした驚きです。

　ゴボウ掘りなども一緒にやりましたが、以前勤め

ていた造園屋でもこんなに穴ばかり掘ったことは

ありませんでした。皆さんが黙々と集中して掘って

いる姿には本当に頭がさがりました。

　畑作業はシーズン中は主体的にスケジュールを

組んで動けるのと、生産物の売り上げがダイレクト

に収入につながるということが良いですね。皆さん

の明るさや元気のもとになっているのでしょうか？

　幸いなことに「こころや」の清掃作業にも同行さ

せていただきました。皆さんそれぞれの担当を確

実にこなしていたのが印象的です。なにより、迷路

のような工場の中を迷わず移動していたのが驚き

です。私は迷いました。

　昼休みにちょっとだけ「こころや」に顔を出しま

したが、文字通り「顔を出しただけ」で終わってし

まったのが心残りです。

　研修を通して多くの仲間の名前を覚えることが

できました。また、日常の業務の一端にも触れるこ

とができました。

　皆さんに得意不得意があるように、私にも得意な

こと不得意なことがありますが、もし私の得意なこ

とで力になれることがあれば、いつでも気軽に声

をかけてください。

　最後になりましたが、私を暖かく迎えてくださっ

た皆さん、ありがとうございました。　

☆ 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
 ☆

STVラジオ11日土曜日放送の「さっぽろ
散歩」への出演のための取材。こちらは、
お引越しに付きものの「資源物の回収」や
「ごみ分別」についてのことをお話ししま
した。
　この日、ラジオの放送後すぐにお問合せ
の電話ラッシュとベビーカーを購入の来
館者の対応に追われました。テレビの方
は、３日の放送が青函トンネル内での列車

事故で７日の放送になりました。アカデミックセー
ルのお知らせは削除され２分ほどの出演でした
が、川村さんの家具洗いの様子に大反響。またま
た翌日から電話のお問合せと来館者が続々と…12
日の日曜日には来館者が319人とイベント開催の
ような賑わいで、もちろん、家具もたくさん売れま
した。
　マスメディアの力はすごい！
と実感しましたよ。どの放送も
２～３分の出演なのですが…
　４月は一気に有名になったリユースプラザでし
たが、この人気2015年度いっぱい続いて欲しいも
のです。

　新年度が始まるということで、４月１日は３件の
取材がありました。
　朝９時30分から、NHKテレビの河野千秋キャ
スターとカメラ＆音響の方３人がリユースプラザ
館内を撮影。学生さんの新生活の応援をお知らせ
したいと「アカデミックセール」と家具洗いをする
川村さんの取材です。
　11時に終了して取材陣が帰ると、すぐにSTVラ
ジオのランラン号の生放送に松永が出演しまし
た。こちらは４月１日から始まったばかりの「ベ
ビーカーフェア」を紹介しました。11時40分頃か
ら３分程度の出演でした。
　そして午後３時から同じく

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

会場：リユースプラザ
　（厚別区厚別東３条１丁目1-10）
◎お申込みについて
　５月１２日（火）１０時から電話受付、
　先着１０名。参加費２００円。

６月６日（土）
午後１時～３時

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

☆ 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

６月20日（土）21日（日）
午前10時～午後３時
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 所 長　小形　忠寛
　元気ジョブが開設してから５年半が過ぎた。そ

の間に、幾つかの障害者に関する法律も整備され

てきた。2011年10月に「障害者自立支援法等の

改正法」が施行、2012年10月に「障害者虐待防

止法」が施行、2013年４月に「障害者自立支援

法」が「障害者総合支援法」となり施行された。ま

た、特に元気ジョブと密接に関わる「障害者優先

調達推進法」も施行された。

　この法律では、共同受注窓口に対しても地方自

治法の第３号随意契約の対象となり、元気ジョブ

にとって札幌市との契約が可能になったことは大

きい。共同受注窓口からの調達は、札幌市が把握

としているのは広報誌配布業務１件であるが、実

際には特定健診の帳票配送・管理業務もその１つ

です。

　最近、目にした（社福）あむさん発行のあむ通信

で「連携」と「連係」について掲載されていたのを

思い出した。元気ジョブがこれまで言ってきた共

同受注とは、どちらかと言えば「連携」を意味して

いる。封入作業やポスティングなど同じものを複数

の事業所で行なう作業のことを意味してきたが、

その仕組みづくりは、なかなか容易には進まない。

　しかし、特定健診の帳票配送・管理業務は、帳

票（印刷物）を或る事業所で梱包した後、各エリア

担当の５事業所で指定医療機関に帳票配送する

業務で、そのあと帳票の残部をチェックして終了。

この「連係」が極めて大事な仕事ですが、受注は

それほど難しくはないだろう。ただ、営業スタッフ

が発注者側の意図を把握し、そのスキームを示す

ことができるか否かで決定する。その結果として、

営業スタッフの考えがその受注に実を結ぶことが

できるかという重要な役割を握っている。

　つまり、「連係」は分業であり、それぞれがその

役割を果たして、次へとバトンタッチをする。そし

て１つのものが完成される。例えば、プロ野球で

は、ピッチャーがかつてのような先発完投ではな

く、今や先発・中継ぎ・抑えという３構成で成り

立っている。このバランスが崩れた時は、大体負け

パターンになることが多い。

　２，３ヶ月程前、発注者側から元気ジョブに或る

調査のために①封筒の印刷、②調査票の印刷、③

その封入作業、④そのポスティングという仕事の

依頼を受けた。そして、発注者側から調査票の原

稿ができたと連絡を受けた時に問題が発覚（なん

と印刷の納期がたった２日）、希望納期に間に合

わないと返事をしたことで、発注者の怒りを買っ

た。というのも、担当者が①をＡ事業所、②をＢ事

業所、③をＡ事業所、④をＣ事業所に振り分けた

ため、それぞれの成果物の移動などかなりのロス

が生じる。結果として、一連の流れを掴めてな

かったことが後から解った。そのことを踏まえなが

ら、私は発注者側にそれまでの振り分けを組み換

え、③をＢ事業所にして新たな工程表を示し、何と

か発注者側の了解を頂いて事なきを得ることがで

きた。もしも、私が担当だったなら、最初から①と

②をＡ事業所、④をＣ事業所の２か所に振り分

け、残る③の仕事をＡ事業所かＣ事業所で行なう

というスキームを作る。

　まさに、この仕事例は「連係」であり、その営業

の進め方として失敗だったことが判る。ここで大事

なことは、クリティカルパス（前が終らないと後が

できない）を把握し、工程表を示して発注者側の了

解を得ることだと思う。

　元気ジョブという仲介役は、発注者側と受注者

側双方のメリットを引き出してやらなければならな

い大変な仕事です。でも、それを考えてすることが

楽しいと思うようになるのが大切ではないだろう

か。

d   失敗を経験して学ぶこと ad   失敗を経験して学ぶこと a

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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[勤務先] 西･東･北･厚別･白石の各区※勤務場所へ
の直行直帰可

[資　格] 経験不問､学生さんもOK､ブランクがある
方･未経験･勉強中の方も歓迎

[時　間] 7:00～24:00の間で2～6時間位､週1～6
日の勤務

[給　与] 時給850～1,200円以上､交通費規定
[応　募] 電話の上､写真付履歴書ご持参下さい｡
★勤務先･時間･日数等､ご希望に合わせます｡
[連絡先] Tel:011-623-2505(佐々木･斉藤)                

札幌市西区二十四軒４条６丁目５-３２

ヘルパーステーション繭結(ゆい)では、ホームヘル
パー(１級または２級ヘルパー資格保持者)を募集して
おります。まずはお話だけでも聞いてみませ
んか？ご応募お待ちしております。

お知らせ

　ライフの職員になり、５月で５年になります。改

めて振り返ってみると、５年間はあっという間だっ

たように感じます。

　なぜ自分が介護の業界にきたのか、どうしてい

まだに続けられるのか疑問に思うときがあり、５年

経った今でも、自分に合っているのか、好きで介

護業をしているのかは正直わかりません。自分の

友人達などには、「まだ続けているの!?　よく続け

られるね。自分には介護の仕事はできないな」と

よく言われます。誉められているのか、それとも逆

なのかはわかりませんが、男の友人にも女の友人

にも会うたびに言われている気がします。

　一般的に介護業のイメージは、キツイ、安い、汚

い、なので、その中で続けられるのはすごいという

事なのでしょう。確かにそのイメージは間違ってな

いのですが、それ以上に体験している自分にとっ

て思うことは、高齢の方、障害を持っている方の安

全を守ること、安心に生活ができるように一緒に考

えていくことが難しく思います。

　こんな自分でも心がけていることがあり、それ

は、ケガをさせない事。簡単に聞こえますが、利用

者さんと一緒にいると意外と難しく、常に考えてい

るようにしています。普段の生活に慣れて、油断さ

れている方が多いので一緒にいる時は自分が油断

しないようにしています。

　こう思うと、今までこの仕事を続けられているの

は、介護に対する責任感と、自分を必要としてくれ

ている人の為に続けられている気がします。

　自分の思っている事を伝え

るのは不得意なので、思って

いる事の５分の１くらいしか

書けませんでしたが、とりあえ

ず、５年続けられた自分を自

分で誉め、酒でも飲むことに

します。

　はじめまして、ヘルパーステーション繭結のヘル

パーをしています石井です。

　なんとなく始めたヘルパーも、なんとなく続けら

れているのも、周りの皆さんのおかげなのかと思

います。ありがとうございます。

　繭結に入って最初の頃、料理を今まで全然して

来なかった事を実感しました。これはまずいと思

い、料理本を買って、勉強したのが懐かしいです。

　いまだに料理は上手くはないですが、利用者の

方は文句も言わずに食べてくれて、料理をする機会

をたくさん頂きました。やはり実践を積むのが自信

にもつながりますし、先輩ヘルパーの方々からす

れば、料理とは言えないレベルですが、少しずつ

料理ができるようになったときは嬉しかったです。

　料理に限らず、家事全般、車の運転、書類の書き

方等、数多くの失敗をしてきたなぁと同時に周りの

方にご迷惑をおかけしたと思います。今もご迷惑

をかけていると思いますが、すみません。

　利用者の方は、たくさんいます。ひとりひとり介

助の仕方もちがうので、そう考えると奥が深い仕事

だと思います。今もまだ出来ない事のほうが多い

ので、地道に頑張って行きたいです。

介護職員になって介護職員になって
ヘルパー　南　陽二郎

繭結で働いてみて繭結で働いてみて
ヘルパー　石井　建二

 所 長　小形　忠寛
　元気ジョブが開設してから５年半が過ぎた。そ

の間に、幾つかの障害者に関する法律も整備され

てきた。2011年10月に「障害者自立支援法等の

改正法」が施行、2012年10月に「障害者虐待防

止法」が施行、2013年４月に「障害者自立支援

法」が「障害者総合支援法」となり施行された。ま

た、特に元気ジョブと密接に関わる「障害者優先

調達推進法」も施行された。

　この法律では、共同受注窓口に対しても地方自

治法の第３号随意契約の対象となり、元気ジョブ

にとって札幌市との契約が可能になったことは大

きい。共同受注窓口からの調達は、札幌市が把握

としているのは広報誌配布業務１件であるが、実

際には特定健診の帳票配送・管理業務もその１つ

です。

　最近、目にした（社福）あむさん発行のあむ通信

で「連携」と「連係」について掲載されていたのを

思い出した。元気ジョブがこれまで言ってきた共

同受注とは、どちらかと言えば「連携」を意味して

いる。封入作業やポスティングなど同じものを複数

の事業所で行なう作業のことを意味してきたが、

その仕組みづくりは、なかなか容易には進まない。

　しかし、特定健診の帳票配送・管理業務は、帳

票（印刷物）を或る事業所で梱包した後、各エリア

担当の５事業所で指定医療機関に帳票配送する

業務で、そのあと帳票の残部をチェックして終了。

この「連係」が極めて大事な仕事ですが、受注は

それほど難しくはないだろう。ただ、営業スタッフ

が発注者側の意図を把握し、そのスキームを示す

ことができるか否かで決定する。その結果として、

営業スタッフの考えがその受注に実を結ぶことが

できるかという重要な役割を握っている。

　つまり、「連係」は分業であり、それぞれがその

役割を果たして、次へとバトンタッチをする。そし

て１つのものが完成される。例えば、プロ野球で

は、ピッチャーがかつてのような先発完投ではな

く、今や先発・中継ぎ・抑えという３構成で成り

立っている。このバランスが崩れた時は、大体負け

パターンになることが多い。

　２，３ヶ月程前、発注者側から元気ジョブに或る

調査のために①封筒の印刷、②調査票の印刷、③

その封入作業、④そのポスティングという仕事の

依頼を受けた。そして、発注者側から調査票の原

稿ができたと連絡を受けた時に問題が発覚（なん

と印刷の納期がたった２日）、希望納期に間に合

わないと返事をしたことで、発注者の怒りを買っ

た。というのも、担当者が①をＡ事業所、②をＢ事

業所、③をＡ事業所、④をＣ事業所に振り分けた

ため、それぞれの成果物の移動などかなりのロス

が生じる。結果として、一連の流れを掴めてな

かったことが後から解った。そのことを踏まえなが

ら、私は発注者側にそれまでの振り分けを組み換

え、③をＢ事業所にして新たな工程表を示し、何と

か発注者側の了解を頂いて事なきを得ることがで

きた。もしも、私が担当だったなら、最初から①と

②をＡ事業所、④をＣ事業所の２か所に振り分

け、残る③の仕事をＡ事業所かＣ事業所で行なう

というスキームを作る。

　まさに、この仕事例は「連係」であり、その営業

の進め方として失敗だったことが判る。ここで大事

なことは、クリティカルパス（前が終らないと後が

できない）を把握し、工程表を示して発注者側の了

解を得ることだと思う。

　元気ジョブという仲介役は、発注者側と受注者

側双方のメリットを引き出してやらなければならな

い大変な仕事です。でも、それを考えてすることが

楽しいと思うようになるのが大切ではないだろう

か。

d   失敗を経験して学ぶこと ad   失敗を経験して学ぶこと a

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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  所 長  福田　義浩
　今年の道内での桜の開花は例年より早いそうで

ある。少し前までは、三吉神社のお祭りが冬の終わ

りを教えてくれ、桜の花が春の訪れを告げてくれて

いたものである。

　二年前から、某所に羊羹を納めるようになった。

この羊羹の小箱の組み立てが始まると、これから暖

かい季節になっていくのだと知らせてくれる。まる

で春の風物詩のようになっている。

　この羊羹を納めるにあたっては、ちょっとしたエ

ピソードがある。この仕事を頂いた話は、少し長く

なるので、ここでは割愛し、また別の機会にお話す

ることにして、「羊羹を納める」とひと言でいって

も、化粧箱のデザインから始まり、小豆と小倉のそ

れぞれを小箱に入れ、さらに三個ずつを中箱に入

れるのである。

　箱の展開図を見たとき、何度やっても箱が作れな

いので、小学校の図工の先生に怒られたのを思い

出した。泣きながら坂道を転げるように帰った苦い

思い出がある。

　そういったいきさつから、その図を見たとき「これ

はお断りしたほうがいいな」と思った。適当な理由

をつけて、断ろうと思った矢先、机に向かい一心不

乱に箱を作っている鈴木麻依さんの姿を発見。まる

で箱を作るためにあるようなしなやかなその指先

で、あざやかに作り上げていくその様子は、まるで

熟練した職人のようである。内心、いらぬことを口走

らなくてよかったと安堵した。

　あれ以来、図工の先生は、もう夢には出てこなく

なった。代わりに、大きな麻依さ

んが、小さくなった私を箱に詰め

込む夢を見るようになった。しか

し、決してうなされることはない。

恐怖のあまり声が出ないのである。

　こうして、何度目かの春が、今年

もやってくるのである。

星　力雄
　今年は、雪解けも早かったせいか、車で移動して

いても、時間が読めたり通勤もとても歩きやすかっ

たりととても助かりました。

　私自身、ライフ（もじや）に入って早１年３か月が

たちました。主に印刷をメインに仕事をしています。

そんな中、先日「まさか」が現実となり驚いています。

　もじやの工場には30年近い印刷機（ライフの歴

史より古い！）や、他にも年代物がありこの１年なん

とか、それらの機嫌をとりながら付き合ってきました

が突然の別れがやってきました。

　新たに印刷機を入れ替えるとの話が（以前からも

じやとしても要望はしていたのですが）急浮上して

３月上旬に現実の運びとなりました。私もそうです

が、特に中橋君が新しい機械を始めから使えるとい

う事に大変喜んでいました。

　中橋君本人が思い描いていた様にはうまくいかな

い模様ですが、毎日悪戦苦闘しながら使い方を覚

えるためチャレンジし、少しずつですがどんどん飲

み込んでいるようです。そのうちに中橋君が一人で

印刷したアドボケイトがみなさんの手元に届くと思

います。こう、ご期待！

渡邊　重治
　もじやでは今真駒内滝野霊園の売店で販売して

いるようかんを箱に入れる仕事をして、まず最初に

ようかんを入れる箱に賞味期限のシールを貼ってか

ら、ようかんを箱に入れるのですが、和菓子を取り

扱うのですから頭には帽子をかぶり、手袋をはめて

口にマスクにしてしました。数が多くて大変です。

　その他、パソコンで心の癒やしというテキストを

うっています。ライフ、ワープロフロアーに入ってま

もなくして長い文書をうったことがあったのですけ

れど、何年ぶりかでうって少し緊張しながらうって

います。

『 まさかが現実に 』『 まさかが現実に 』『 春はどこから 』『 春はどこから 』

『 もじやでの仕事 』『 もじやでの仕事 』
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26０円26０円

春になりまして！春になりまして！ カフェ 五十嵐　沙彩

　　 医食同源
加藤　信一

　きばりや農園（仮称）は、農薬不使用・無肥料で

栽培しているため体にやさしいのはもちろん、美味

しいです。昨年はごぼうのお茶や、かぼちゃの種な

どを主に健康食品として使っていました。

　今年は「菊芋」に挑戦してみようかと考えていま

す。みなさん「菊芋」をご存じでしたか？　これは

食べるインシュリンと言われるほど体に良いそう

です。食べて美味しく、体にも良いというのは魅力

的です。

　私的にはスーパーで陳列されている、緑や赤の

はっきりした色のものが、見栄えは良いものの、あ

きらかに「怪しい？」と感じてしまいます。もちろん

医療を否定するのではありませんが、医療だけで

はない人間本来の自然治癒力も大切です。今年も

美味しくて体に良い野菜を育てていきます。

～cafe de キバリヤより～～cafe de キバリヤより～

『 大福セット 』『 大福セット 』

北海道にもやっ
と！待ちに待っ
た春到来です。
　今月のオスス
メは桜団子です。
一口食べると…

春が口いっぱいに広がります。
　お茶とあわせて、是非ご賞味ください☆

北海道にもやっ
と！待ちに待っ
た春到来です。
　今月のオスス
メは桜団子です。
一口食べると…

春が口いっぱいに広がります。
　お茶とあわせて、是非ご賞味ください☆

　私がカフェに来て１年が過
ぎました。この１年はあっという間で、今までお菓
子を作れなかった私が１人でシフォンケーキを作
れるまでに成長しました！（笑）
　先日きばりやで１日研修をしたのですが、カフェ
とはまた違う仕事で緊張と新鮮な気持ちでお仕事
をすることが出来ました！　製本作業や軽作業を
行ってみて、今までやった事がない仕事
だったのでとても勉強になりました。

　さて、話を変えまして…先月の下旬に四季によっ
て期間限定で提供するプレートを考えてみたので
すが、これが意外と難しく試行錯誤した結果…
　春野菜を中心にした春プレートを作ることが出
来ました！！　大豆ミートときばりやの大豆から作っ
たおからでハンバーグを作ったり、新玉ねぎや春
キャベツでサラダを作ったりと春を感じられるも

のが出来たと思っています。今後も新しいメ
ニューなどを考えていきたいです。

高橋 優希
たかはし ゆうき

　どうも高橋優希です。たねや
からCafé de Kibariyaに異動
しました。カフェの仕事は毎日
が大変ですが、充実した日々を
過ごしています。
　皆さんよろしくお願いします。

カフェ ド キバリヤの

　　　　　　　にゅーふぇいす！！
カフェ ド キバリヤの

　　　　　　　にゅーふぇいす！！

菊芋はイヌリンと呼ばれる食物繊維を主体とした植物
で、イヌリンは糖が体内に吸収するのを防いでくれ、
血糖値を下げるのに効果があり、アトピー性皮膚炎の
改善やがんの予防にもなるとして注目されています。

　　 したいこと
星　☆　悠

　まず、して気づいたこ

とは、ゴボウほりです。

ぼくははじめて、ゴボウ

ほりしました。でもゴボウほりうまくできるかなか

なと、キズができました。きんちょうして、むねがい

たむくらいでした。だって、お客様にうるためです。

　はなしかわるけど、うりこみの人になりたい。あ

とやさいのぶんべつしてふくろずめやりたいです。

じゃがいもの袋詰めは楽しいよ！じゃがいもの袋詰めは楽しいよ！

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
・農業・喫茶・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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 『 春到来！ 』 
野﨑　友宏

 『 春到来！ 』 
野﨑　友宏

　北海道も長い冬が終わり、

やっと春がやってきました。

　また、最近では花が咲いてい

たり、ふきのとうが芽を出したりと、目に見えて春

を感じれるようになりました♪

　私はイオン業務を担当しておりますが、朝７時

～夕方17時までの勤務のため、冬場は出勤時も退

勤時も外は真っ暗という状態でしたが、今ではど

ちらも明るくなっており、もう冬は終わったんだ

なぁーっと、変なところで春を感じたりしています。

　これからはビールの美味しい季節にもなります

し、そろそろバーベキューでもしたい

なぁ～っと思いながら、資源物の分

別に励んでいる今日この頃です♪

5月18・20日／6月5日  
出店予定

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

AM10：00～PM6：00

共働サービスたねやのfacebookでも商品など随時更新
していますのでぜひご覧ください。
「共働サービスたねや facebook」で検索していただくか、
URL(https://www.facebook.com/taneya.life)
を直接入力してくださいね。

「Facebookでも商品な
ど随時更新中！」

「Facebookでも商品な
ど随時更新中！」

「女性２人で女子トイレ一緒のそうじ 」
増田　真理子

　私は去年の10/24(金)から、こころやのメンバー

さんと一緒に女子トイレのそうじをしました。床は

きとドアふきとトイレの中の物をふいたり、床ふき

もしてくれて私は助かります。後は代わりに曙でも

同じく一緒に女子トイレも入ってます。

　今年の清掃は曙は火曜日は月に２回になってい

ます。インテルは火曜日と金

曜日になってるのとたまに木

曜日行く事になっています。

　無理をしないようにします。

「 今後の目標 」 
澤出　駿

　今たねやでいろいろな作業し

てそうじをしたりしています。

　今後の目標はcafé de きば

りやと交互でおつとめができたらいいと思います。

早くからカフェでキバリヤで料理などを作業ができ

たらいいと思います。

「　仕事はたのしい 」
井口　真二

　いまはいそがしい日にちをすご

してます。

やっと慣れてきたのですが、もっ

とがんばります。

　以前、1度ここでも書きましたがジンバブエの
ジャナグルアートセンターさんの協力でジンバブエ
の魅力的な布を仕入れて縫製、いろいろな雑貨を
つくり販売できるようになりました！
　あまり見たことのないような素晴らしい柄や色
の布製品をぜひ手にとってご覧くださいませ。

ジャナグルの布製品が登場

トートバッグ ••
•••••••••••• 各

種 2,000円～

コースター(左下
) •••••••••••••  各

種 200円

バンダナ(左上)
 •••••••••••  各種

 1,500円

ストール(右上) 
••••••••••••  各種

 1,800円

ランチョンマット
(右下) ••••••• 各

種 500円

トートバッグ ••
•••••••••••• 各

種 2,000円～

コースター(左下
) •••••••••••••  各

種 200円

バンダナ(左上)
 •••••••••••  各種

 1,500円

ストール(右上) 
••••••••••••  各種

 1,800円

ランチョンマット
(右下) ••••••• 各

種 500円

新商品！
！

新商品！
！
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 『 春到来！ 』 
野﨑　友宏

 『 春到来！ 』 
野﨑　友宏

　北海道も長い冬が終わり、

やっと春がやってきました。

　また、最近では花が咲いてい

たり、ふきのとうが芽を出したりと、目に見えて春

を感じれるようになりました♪

　私はイオン業務を担当しておりますが、朝７時

～夕方17時までの勤務のため、冬場は出勤時も退

勤時も外は真っ暗という状態でしたが、今ではど

ちらも明るくなっており、もう冬は終わったんだ

なぁーっと、変なところで春を感じたりしています。

　これからはビールの美味しい季節にもなります

し、そろそろバーベキューでもしたい

なぁ～っと思いながら、資源物の分

別に励んでいる今日この頃です♪

5月18・20日／6月5日  
出店予定

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

札幌駅前地下歩行空間
「カイマチ」にもぜひお越しください！

AM10：00～PM6：00

共働サービスたねやのfacebookでも商品など随時更新
していますのでぜひご覧ください。
「共働サービスたねや facebook」で検索していただくか、
URL(https://www.facebook.com/taneya.life)
を直接入力してくださいね。

「Facebookでも商品な
ど随時更新中！」

「Facebookでも商品な
ど随時更新中！」

「女性２人で女子トイレ一緒のそうじ 」
増田　真理子

　私は去年の10/24(金)から、こころやのメンバー

さんと一緒に女子トイレのそうじをしました。床は

きとドアふきとトイレの中の物をふいたり、床ふき

もしてくれて私は助かります。後は代わりに曙でも

同じく一緒に女子トイレも入ってます。

　今年の清掃は曙は火曜日は月に２回になってい

ます。インテルは火曜日と金

曜日になってるのとたまに木

曜日行く事になっています。

　無理をしないようにします。

「 今後の目標 」 
澤出　駿

　今たねやでいろいろな作業し

てそうじをしたりしています。

　今後の目標はcafé de きば

りやと交互でおつとめができたらいいと思います。

早くからカフェでキバリヤで料理などを作業ができ

たらいいと思います。

「　仕事はたのしい 」
井口　真二

　いまはいそがしい日にちをすご

してます。

やっと慣れてきたのですが、もっ

とがんばります。

　以前、1度ここでも書きましたがジンバブエの
ジャナグルアートセンターさんの協力でジンバブエ
の魅力的な布を仕入れて縫製、いろいろな雑貨を
つくり販売できるようになりました！
　あまり見たことのないような素晴らしい柄や色
の布製品をぜひ手にとってご覧くださいませ。

ジャナグルの布製品が登場

トートバッグ ••
•••••••••••• 各

種 2,000円～

コースター(左下
) •••••••••••••  各

種 200円

バンダナ(左上)
 •••••••••••  各種

 1,500円

ストール(右上) 
••••••••••••  各種

 1,800円

ランチョンマット
(右下) ••••••• 各

種 500円

トートバッグ ••
•••••••••••• 各

種 2,000円～

コースター(左下
) •••••••••••••  各

種 200円

バンダナ(左上)
 •••••••••••  各種

 1,500円

ストール(右上) 
••••••••••••  各種

 1,800円

ランチョンマット
(右下) ••••••• 各

種 500円

新商品！
！

新商品！
！

５月のひだまり！５月のひだまり！
ひだまり一同

ひだまりに入って三年になりました。
熊谷　新

　春になり、陽気が温かいこの季節

いかがお過ごしでしょうか。

　僕事ですが、久しぶりにアドボケを書きます。こ

の度、ライフ（ひだまり）に入って三年間になりまし

た。毎日があっという間です。毎日、楽しく仕事さ

せていただきながら、皆さんに支えられてここまで

頑張れたことにやりがいと幸せを感じます。

　今年の５月で22歳になりますが、これからもラ

イフの戦力になれるように日々頑張っていきます

ので、どうぞ宜しくお願いします。

４月15日の新聞記事より
横窪　友美

　札幌市動物管理センターの犬の殺処分が2014

年度始めてゼロを達成、猫も最少記録を更新した

らしく、大変喜ばしいニュースだった。

　この調子で全国的にも殺処分

がゼロになってほしいと思う。

☆キッチンレシピ！ 

① 鶏肉を5mmの厚さのそぎ切りにし、塩、コショ
ウをふる。アスパラは根元を除き、下の太い部分
の皮をむいて斜め1.5cm幅に切る。

② ☆を混ぜ合わせ、フライパンに1/3の量を入れて
中火で温め、溶け始めたところに①を広げ入れ、
両面を焼きつける。

③ アスパラを加えてさっと炒め、残りの☆を加えて、
からめながら炒め合わせる。

マヨネーズとカレー粉のコクで淡白な鶏胸肉がうま
味のある肉に変身！
手早く出来るので、お弁当にもオススメです☆

☆材料（４人分）☆

鶏胸肉･････････････････ ２枚
塩、コショウ･････････ 各少々
グリーンアスパラ･･８～10本
マヨネーズ･････････ 大さじ6

☆カレー粉･･･････ 大さじ1/2
☆おろしショウガ･･ 各小さじ1
☆ケチャップ･･････ 各小さじ1

チキンとアスパラのタンドリー風チキンとアスパラのタンドリー風

☆何かと忙しいこの時期に☆
漬け込み時間も手間もなし！

　朝晩の気温も高くなり、確実に
春を感じる今日この頃、ひだまり
の店内は午後になると西日が入
り、ぽかぽかとした暖かい空気に
包まれます！

　最近では土曜日のお客様の入りも多く、お子様
連れや初めてのご来店の方も増えております。
　今までひだまりが培ってきた伝統を守りつつ、
よりお客様にご満足いただけるお店作りを目指
し、みんなでひだまりを盛り上げて行きたいと思
います！

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10：30～17：30 金10：30～21：00 土10：30～14：00
休 業 日：日曜、祝日、年末年始
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お米精米・販売

チラシ折り

封筒詰め作業

箱折り

シール貼り

清掃委託業務

    生きる！働く！輝こう！

　この仕事がはじまって5ヶ月がたちました。

ほぼ固定のチームメンバーで行っています。

　最初は仕事だからとしぶしぶ参加していたようですが、今で

は普段遅刻がちな人も回収に行く金曜日は早く出勤してきた

り、普段居眠りしがちな人も前の日から心の準備をして気合を

入れて出勤してきています。

　スタッフジャンパーもお揃いであたり、毎週楽しく働いてい

ます。

「 日中の生活について 」
佐藤　賢治

　ちこくばかりしていてもうあと20分、30分のとこ

ろでついついテレビを見てしまっていて、ついつい

自分を甘やかしてしまうんです。そんなところでい

つもスタッフにおこられてしまうんです。

　自分を甘やかしてしまっ

てはいけない、とわかって

いてもそんな自分がどこか

にいて、やはり心に魔物が

すむんです。あと20分、30

分と思うんです。でもそれ

に手が届かなくて、でもそれが自分なんです。

　自分を自分としてありのままに受け止める事が

大切だと思うんです。受け入れていかなければなら

ないのが僕らの仕事なんです。自分の中で境界線を

つくるしかない、と思うのは自分だけでしょうか？

　矛じゅんした世の中だからこそ自分の中で境界

線をつくるしかないのです。その中で僕らは仕事を

続けていくしかないのです。それが世の中なんで

す。

　障がい者だから、障がい者だから、と見られては

いけないんです。現実を現実として受け入れる、そ

れが生きるという事なんだと思うんです。健常者と

か障がい者とか関係なく生きていかなければいけ

ないと思うんです。

「 自分のこの頃について 」
笹尾　知弘

　以前もこのようなタイトルで原稿をかいたことが

ありますが、今回は自分の身体のことを書きたいと

おもいます。

　何が祟ったのかわかりませんが最近は関節のち

からが衰えたのか歩いているときに何もない所に

つまずいたり、フラついたりして歩いたりしてます。

　あと近くににつかまる物があればどこかにつか

まって、ころばない様にあるいてます。そして今つか

えるかぎりの体の可動範囲で適度に運動をする様

にしています。

「 まちかど荘のせいかつについて 」
山崎　健一

　自分のへやでかんしょうしょく

ぶつをそだてています。もうすこ

しでチューリップがさきそうです。

色はむらさきいろがさきます。

　自分のしゅみは、ジグソウパズ

ルやサッカーのゲームをしています。パズルわワン

ピースのパズルをつくっています。

　自分のへやをヘルパーさんといっしょにそうじ

をしています。ぼくはそうじきがけをしています。

たりないときは、ヘルパーさんがかけてくれます。

まちかど荘は、とてもたのしいところです。

『 廃油回収の仕事 』
所 長　田中  伸和

スタッフジャンバー
ワイルドだろ～♬

古っ！
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北海道の優良品種
極良食味米

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
！！

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！
！

のし (要・不要)
　・お歳暮　・お年始
　・その他(　　　  )

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

地方発送

承ります
！！地方発送

承ります
！！

限定30袋限定30袋

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  4,650円(税込)

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

北洋銀行　琴似中央支店
      （普）　4660616

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　理事長　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×4,650=  円

分づき米 9kg 袋×4,650=  円

玄米 9.9kg 袋×4,650=  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？

４４０ 円

８７０ 円

９３０ 円

９８０ 円

１,０８０ 円

１,３００ 円

１,３６０ 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

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。

　 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
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　次々と咲く花も気になるが、選挙の開花も気になる。
札幌ではベテラン議員の方々の引退や落選などに伴
い新しい顔ぶれも増えた。市長もこれまでの市長が引
退し、新市長が誕生したが、福祉については前任市長の
政策を踏襲しながら新しいことにも試みようとしてく
ださっているので、楽しみだ。議会に対してのロビー活
動は大変になりそうだが、以前と変わらずに自分たち
の主張を粛々と訴えていくしかない。道議会議員に挑
戦した女性の車イス利用者の方は惜しくも落選した。
出馬表明が遅かったことも影響したのだろうが、善戦
したと言える。が、それで満足してはいけない。障害者
の置かれている状態は何も変わっていない。（タケ）

　アドボケイト ５月号（第174号）

1973年１月13日第３種郵便物認可

2015年5月10日発行（毎月10日発行）ＨＳＫ通巻第518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(HSK)

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

編集後記

　今回私が紹介するのは、日本でアウトサイダー・
アートの入門書と呼ばれる本書です。
 「アウトサイダー・アート」。よく障害者のアートだと
いう言い方がされますが、その意味合いは熱く深い。
　私がアウトサイダー・アートに初めて触れたのは、
10年前位にあるカフェで見た画集でした。ページを
めくる度に、その異様なエネルギーに圧倒されたの
を今でも覚えています。アウトサイダー・アートは、フ
ランス語で「アール・ブリュット」。「生の芸術」という
意味です。この言葉を、フランスの前衛芸術家ジャ
ン・デュビュッフュは、「芸術的教養に毒されていな
い人々の作品」と定義しました。
　歴史を見てみると面白い。西欧のアウトサイダー・
アートは、シュルレアリスト達の賞賛の的になり神聖
化されていき、価値を高めていきました。対照的に日
本のアウトサイダー・アートは、教育や福祉の向上、

障害者の地位向上という部分の方向性だったため、
結果アートの世界との接点を持ちづらかったと筆者
は言います。しかし、歴史の相違はどうあれ、彼らは
作り続けたのです。
　43年人知れず石を積んで夢の宮殿を作った郵便
配達人、50歳から亡くなるまで繊細な線描を描き続
けた女性、羽目板や腰板を描き続ける福祉施設の男
性、廃物やワイヤーを拾い作品に
昇華させた謎の黒人、スプーンで
壁を掘り続けた精神病院の独房
の男性…….。誰に頼まれたわけ
でも無く、命を燃やすようにただ、
作り続ける。「生の芸術」を体現
した人々に、私は敬意の念を感じ
ずにはいられません。皆さんもそ
の一端に触れてみてください。

こころや  小黒　悠佑私の
オス
スメ

私の
オス
スメ

発行：光文社　定価：799円

服部　正 著　 「 アウトサイダー・アート 」 現代美術が忘れた「芸術」服部　正 著　 「 アウトサイダー・アート 」 現代美術が忘れた「芸術」

◆ 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

～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25周年

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、この2,3年皆様方にラ

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と思います。

　NPO札幌障害者活動支援センターライフでは、設立して25周年

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、この2,3年皆様方にラ

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と思います。

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

共働農園基金 濱中  邦彦 様　 西田  太作 様

寄付金 三上電設保安事務所 様 　石澤  利夫 様　 菊谷  みどり 様　  小林  節子 様　

アドボケ購読料 ワーカーズコープ 様 　企業組合ウェルフェアグループ 様
菊谷  みどり 様 　谷上　嶐 様 　鍋山  若子 様 　水口  祥次 様　 宮崎  貴寛 様 　
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