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あどぼけいと【advocate】＝すべての人がもつ権利を、障害などさまざまな理由で行使できない状況にある人に代わり、権利擁護のための活動を行っている人々の事。

第19回定期総会を終えて
2016年度ライフ総会報告

理事長　我妻　武

1.就労支援事業の工賃アップ計画の推進…これは従

前より唱えてきていますが、今年度も取り組みます。

2.生活介護事業…障害が重度化している仲間たちの

ニーズをきちんと把握してスローワークでも働き続

けることを実践していきたいと思っています。

3.居宅介護事業…介護の人材を確保することとスキル

アップ研修、さらには介護サービス利用者にも介護

事業を知ってもらうような取り組みを行ないます。

4.指定相談事業…障害者の人たちだけではなく、生活

困窮者の人たちなどからの相談にも対応できる総

合的な相談室を目指します。

5.共同住居建設事業…第２のまちかど荘開設に向け

て引き続き取り組みます。

6.組織改革…差別や虐待、嫌がらせのない職場づくり

を進めます。また、人材育成に努めます。

7.財源の安定化…現状維持ではなく、事業収益を上げ

ていくために様々な取り組みを行ないます。また、ラ

イフのみんなに経営について関心を持ってもらうよ

うにします。

8.社会的連帯活動の推進…共同連や北海道社会的事

業所支援機構等の活動をはじめ、地域の諸団体との

共働・共生社会創出にむけた活動に積極的に参加し

ます。

　去る５月27日、NPO札幌障害者活動支援センター

ライフ（略称ライフ）の2016年度総会を行ないまし

た。

　昨年度まではNPO法人としての社員とライフ関係

者が一堂に会しての総会と全体会を兼ねる形で行

なっていましたが、今年度からは総会は総会として行

い、全体は別に行い、ライフを利用している方々はも

とより、ご家族や関係者もお招きして説明するという

ことで整理をしました。

　総会は社員と各場（事業所）の責任者らで行ないま

したが、私が冒頭に行なった挨拶で北海道障害者

条例や障害者虐待防止法、障害者差別解消法など

の障害者の権利を守る条例や法律が既に施行され

ていることと、これらを私たちもきちんと遵守するこ

とが大切であるということをお話をさせていただきま

した。これはライフの中であっても、時として障害者

のある職員に対して差別的な言動をとる人がいると

いうことでもあります。良かれと思って声をかけるこ

ともあるでしょう。

　しかし、その声のかけ方が問題となります。同じ職

場で働いているのであれば、働くことでは対等となり

ます。上下の関係はありません。水平の関係です。こ

こを間違えてしまうと、指導する立場と指導される側

という立場に変わってしまいます。難しいことかもし

れませんが、ずっとライフでは唱えてきていますか

ら、ここは引き続き唱えていきたいと思います。

　また、昨年度の決算については非常に厳しいなが

らも、黒字決算で終えることができました。これもライ

フのみんなで勝ち取った成果であると思っています。

　それら2015年度の課題も踏まえたうえで、2016年

度の活動方針として８つの項目を掲げました。これら

の項目をお題目に終わらせずに、実現していくための

行動を起こしていきたいと思っていますので、どうぞ

引き続き、ご支援ご協力をお願いいたします。

2016年度活動計画の柱
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2015年度決算報告・会計監査報告
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2016年度NPO法人ライフ全体会＆懇親会

　6月4日（土）に西区民センターにてNPO法人ライフ

全体会＆懇親会を行いました。

　NPOとしての総会は別途開催し、総会報告や各事

業所の日常の取り組み内容がわかるような全体会を

開き、いつもご支援を頂いている皆さんと交流を深め

る機会となりました。

　その中での各場報告では、スライドを使ったり、替

え歌をうたったり、ニュース風な事業報告など、各事

業所のオリジナルがあふれる事業報告になり、来て

いた人達にわかりやすい報告になったのではないで

しょうか。

　座談会では、石澤さんを中心にライフの過去や、ラ

イフに望む未来を、スタッフ・メンバー・ご家族の方

達から話を聞くことができました。特に、ご家族の話

は普段聞くことがあまりできないので、どういう考え

や思いをもっていらっしゃるのかを聞くことができ

て、とても有意義な時間となったように思います。私

も2児の母ですが、共感できることがとてもありまし

た。

　2016年は事業所だけのまとまりだけではなく、ラ

イフ全体のまとまりをつくり、同時に家族や支援者の

方との交流を深めていきたいという思いがあります。

ご家族の方達は、日頃お忙しいとは思いますが、また

機会がありましたらもっとたくさんの家族の方に参加

していただき、お子さんの様子やライフのことを知っ

ていただけたらと思います。

　2016年度は今まで以上に人と人とのつながりを大

切に、思いやりの心を忘れずに、ライフみんなで支え

あっていけたらいいなと思っています。

　全体会に参加していただいた皆様、ありがとうござ

いました。

坂本 倫子
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子ども用
自転車特別抽選会

10時30分から自転車展示、抽選券配布（30枚なくなり次第配
布終了）～11時から抽選会～自転車引き渡し

雑貨や食品などの
フェアトレード商品を販売します！

入場無料 23

子ども対象

NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ

岡林名人との
オセロ対決！

《 主催 》 ともどもネット / 札幌市環境局環境事業部 　《 共催 》 札幌市リユースプラザ 　《 協賛 》 NPO法人 ひまわり会 / 就労継続支援事業所ポラリス / 菊水ワークセンター

《 ともどもネット参加団体 》NPO法人 コロポックルさっぽろ / NPO法人 つむぎ / 社会福祉法人 HOP / NPO法人  あしの会 / NPO法人 札幌 障害者活動支援センター ライフ
NPO法人 地域障害者活動支援センター 創生もえぎ / NPO法人 地域生活支援グループ 共働友楽舎

ホーマック●
キャッツアイ●

厚別
区役所

●

サンピアザ

12

野津幌川

札幌市
リユースプラザ

地下鉄
新さっぽろ

南
郷
通

札幌市厚別区厚別東３条１丁目1-10
011-375-1133お問合せ

場所
地下鉄東西線「新さっぽろ駅」７・９番出口 徒歩８分程度

札幌市リユースプラザ
札幌市リユースプラザ 検索

子ども対象

子ども対象

『フェアトレード』とは、立場の弱い発展途
上国の生産者から直接商品を購入して
「仕事、教育、医療、地位向上など」を応援
する貿易活動です。

イベント期間中、ともどもネット
参加団体紹介パネル展を開催！

子どもくじ・お菓子釣り など

ともどもネットは障がいのある人もない人も共に生き、共に働く事業所の集まりです。

10：00～

13：00～

12：30～

11：00～

10：00～

13：00～

11：00～

●カレーライス ●うどん
●揚げたてコロッケ
●ソフトドリンク
●アイスクリーム
●コーヒー（アイス・ホット） 
●ポップコーン など

手づくりスイーツ、
リサイクル石けん、
手織り製品、EMぼかし、
新鮮野菜などを販売します！

こども縁日ともども食堂

楽しい
リサイクル工作教室

『日本オセロ連盟認定3段』の岡林名人と真剣勝負だ！

厚別南マジックサークル

マジックショー
第三世界ショップ

ぼくも
会場に遊びに
行くよ！

ちっきゅんちっきゅん

あっと驚くマジック！！

福祉バザー福祉バザー

限定
5台

11：30～

定員20名
10時から整理券
を配布します。

木の枝を使った
オリジナルス

トラップづくりを
体験しよう！

山口千那（やまぐちせんな）　篠笛山口流名取。札幌北教室・千那会、
時計台笛の会、篠路笛の会主宰。文化センター「山口流篠笛講座」講師

16～20インチ

ともどもネットは障がいのある人もない人も共に生き、共に働く事業所の集まりです。

23

楽しくて

厚別南マジックサークル

マジックショー

12：30～

11：30～

午前中開演！午前中開演！

楽しい
リサイクル工作教室

岡林名人との
オセロ対決！

こころに深くしみ入る美しく澄んだ響き♪

アメリカ
、ウィス

コンシ

ンのファ
ミリーバ

ンド。アメリカ
、ウィス

コンシ

ンのファ
ミリーバ

ンド。

こども縁日ともども食堂

参加者には記
念品を

プレゼントしま
す♪

「さっぽろ環境かるた」で
　　　大かるた大会！
「さっぽろ環境かるた」で
　　　大かるた大会！ビック

サイズの
絵札
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後編

《車イス旅行記シリーズ》

奄美大島
に行ってきました！

加計呂麻島
か け ろ ま じ ま

カヤックに挑戦

美しい海の景色

もじや  清野 未来

　苦労の末？なんとか宿にたどり着いた私たち。滞在

先のゲストハウスはそれぞれが買ってきた食材を持ち

寄って料理し、宿泊者みなで食べるスタイルで、自己紹

介をしながら、夕食を楽しみました。この日は旧暦のひ

な祭りをお祝いする日ということで、地元のおばあ

ちゃんが作ったよもぎと黒糖のお餅を食べる日。食べ

てみるとその味の濃さにびっくり。健康になれそう。よ

もぎが大好きな私ははまってしまい、滞在中4つぐら

い食べました。

　秘境の地だけあり、滞在者も個性的な人ばかり。東

京から、なんと翌日

朝にすぐ帰宅すると

いう日程で「浄化され

に来た」という人もい

れば、この島が気に

入って移住を検討し、

長期滞在中の方や、

関西方面から自然食、野草の勉強にきている方など、

本当に様々。みなそれぞれ目的があるのだなあと思い、

とても興味深かったです。

　翌日、朝目が覚めると、一瞬滝に打たれているのか

と錯覚するほどの雨音が。

海に行く予定でいたので、がっかりしていると朝10時

過ぎ、突然今度は快晴に！地元の方によると、天気予報

はほとんどあてにならないとのこと。

　結局、車で30分ほどの海水浴場にカヤックをしに行

くことに。同行した二人は、留学時代にカヤックを習っ

ていたのですが私はほぼ素人。

　カヤックの上でうまく座ることができず、どうしよう

かと考えていると、海水浴場のおじさんが座椅子を貸

してくれ、しかも時間は気にせず使って！とどこかに出

かけていきました。休憩所の鍵開けっ放しで。それで大

丈夫なのがすごい。

　いざ、気合いを入れて入った海は、下の岩やさんごが

はっきりと見えるほど高い透明度で、ものすごく綺麗

でした。夢中でカヤックに乗っているうちあっという間

に昼になり、後からの疲れが半端ではなかったです

が、めったにできない経験ができたことには感謝で

す。

　その後、地元の人が自宅を改装したお店でお昼をい

ただき、買い物をして帰宅。

　その日の夜は、ゲストハウスの隣に住む、釜炊き天

然塩を作っている方が、毒蛇ハブを見せにきてくれた

り（捕まえて役所に持ち込むと売れるそうです!）その

日の海の写真を見せ合ったりして盛り上がり、楽しい

時間となりました。

　翌日朝早くに島を出発。札幌まで合計12時間ぐらい

かけて、20時すぎに着いたときにはなんと気温0℃！

23℃の気温差にびっくり！

　弾丸ツアーながら、とても充実した旅となりました。

今回、改めて感じたのは、自然に触れながらゆっくりと

暮らす生活の大切さです。

　携帯の電波も届かない場所で、最初は不安でした

が、だんだんと普段情報に囲まれて忙しく過ごしてい

ることがどうでもよくなり、風の音や波の音を感じな

がらいることが、心地よく感じられるようになってい

きました。また、たった数日過ごしただけなのに、温か

く迎え入れてくれた島の人や、そこで出会った人もま

た印象に残りました。

　自然に触れて、癒される秘境の旅。みなさんも機会

があれば、ぜひ訪れてみてください。
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札幌市リユースプラザ
厚別地区リサイクルセンター併設

■ 家具の洗い・簡易修理　■ 資源物回収　■ 木製家具や子供用遊具などの販売
■ リユース自転車抽選販売　■ 環境イベント、講座など

環境事業／ごみ減量活動

■ 木製家具や子供用遊具の修理・提供　■ 自転車の修理・提供
環境事業／障害者・高齢者雇用促進発寒工房札幌市リサイクルプラザ

⑥

リユースプラザ館長  松永 クニ子

を「リサイクル希望」で出すことでリユースされ「循環
型社会の推進」に繋がることを啓発して行きます。
　また2015年度は障害者とともに働く施設であるこ
とから、特別支援学級の児童、星槎国際高等学校、
ウイングル新札幌センターの職業支援の実習生の施

設見学や体験学習の申込みありました。
　このような施設見学が増えて来ています。今年度
も積極的に施設見学等を受入れ持続して行きます。
（※すでに予約あり）

札幌市リサイクルプラザ発寒工房2016年度の方針 発寒工房  ジョン ウルク

札幌市リユースプラザ・地区リサイクルセンター
2016年度の方針

　札幌市リサイクルプラザ発寒工房は家庭から出
される大型ゴミの減量と大量消費型社会の見直し
循環型社会実現の為、札幌市が1998年度に設立し
た施設です。発寒工房では2007年札幌市障害者
協働事業制度を基に障害者が働けるようになりま
した。NPO法人ライフは障害者と高齢者の就労を
広げるという趣旨で2011年度から委託事業として
運営管理に関わり始め、今年6年目になります。　
　2015年度は工房のリサイクル品提供量が最高値
に至る事になり、工房の皆さんのリサイクルに対す
る取り組みが充実した年だったと思います。
　しかし、リサイクル品の取り扱いにおいては年々
リサイクル品回収率の低調また品質の低下による
工房修理の負担が大きくなっています。特に自転車
の回収量の減少は工房修理また販売提供に影響
が出ています。その他にも大型家具においても押し
入れなどを含めている新住宅と新しいライフスタイ
ルの影響で収集の量は増える一方、そのリサイクル
品の回転率は低調のまま留まっている状況でした。
今後、大型家具の有効な活用について多角面で一
層取り計らう事になるだろうと思っています。
　工房の働き環境においては高齢者と障害者就労

に関する認識また理解度を深めて、共に働く環境作
りを第一務めとして取り組みながら、障害者就労見
学・実習・体験を積極的に受け入れ多様な就労支援
を試みました。工房の内部では一般就労への初挑
戦を掛けている真最中です。引き続き工房の環境
を生かして多様な就労支援ができる環境作りに努
めたいと思っています。
　工房では互いに意見を出しやすいまた聞きやす
い環境づくりに努め、皆さんの意見を共有できる場
作りに取り組みたいと考えています。引き続き皆さ
んの自立支援に向け、職場と生活の緊密な連携を
取りながら本人の意思を最尊重し応援して参りたい
と思っています。

　リユースプラザは開設から8年目を迎えました。
2015年度は開設した2009年度の売上金額から4％
増、売上個数は40％増、来館者数は28％増と着 と々
全市的に認知度が広がっています。
　2015年度はイベント、リフォーム教室、環境講座
の開催を、マスメディアに取り上げてもらったことで

認知度が益々広がりました。
　定期的にリユースプラザ事業（家具フェア、イベン
ト、エコ講座など）の情報提供発信をしリユースプラ
ザと地区リサイクルセンターの市民アピールをしてい
きます。
　合わせて、家具・自転車の購入者を通じ大型ごみ



HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可2016年6月10日HSK通巻531号

⑦

を「リサイクル希望」で出すことでリユースされ「循環
型社会の推進」に繋がることを啓発して行きます。
　また2015年度は障害者とともに働く施設であるこ
とから、特別支援学級の児童、星槎国際高等学校、
ウイングル新札幌センターの職業支援の実習生の施

設見学や体験学習の申込みありました。
　このような施設見学が増えて来ています。今年度
も積極的に施設見学等を受入れ持続して行きます。
（※すでに予約あり）

大盛況！
　去る5月21日土曜日、平成28年度の

第一回目のイベントを開催しました。当

日は快晴で気温がグングン上がり夏日の気温。そんな

中8時頃から続 と々出店者、ライフのイベントお手伝い

隊が到着しました。テント設営、焼きそば・フランクフル

トの焼き台の準備などが着 と々進みました。10時の開

館時間になると続 と々来館者がやって来て、お目当て

のお店を物色。今回の目玉の「子ども自転車の特別抽

選会」には、長蛇の列が出来ました。

　こころやの大堀さんが抽選者として、抽選箱から

次々と当選者を引きました。とても盛り上がりました

よ！

　発寒工房の斎藤洋平さんが初めて、小さい子に大

人気のちっきゅんになりました。暑い中とっても大変

だったと思いますが、写真を見て下さい、大人気でし

た。大人気と言えば、岡林名人とのオセロ対決。もう、リ

ユースイベントに欠かすことができません。5月のイベン

トでは互久楽さんの「南京玉すだれ」と森谷さんの手

づくりの「リサイクルおもちゃで遊ぼう！」コーナーも大

人気です。この度のイベントでは「子ども用自転車の特

別抽選会」お目当てのご家族連れが多く、とても賑や

かなイベントとなりました。キッズパフォーマンスでは、

川下太鼓の10名のメンバーによる太鼓のへ演奏の後

「よさこい」の披露があったりW・RASHIの4人よるダン

スパフォーマンスは、午後1時30分気温もピークの中に

もかかわらず5曲を汗ビッショリで元気いっぱいに踊っ

てくれました。どちらもリユースイベントには欠かせな

いキッズたちです。たくさんの方々に支えられ、ナント

577人という来館者数をカウントしました。（※去年は

465人でした）次は6月18・19日の「てらこやリユース」7

月23日の「ともども夏まつり」とイベントが続きます。

お休みが合う方はぜひ遊びに来て下さいね！お手伝い

のご指名を受けた方々は、どうぞよろしくお願いしま

す。

　追記.ちっきゅん以外の写真は、発寒工房の斎藤洋

平さんが撮影しました。今回で2回目、腕がドンドン上

がってますよ！！

　リユースプラザは開設から8年目を迎えました。
2015年度は開設した2009年度の売上金額から4％
増、売上個数は40％増、来館者数は28％増と着 と々
全市的に認知度が広がっています。
　2015年度はイベント、リフォーム教室、環境講座
の開催を、マスメディアに取り上げてもらったことで

認知度が益々広がりました。
　定期的にリユースプラザ事業（家具フェア、イベン
ト、エコ講座など）の情報提供発信をしリユースプラ
ザと地区リサイクルセンターの市民アピールをしてい
きます。
　合わせて、家具・自転車の購入者を通じ大型ごみ

ちっきゅん
登場で一瞬にして、
子どもたちに囲まれ

ました。 屋台の皆さん
～～～
まだまだ

元気いっぱい！

大堀さんが
元気いっぱいで
抽選中！
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■ 民間・官公庁への営業活動
■ 受注した業務の振り分け
■ 授産品の販路拡大

マッチング事業札幌市委託事業

　H25年に始まった「障害者優先調達推進
法」によって、行政からの依頼が増えていま
す。その一方、昨年は民間企業からの受注に
力を入れて営業してきたものの、さほど新規開拓の成果は得られませんでした。最近では、ずっと仕事を頂い
ていた企業から契約の打ち切りもあり、経済的な理由が大きいと考えられます。国内の経済状況を見ると中
央と地方とのギャップは否めない感があります。また、昨年度はスタッフ5名中3名を新規採用したこともあ
り、さまざまな活動や計画していたことが先延ばしとなってしまいました。今年は昨年と同じ営業スタッフで
活動することが決まりました。営業スタッフには、多角的な取り組み方を思考してほしいと思っています。そし
て、元気ジョブの知名度を上げる取り組みや活動も合わせておこなって行きたいと思います。

外注したい業務のある企業様に、その業務ができる施設をご紹介いたします！

その他さまざまなご相談に応じますので、
詳しくは、元気ジョブまでお問い合わせください！（TEL:011-596-6581）

役務 パソコン作業／テープ起こし／封入／シール貼り／草刈り／公園清掃／ポスティング／建物清掃 など

授産 印刷／ノベルティー制作／木工品／革製品／石鹸／パン／ケーキ／クッキー／野菜／お弁当 など

販売 出張販売／イベントなどでの出張販売／バザー など

元気ジョブブログ～施設紹介やイベント情報掲載！～ http://www.genkijob.jp/blog/

元気ジョブ所長  小形 忠寛

2016年度活動方針

各営業スタッフの抱負

2016年度の数値目標

契約件数 … 1,000件（昨年度933件）

振分け障害者事業所数 … 230ヶ所（昨年度197ヶ所）

成約金額 … 100,000,000円（昨年度93,738,261円）

　今年で2年目になりますが、昨年中
に道を開けなかったホテル業を開花さ

せてひとつでも多くの施設・障害者の方々を日々、勇
猛果敢(勇気と決断力を持って力強く物事に取り組む)
を思い挑みますので宜しくお願いします。

公平 浩幸

　昨年度とは違う営業アプローチを試
みたいと考えています。なかでも、1作

業を複数の事業所でおこなったり、ひとつの流れに
なっている作業を分割して幾つかの事業所が助け合っ
ていくといった作業が創出できればと考えています。ま
ずは健康で明るく楽しくをモットーに乗り切りたいと
思っています。

富田 英人

　28年度で2年目に入り、今まで以上
に企業、官公庁からの仕事をより多く

の事業所さんにマッチングして皆さんに喜んで頂ける
様、気を引き締めて仕事をして行きたいと思っておりま
す。前年度より今年度は更に飛躍の年にしたいと思い
ます。

伊藤 潤司

　H28年度の活動方針は、自分は足
掛け3年目になりますが原点回帰の気

持ちで元気ジョブに入社した頃は、300以上の障害者
事業所がありましたが、今や500近くに障害者事業所
が増えていますので、基本に戻り「事業所の特性」や
「どういった仕事が得意なのか」「どういった仕事が希
望なのか」を把握しながら企業、出資団体・国、独法、
へ「元気ジョブ」として今後も、よりよい仕事作りをして
行きたいと思っております。

土門 亨也
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■ 居宅介護　■ 訪問介護　■ 重度訪問介護
■ 介護予防訪問介護　■ 福祉有償運送
■ 行動援護　■ 同行援護　■ 移動支援

ヘルパー派遣業務／在宅介護支援

　介護業界だけでなく、人手不足はどこも深刻な状
態です。繭結もなんとかやりくりしながら頑張って利
用者対応をしていますが、介護保険と違い、相談業
務から活動まで事業所がこなしている状態です。
　それに、急な変更にも出来るかぎり対応していま
すが、人数も限られる為、希望がすべて叶わないの
ですが、その人にとって日常の動きとして必要であれ
ば支援していきたいと思っています。

　繭結としては、利用者が日常の生活に困らないよ
うに在宅を優先的に考えています。
　その上で移動支援も行っていますが、利用者の高
齢化と身体状態も変わってきているため今まで以上
に、地域との連携も取りながら自立支援をサポート
できるよう支援計画を立てています。
　例えば、一人暮らしでは不安があるという人に、大
きな施設ではなく、夜間も見てもらえるような共同
住居との連携も必要と考え、他の事業所との関わり
も少しずつ増やし話し合いを持ち進めていくなどの
工夫をしている状態です。

　高齢化は利用者だけではなく、ヘルパーとして働
いている人もこの現状を逃れることはできず、これ
が一番の問題かもしれません。なんとか売り上げは
極端に落ちることは、今現在ありませんが、受けてい
る利用者さんの年齢も高いので、安心はできませ
ん。

　日頃、各利用者さんの書類整理、毎月の介護研
修、毎週月初めには担当職員が利用者の報告をする
時間を設けて全体で
把握し対応できるよう
心掛けているところで
す。
　これからは、重度の
障害当事者が安心し
て生活が送れるよう
に各事業所が連携を
とれるように積極的
に声掛けをしていきた
いと思っています。

所長  佐々木 泰彦所長  佐々木 泰彦繭結の２０１６年度活動報告

ヘルパー 講座プ チ
さいとうの

「ストレングスを伸ばす支援」

　利用者に対して、すべての援助をすることではなく、本人が出来ない部分の支援をしていきま

す。ストレングスを発揮して、それをのばしていくことが重要となります。

　これからのライフステージで必要となる生活能力や、生きがい、やりがいに繋がることが必要

であるため、支援する計画が不可欠となりエンパワメント（潜在能力を開発する）していくという

ことです。

＊ストレングス（Strength⇒一般用語は、強みや勢い）
社会福祉の場では、援助を受ける人の能力、意欲、志向、積極性などのプラス面の才能や資質を指し、そこを伸ばし
活かすことにより自立支援を図っていく利用者と援助者との対話の中発見される。
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■ 農業　■ ポスティング　■ DM発送　■ 軽作業　■ その他委託業務
農業／配送／軽作業

■ カフェ、ランチ、スイーツなど　■ 食品販売
喫茶

共働事業所きばりや
カフェ・ド・キバリヤ

Cafe de Kibariya
就労継続
支援事業
A型

Cafe
de

Kiba
riya 今月のおすすめ！

カフェ・ド・キバリヤ

　こころやから仕入れた低農薬米ななつぼし(厚真町
本田農場産)を使用し、自家製の発芽玄米を30％加
え、無添加の具材にこだわった身体に優しいおにぎり
です。ぜひ食べに来てくださいね。

《おにぎり》  ＊200円～＊

きばりや所長　岡田 悟総会を終えて～2016年度方針
　2016年度の総会が終わり、無事今年度も新たなス
タートを切りました。総会での報告でもありました通
り、きばりやとしては厳しい決算となりました。
　農業と軽作業とカフェ。３足のわらじを履きながら
の事業運営を行ってきた2015年度。
　2016年度は中でもやはり農業での売上をどこまで
上げられるかが大きな課題となります。ただ健常者ス
タッフが動くことで売り上げを伸ばすのではなく、きば
りやの事業としてどこまでみんなが農業に関わりそれ
を売り上げにつなげていけるか。そこに農業を続けて
いく意味があるように感じます。
　しかし百姓という言葉から、百の仕事があるといわ
れる農業ですが、実際こちらの技術不足もあり、時期
により畑で仕事を作りきれない時期もあるのが現状
で、下請け作業も継続することにより、多様な仕事を
用意することでみんなが関われる環境を作っていこう
と考えています。農業で言えば、今年度は特にハウス
を建てたことで、以前より早く畑の仕事を始めること
ができるようになりました。それにより収量はもちろ
ん、売る時期なども計画的に行えるのではと予想して
います。
　また販売にも力を入れ、内部はもちろん外部へ積
極的に売る。そこでの方が活きる従業員もいること

や、私たちの野菜が農薬不使用というウリ文句である
ことを考えると、イベントなどにも積極的に出店してい
こうと思っていますので、機会がありましたら、ぜひ声
をかけてください。
　さらに、カフェでは今年はメニューの変更に着手し
たいと考えています。カフェを始めた当初よりメニュー
が豊富になっている反面、惰性で続けているメニュー
もあり、一度見直し、より障害者従業員が積極的に関
われるスマートなメニューにする必要があると思って
います。
　また、エルプラザという建物の特徴を考えると、お
腹いっぱい食べるというより少し食べる・合間にちょっ
と利用するというお客さんが多い印象もあり、お持ち
帰りができるメニューやデザートなども考えていこう
と思います。
　もちろん「石狩からの直送野菜が食べれる」をウリ
に積極的に取り入れ、フェイスブックや紙媒体を駆使
しみなさんに情報発信し
ていこうと考えていますの
で、ぜひぜひカフェにもお
立ち寄りいただければと
思います。
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■ 各種デザイン　■ 各種印刷　■ その他企画・制作
■ グッズ・ノベルティ　■ 看板・屋外広告　■ のぼり・横断幕
■ テープ起こし　■ 各種データ入力管理

印刷事業

共働事業所もじや札幌市障がい者恊働事業所

　古代ローマの詩人ユウェナリスは『風刺詩集』で、「健やかな身体には、健やかな魂が願われるべきである」というよ

うなことを書いている。健康を保つには、酒色や財産・名誉など、いろいろな誘惑を退けるべきである、あるいは、健康

な身体には健康な精神が宿るのが望ましい、というような意味で書かれたらしい。それが現代では「健全なる身体には

健全なる精神が宿る」と、スポーツをビジネスにする人たちが意図的に誤用している。これでは、障害者はみんな不健

全な精神を持っていることになる。不死身の悪人だってたくさんいるだろう？と思ってしまう。

　アメリカにはマッチョ信仰みたいなものがあって、伝統的にたくましい筋肉男が正しいとされてきた（もちろん21世

紀でもそうである）。しかし、第１次大戦後のアメリカには傷痍軍人が多くいて、子どもに身体欠損の恐怖心を与えたこ

とから、フック船長（『ピ－ターパン』）、ドクターノオ（007）、ミスターハン（『燃えよドラゴン』）等、障害者は悪役にされ

ることが多かったといわれる。（次回に続く）

連載 第三回：情無用のジャンゴたち 早川　玄

　

ライフ全体会に参加して

　６月４日（土）にライフ全体会＆懇親会が開催されま
した。来賓の方々の貴重なお話し、しばらくお会いして
いなかった各場のみなさんの元気な顔を見れ参加で
きて良かったです。
　全体会では、もじやの各場報告で自己紹介をしまし
たが、私は普段たくさんの人の前で話す機会がないの
もあってか、あのような場がとっても苦手です。言葉足
らずでしたので、もう一度自己紹介も兼ねて全体会で
思った事を書いていきます。
　私はもじやが始まった2006年10月から勤務してい
て経理を担当しています。二人の子育て真っ最中なん
ですが勤務時間等を考慮してもらい楽しい仲間と大変
働きやすい環境のおかげで長い間、続けてこれまし
た。これまでの10年間で所長は星さんで四人目です。
それぞれ色が違いましたが（笑）連絡や報告相談等、経
理を担当しているのもあって一番話しをする機会が多
いのが私かと思います。いつの時もですが、少しでも所
長の支えになれればと思っています。
　全体会では座談会で話題の一つに挙げられた事業
所間の連携や差別問題のお話の中で、他の事業所が
日々感じているもじやの事を聞きショックでした。毎
日、時間や納期に追われているもじやですが改めて課
題となっている事をライフ全体で考え解決出来るよう
にしていかなければいけないなと感じました。

三上  宏美
星  力雄

もじや2016年度活動方針

障害者スタッフ

常勤スタッフ

パートスタッフ

5名

4名

1名

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

　もじやメンバー一人ひとり全員が、ライフの理
念「共生・共働」を念頭におきながら、社会、そして

あらゆる方々に貢献できるように取り組んでいき

ます。

　自分自身がもじやの顔という意識を持ち一人ひ

とりが名刺を持ってもっと外に出て、お客様に挨

拶や、それ以上に繋がるよう徐々に取り組んでい

きます。

　その中で、皆でアイデアを持ち寄った企画等を

お客様に提案していく積極的な営業を推進して

いきます。

　更には、皆がライフ内だけではなく、他の障害

者事業所や工場等の見学も取り入れ、時にリフ

レッシュもしながら日々の仕事にやる気を出して

いくと共に、体調の具合や不安もあるので休憩ス

ペースの活用、そして各部署内で仕事の共有をは

かっていきます。　

メンバーの
状況
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■ 自然食品・雑貨などの販売、店舗業務
■ 出張販売　■ 清掃委託業務
■ 軽作業

店舗業務／清掃／軽作業たねや
キャラクター
タネコ たねや共働サービス

就労継続支援事業B型

　2016年度はスタッフも新人が増え所長も代

わり、新体制のたねやを確立していきます。

おおまかな目標は前年同様、工賃アップ＝売上

アップを目指していきます。

　商品に関しては、前年度から新しくチャレンジ

しているアフリカの布製品の販売と商品開発や、

魅力ある商品・授産品にもより力を入れていきま

す。また店舗の魅力を引き出すためのPOPづく

りやSNS・WEB等を活用した広報を含めて、「一

般の方も入りやすく何度も来たくなるお店」を目

指していきます。

　スタッフ・メンバーの熱い思いをひとつにしな

がら、全員野球のように販売促進をしていきたい

と思います。軽作業やゴミの分別、オフィスの掃

除も継続しながら追加の依頼があったときでも

対応ができるよう、未経験の人も含めてサポート

体制を充実させ、さらにスキルアップをしていき

ます。

澤出 駿1年間の作業と今後の目標

　たねやに入って1年目になりいろいろな作業でシール

はりは得意な方でありメンバーと作業するのは日々お

おまかにやっています。

　商品も変わったりするなか

出張はんばいでお買い物をさ

れる方が多くたねやではあり

がたいと思います。

　今後もいろいろな作業に取

り組むことがあります。苦手

なことも乗りこえてやってい

きたいと思います。

　他にもイオンの作業もして

みたいと思います。 　

小山 譲宣伝の難しさを痛感した数ヶ月

　続々と夏限定の商品やらイベントの情報を耳にする

日々です。車椅子でも動きやすくなったので、イベントに

も冬場以上に積極的に参加していきたいところです。

　最近はフェイスブックの更新などに力を入れていま

す。広報力アップセミナーに参加したこともあり、少し

でも生かせるように意識しながら更新しています。イベ

ントの報告などはなるべく現場の雰囲気が伝わって

「次、あったら行ってみよう！」と思ってもらえるように

したり、新商品を紹介する時はオススメポイントと写真

を載せて「買ってみよう！」と思ってもらえるように読み

返したり、時には意見をもらって記事にしますが、なか

なか難しいですね。まだまだ至らない点も多いと自分で

も感じています。少しずつでも質のいい情報が発信でき

るように努力していきますので、温かい目で見守ってい

ただければ幸いです。

今月はサクッと手軽に
食べられる商品をご紹介！ 

発芽玄米ブラン

のサンド
・・・・・・・・・・・281円（内容量9枚）
食物繊維が豊富な小麦ふすまを使

用した発芽玄米ブランのサンドは

カルシウム・鉄分たっぷりのビスケット。ミルク風味の

クリームがサンドされており食べやすい。小麦粉は国内

産100パーセントです。

各302円（内容量1本・40g）

オーガニックフルーツ

＆ナッツバー
・ザクロ・チェリー・ジンジャー
・アーモンド・ココナッツ

今月
のお
すす
め！

忙しくて朝食抜きのあなた、フルーツ＆ナッツバーはい

かが？栄養価の高い有機原料を使っており、手軽に栄

養補給できますよ。もちろんおやつにもGOOD!味は5

種あり楽しめます。

たねやの2016年度の方針
奥井 忠宏
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■ 食堂（ランチ、ドリンク）　■ テイクアウト弁当
■ 自然食品、フェアトレード商品販売
■ 私立札幌病院床頭台清掃委託業務

食品販売飲食業／清掃就労継続支援事業B型
キ

ッチ
ンとこだわり品の店

居酒屋営業を6月17日より再開いたしました。ご来店をお待ちしております。

営業時間 月～土曜日／10：30～17：30 （お食事は11：30からとなります） ※お食事・お弁当のラストオーダー17：00まで

定休日 土・日曜日・祝日・年末年始 （イベントなどにより変動する場合もあります）

営業時間のご案内

お知らせ

よっち、
ボトックス
を打つ！

　しばらくお休みをしておりました、

居酒屋ひだまりが6月17日（金）より

再開いたしました。お一人でも気軽

に入っていただけるお店です。

　料金設定もお手頃で提供してい

ますので、お仕事帰りにお寄りくだ

さい！

ひだまり一同
皆様のご来店を心より
お待ちしております。

小野寺　恵

余田 知広『したいこと』
店の掃除をしたいこと。
弁当配達をしたいこと。

居酒屋ひだまり
再開いたしました！

　ボトックスというと美容整形のしわ取

りに使用されてますが、私もそろそろ顔の

しわが気になるお年頃になってきまし

た。しわ取ったらこれ以上モテたらどうし

ましょ？ポッ（●＾曲＾●）ちがぁ～う！

　もとい、私も美容整形に使用するしか知らなかったんですが、

筋肉が硬直してる人にボトックスを筋肉注射すると硬直が弱ま

る効果があるんですってよぉ！奥さん聞いた？しかも一本３万円

というけっこう高額で細い注射器で「この細さでこの金額かよ？

たっか！」と口まで出そうになりました（口ならもう出てるか？そ

れをいうならのどか？）。

　私の場合二本打ったので６万円ということになります。でも障

害保険で自己負担なし。主治医いわく、『何本でも打ってあげる

よ！』だって。（なんぼボる気かよ？）

　緊張が強いと骨が変形することがあるので、子供のころからうっ

て骨の変形を抑えてるという現代医学のすごさに驚いています。

　ところで、ボトックスってボツリヌス菌を薄めたやつだって知っ

てます？説明書を読むとうつと風邪に似た症状が出る可能性が

あり、発熱、吐き気、脱力感が一時的に出るかもしれないと書い

てあって、思わず「毒やん！」と叫んでしまった。幸いにも打った

次の日に多少ダルくなっただけですみました。毒も俺には効かな

いっていうことです。はっはっはぁ！（アホだから、かかってるの

分からんだけだったのかも？）

　現在、打って一週間が経ちましたが、首の痛みが良くなったの

と、左腕の緊張がかなり緩和され、自分で曲げ伸ばし出来てビッ

クリしてます。打ったという暗示にかかってるのかも知れません

が、かなり効いてるように思います（アホなだけなんですが！）。

　残念なことに、効き目が一生続くという都合のいい話では無

いんですよねぇ？３カ月で切れるんですって！効き目が切れた時、

どうなってるか乞うご期待！

お待たせ

しました
～！

児島 義秀
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■ レクリエーション　■ アート活動
■ お米の卸し・販売    ■ 軽作業

お米販売／軽作業

生活介護事業

みっち
ゃんの

今月のゲスト／こころや 新井田 琴江

どこで生まれたの？ 札幌で生まれました。

嫌いな食べ物は？ 酸っぱい物。

好きな食べ物は？ いっぱいあるよ。酸っぱい物以外。

こころやは楽しい？ はい、楽しいです。

（笑）林先生の眼球のどこがいいの？

目の中心が真っ黒なのがいい。

（笑）ありがとうございました！

どんな所が？
なんていうかな、わからない、楽しい事は楽しい。

田中と小黒は面白いかい？
と、思う。車を運転している所が面白い。

ライフでかっこいい人はいる？ いないと思う！

　高校のでかたと道教委のでかたがちょっとひどいと

思った。我々が行ったにも関わらず、渡したから帰れと

言わんばかりに相手にもせず、

帰れという態度だった。

　被害者の方があまりにもふ

びんだった。

佐藤　賢治抗議活動に参加して

　6日に日本と原発という映画を見て「原発」という恐

ろしさを知りました。僕は原子力発電所を作り出して

いくことがコストの安い方法だと思っていた。

　だけど小泉純一郎（元総理大臣）さんが原発というも

のは何もコストが安いわけでもないし、放射線の危険

性が伴いながら生きていくことが大変だといっていま

した。

　僕は僕の大切だ

と思う事、感じる

事を、大事にして

いけるように生き

ていきたいと思っ

ています。

山本　守一原発について考える

　こころやが生活介護の事業所としてスタートし

て6ヶ月が過ぎました。

　まだスタッフとメンバーというような関係性は

残っており、スタッフの技術不足もあると感じてい

ます。課題は多くありますが目をそらさずに、日々

向き合っていきたいと思います。

【主な活動内容】

①働く事が難しくなってきた人の人生の充実を考

え、活動していく中で、社会との関わり、交流を大

事にしていきます。

②仕事に来ているという感覚から、仕事以外の事

にも目を向けてもらい、個人が充実を感じられる

事を一緒に考えてもらいます。

③働く意思の強い人、まだまだ仕事ができる人には

支援や関わりの谷間に入らない体制をつくり、段

階を踏んで、就労へ向けての支援を行います。

　個人個人に合った日中活動を一緒に考え、探して

いく事がこれからのこころやの目標です。そしてラ

イフらしい生活介護事業所になっていけるよう努

めていきます。

誰が好き？スピード。

家では何しているの？ お食事。

お料理はできるの？ できるよ。

何の歌？ いっぱいあるよ。

やりたい事は？ 特に無い。

歌は好き？ はい、好き。

小黒は名前に黒があるよ？ ダメかなぁ.

僕は名前に林があるよ？ ダメかなぁ.

小黒:林先生には誰もかないません！

好きな人いる？ はい、林先生の眼球！

こころやのこれから 田中 伸和

新井田琴江さん、
ありがとう
ございました！
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平成27年度産低農薬米『ゆめぴりか』  年間契約販売のご案内

北海道の『ゆめぴりか』
こころを込めて丁寧に精米して

お届けいたします

北海道勇払郡厚真町で、自然と付き合いなが
ら農業を続けて50年、本田農場の『ゆめぴり
か』を使用しています。
山深い厚真川の水田用水を利用し、除草剤・イ
モチ防除剤を各1回
しか使用しない低
農薬栽培をするこ
とで、安心・安全な
美味しい米づくりに
取り組んでいます。

　 厚真町
本田農場産 
　 厚真町
本田農場産 

契約農家による低農薬米
だから安心・安全̶

北海道の優良品種
極良食味米

1,500円3㎏

2,500円5㎏

こころやでは、ご注文をいただいてから精米し、
お届けしております。精米したての新鮮なお米
の美味しさを、ぜひご賞味ください。

生活介護事業

お客様のお好みに応じて
精米いたします

玄米 7分づき 白米

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」です。玄米の栄養素と白米の美味し
さの“いいとこ取り”として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。

美味しくて栄養たっぷりの「7分づき」

年間契約販売は10㎏単位のご注文からとなります

《有効期限》
2015年10月1日～2016年9月30日の1年間

60㎏以上年間契約をしていただくと、値段より
5％引かせていただきます。
通常30,000円が →28,500円 1,500円OFF！

５％
OFF

年間60㎏以上ご契約のお客様は、配送料無料
とさせていただきます。
※対象は琴似エリアのみとさせていただきます。周辺応相談。

送料
無料

年間契約をご希望の方は、こころやまでご連絡ください。FAXまた
は郵送にて申込書を送付させていただきます。

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-

お買い求め・年間契約のお申込みは
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毎日元気に出勤できる方優遇します！
元気いっぱい“こころや”のメンバー

　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。

　コン・ブリオひだまりでは、店内でのお
食事とテイクアウト弁当作りのほか、体に
優しい商品を元気いっぱいの接客で販売
しております。
　料理が出来なくても、経験がなくても
スタートは一緒です。皆が
優しく教えてくれますよ！ 
ひだまりで一緒に働いてみ
ませんか？

　2016年１月から生活介
護事業所になりました。
これからは仕事だけにこ
だわらず、ゆっくりとした
時間をすごしていきたいと思います。
　安全安心なお米の卸し、販売はこれか
らも継続していきます。 
　一度、見学だけでもしてみませんか？
連絡お待ちしています。

生 活 介 護 型 事 業就労継続支援事業B型

就労継続支援事業B型

お問い合わせ ☎011-613-0611
担当：村上・奥井

お問い合わせ ☎011-615-4131
担当：小野寺・秋元

お問い合わせ ☎011-614-1871
担当：田中・小黒

ライフで共に働くライフで共に働く

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♪

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- http://npolife.net/［ホームページ］honbu@npolife.net［Eメール］
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7 月 イベントカレンダー

http://www.npolife.net最新の情報は、
ホームページを
ご覧ください！ NPOライフ 検 索

ともども夏まつり
10：00～15：00

札幌市リユースプラザ23 日
土

～共働事業所もじやからのお知らせ～

暑中見舞いハガキ

印刷 
受付中！

デザイン料金 ￥1,500～
※そのまま印刷できるデータをご入稿の場合はかかりません。

（8月2日(火)まで）

　お客様のご要望に合わせて、全て1点ものでデザイン

を作成いたします。レイアウトの原稿や、「こんなデザイ

ンにしたい」という見本をお送りください。

　また、写真やロゴマークなども自由にレイアウトする

ことができますので、お気軽にご相談ください。

印刷料金（税込）

印刷枚数

1枚～50枚

51枚～100枚

～150枚

～200枚

～250枚

フルカラー

3,600円

4,300円

5,100円

5,600円

6,250円

モノクロ

2,900円

3,200円

3,450円

3,900円

4,500円

※250枚以上の料金も、すぐお見積もりいたしますのでお気軽
　にお問い合わせください。

お客様によるハガキのお持込みはできません。
あらかじめご了承ください。

◎官製ハガキ（1枚毎）…￥52 ◎私製ハガキ（1枚毎）…￥19～

上記印刷料金に加え、別途ハガキ代がかかります。

お問い合わせ・お申し込みは、共働事業所もじやまで！
メールでのお申込みは ⇒ nishida@npolife.net

ライフ事業所一覧

〒063-0812
札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO1F

◇NPOライフ本部事務局
TEL 011 633- 6666- FAX 011 613- 9323-

共働事業所きばりや
TEL 011 644- 5533- FAX 011 613- 9323-

こころや
TEL 011 614- 1871- FAX 011 613- 9323-

〒063-0812
札幌市西区琴似2条3丁目2-37 サンハイム1F

コン・ブリオひだまり
TEL 011 615- 4131- FAX 011 615- 4132-

〒064-0808
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

アウトソーシングセンター元気ジョブ
TEL 011 596- 6581- FAX 011 596- 6582-

〒064-0808
札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園104

共働事業所もじや
TEL 011 596- 6583- FAX 011 596- 6584-

〒060-0808
札幌市中央区北8条西3丁目 札幌エルプラザ内3F喫茶コーナー

Cafe de Kibariya（カフェ・ド・キバリヤ）
TEL・FAX 011 758- 6533-

〒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-
札幌市リユースプラザ

URL http://www.reuseplaza.jp

〒063-0835
札幌市西区発寒15条14丁目2-30

TEL 011 662- 7815- FAX 011 662- 7816-
URL http://www.reuseplaza.jp/10hassamu.html

リサイクルプラザ発寒工房

〒063-0804
札幌市西区二十四軒4条6丁目5-32 テラ二十四軒1F

共働サービスたねや
TEL 011 613- 0611- FAX 011 644- 0088-

ヘルパーステーション繭結（ゆい）
TEL 011 623- 2505- FAX 011 644- 0088-

〒064-0808
札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園203

相談室らいふ
TEL 080- 1474- FAX 011 596- 6584-6076
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　何だか慌ただしく時間に追われている。道北にある名寄や士別、旭川と続けてお邪魔した。そ

れぞれ研修会やフォーラムなどにお招きを頂いたのだが、しばらくぶりの再会や新たな出会い

もあった。新たな人との出会いは刺激的でもある。熊本から来た障害者の就労支援をしていた方からは震災のお話を

伺った。普段から準備をしておく大切さと障害のある仲間たちをどのように支援するか、平時の時にこそ考えておき

たい。そんなことを帰りの電車の中で考えながら、さらに私自身は家族との時間も大切にしなければいけないなと感

じた。何でもないこの時間が、実はかけがえのない時間なのだと感じるこの頃である。（タケ）

編 集 後 記

アドボケ購読料

寄 付 金

賛同会費

水口 正之　和島 正博　土井 裕之　星野 輝明　鈴木 康子　水口 祥次　近藤 邦雄

宇田川 利夫　髙田 保子　濱中 邦彦　工藤 登美子　堀 弘子　石澤 利夫
（匿名希望 1名）

NPO法人北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会

（順不同・敬称略）ご協力ありがとうございます

ライフカンパのご案内
お振り込み先 口座番号／加入者名

～だれもが地域であたりまえに暮らし、働くことができる社会を作ろう～

ライフは障害の種別を超え、「働きたい」
と願う人の気持ちを繋ぐために25年以上
活動を続けてきました。これからも、障害
のある人ない人をはじめ、社会的に不利な
状況にある人たちも含めた、共に働き共に
生きていく「社会的事業所」づくりをすす
めていきます。ライフの活動に共感してく
ださる皆様方からの応援を是非ともお願
いいたします。

北洋銀行
琴似中央支店 普通預金 4606735
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
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
NPO札幌障害者活動支援センターライフ
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聲の形 ひだまり 児島 義秀～私のオススメ～

こえ

聲の形（全7巻）
著：大友良時
発行：講談社コミックス

こえ

　今回、紹介する作品は『聲の形』という漫画です。

　物語は小学校時代に聴覚障害のため、「いじめ」を受けるようになっ

た硝子と、彼女のいじめの中心人物となったのが原因で周囲に切り捨て

られ孤独になっていく将也。

　幾年の時を経て、硝子と将也はもう一度出会い、2人の触れ合いを中

心に展開し、人間の孤独や絶望、そして純愛

などが描かれる漫画です。個人的には、終わ

り方が少し無理やり感はありますが、感動し

ます。

　9月にアニメ映画化もされるので、そちら

のほうも楽しみです。
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