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HSK

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。

「相模原市障害者殺傷事件」に関するNPOライフ声明
　7月26日に発生した相模原市「津久井やまゆり園」

障害者殺傷事件において亡くなられた方々のご冥福

を祈ると共に、負傷された方々へのお見舞いを申し上

げます。

　本事件が、被疑者の供述どおりとすれば「障害者は

あってはならない存在」という優生思想に基づく障害

者虐殺行為であります。同時に近年、障害者をはじめ

とするマイノリティへのヘイトスピーチにみられる社会

的差別・排外主義と同質のものであり、私たちは絶対

に許す事ができません。

　同時に問題とすべき点は、被疑者の病歴等をとりあ

げ、事件があたかも精神障害者の問題とされているこ

とです。事件後の政府発言やマスコミ報道は、精神障

害といわれる人々への差別・偏見を助長させるもので

あり、措置入院の見直し、入所施設の管理強化という

方向を強めようとしています。今までの障害者施策が

そうであるように、障害や精神疾患のある人々を社会

から「隔離（分ける）」「排除」してきた結果、社会的な

差別を助長・拡大してきたことを省みない政府の姿勢

にたいしても、私たちは大きな憤りを感じています。

　障害のある人ない人が共に働き、共に生きる事を理

念としてきた私たちは、全国の仲間と共に改めて共働

の現場から差別のない社会をめざして闘っていくこと

をここに宣言します。

2016年7月30日

NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ　一同

　私たち共同連は、障害のある人ない人が共に働き・

共に生きることをめざし、自らの能力と特性にあわせ

た社会目的をもった非営利の「社会的事業所」づくり

の運動を、1984年から進めている団体です。

　「障害者は生きる価値がない」「安楽死が必要」「税

金の無駄使い」「ヒトラー思想が2週間前に降りてき

た」として、重度重複障害者を殺傷した事件に対し、

われわれは言葉には言い尽くせないほどの怒りと衝

撃をもって糾弾する。それは、すべての障害者に対し

て向けられた全存在の否定の攻撃だからである。断じ

て許すわけにはいかない。

　だが、今はまだこの事件の全貌が明らかになってい

ない。事件の闇の深さを現段階では十分知ることはで

きない。したがって、ここに「７月緊急声明」を発するこ

とに留まらざるをえない。

　かつて、石原慎太郎東京都知事（当時）が重度心身

障害者施設都立府中療育センターを訪問した際、「あ

あいう人ってのは人格あるのかね」と感想をもらした。

また、地域住民の同意を必要とする自治体「要綱」は

相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」
殺傷事件に対する７月緊急声明

特定非営利活動法人共同連

　

　

　

撤廃されたものの、障害者の作業所やグループホーム

を設置するにあたっては、今なお地域住民の反対運動

は根強い所もある。それは障害者を隣人として迎え入

れない、いわば「抹殺」しているに等しいのではなかろ

うか。事件と日常生活を同次元の問題にひきつけて考

察しなければならない。「津久井やまゆり園」殺傷事件

に対し、善良な多くの国民は憤怒をもって受けとめた。

だが、すべてが、われわれの日常生活につながってい

ることにも気づかなければならない。 

　かつて、われわれは苦い経験をした。1964年に起き

たライシャワー米大使の傷害事件である。犯人は、松

沢精神病院に通院していた患者であった。彼は反米右

翼思想の持主だった。にもかかわらず、政府やマスメ

ディアは精神病者ゆえの事件として取り上げ、日米の

外交問題を政治的に回避した。以後、民間の精神病院

が次 と々造られる方向に進み、いわば保安処分的社会

防衛の措置がとられた。だが、今回の事件はまたそれ

とも意想を異にしている。

　容疑者は措置入院の経歴があり、大麻薬物依存症

者、そして被害者もまた障害者である。

　政府は関係閣僚会議で措置入院のあり方を再検討

することを示し、そして現状の医療観察法、社会復帰に

努力しているダルクの存在、障害者を20万人ジェノサイ

ドしたといわれるヒトラーの優生思想、さらに激しさを

増してきたヘイトスピーチ、こうした現実の状況のなか

で、われわれは、事の本質と原因を明確に見定めなけ

ればならない。そのためにはもう少し時間を要するし、

議論を深めなければならない。世の中を誤りなき方向

へ導くために。

　われわれは、唾棄すべきおぞましい事件を心底から

弾劾・糾弾することをここに表明する。

2016年7月30日
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　私たち共同連は、障害のある人ない人が共に働き・

共に生きることをめざし、自らの能力と特性にあわせ

た社会目的をもった非営利の「社会的事業所」づくり

の運動を、1984年から進めている団体です。

　「障害者は生きる価値がない」「安楽死が必要」「税

金の無駄使い」「ヒトラー思想が2週間前に降りてき

た」として、重度重複障害者を殺傷した事件に対し、

われわれは言葉には言い尽くせないほどの怒りと衝

撃をもって糾弾する。それは、すべての障害者に対し

て向けられた全存在の否定の攻撃だからである。断じ

て許すわけにはいかない。

　だが、今はまだこの事件の全貌が明らかになってい

ない。事件の闇の深さを現段階では十分知ることはで

きない。したがって、ここに「７月緊急声明」を発するこ

とに留まらざるをえない。

　かつて、石原慎太郎東京都知事（当時）が重度心身

障害者施設都立府中療育センターを訪問した際、「あ

あいう人ってのは人格あるのかね」と感想をもらした。

また、地域住民の同意を必要とする自治体「要綱」は

撤廃されたものの、障害者の作業所やグループホーム

を設置するにあたっては、今なお地域住民の反対運動

は根強い所もある。それは障害者を隣人として迎え入

れない、いわば「抹殺」しているに等しいのではなかろ

うか。事件と日常生活を同次元の問題にひきつけて考

察しなければならない。「津久井やまゆり園」殺傷事件

に対し、善良な多くの国民は憤怒をもって受けとめた。

だが、すべてが、われわれの日常生活につながってい

ることにも気づかなければならない。 

　かつて、われわれは苦い経験をした。1964年に起き

たライシャワー米大使の傷害事件である。犯人は、松

沢精神病院に通院していた患者であった。彼は反米右

翼思想の持主だった。にもかかわらず、政府やマスメ

ディアは精神病者ゆえの事件として取り上げ、日米の

外交問題を政治的に回避した。以後、民間の精神病院

が次 と々造られる方向に進み、いわば保安処分的社会

防衛の措置がとられた。だが、今回の事件はまたそれ

とも意想を異にしている。

　容疑者は措置入院の経歴があり、大麻薬物依存症

者、そして被害者もまた障害者である。

　政府は関係閣僚会議で措置入院のあり方を再検討

することを示し、そして現状の医療観察法、社会復帰に

努力しているダルクの存在、障害者を20万人ジェノサイ

ドしたといわれるヒトラーの優生思想、さらに激しさを

増してきたヘイトスピーチ、こうした現実の状況のなか

で、われわれは、事の本質と原因を明確に見定めなけ

ればならない。そのためにはもう少し時間を要するし、

議論を深めなければならない。世の中を誤りなき方向

へ導くために。

　われわれは、唾棄すべきおぞましい事件を心底から

弾劾・糾弾することをここに表明する。

2016年7月30日

　「隣の芝が青く見える」という諺がある。英語の諺で、

「他人のものは自分のものに比べると なんでもよくみえ

て羨ましくなる。でも実際はそうでもない」という意味。

　障害者ワープロフロアー開設から27年になる。設立

時からいるK・Yは46歳。18年目になるK・SやO・Tは47

歳。アラフォーのO・A、S・K。その他、15周年記念の名簿

では10名の仲間たちが、「他人の飯を食う」経験をして

きたり、仲間と衝突したり、いろいろな人生を経ながら

ライフで頑張っている。亡くなった仲間も含め、こうした

人たちの臥薪嘗胆（がしんしょうたん：目的を果たすた

めに、あらゆる苦難に耐えること。の意）があったからこ

そ、27年も続けてこられたのだろう。

　最近は高校卒業と同時に入ってくる障害のある仲間

が多いが、かつては、K・Yを除けばそれぞれいろんな就

労先や作業所を経てライフにたどり着いている。言い換

えればいろんな娑婆（しゃば）や社会経験をしているの

石澤 利巳専務理事

シリーズ 失敗から学ぶ
共 に 生 き る － 共 に 遊 ぶ不定期連載

No.7
だ。K・Yも途中5年ほど他の娑婆を見てきている。

　一方、障害のない人の多くもいろんな社会（人生）経

験を積んでライフに来る。当然、以前の社会とライフとい

う社会を比較して日々過ごしているに違いない。

　ヒトは時に、自分（たち）のやっている事の意味を見

出せない時、ふと、隣の芝生（人や事業所等）が気にな

る。そうなった時、隣の芝生を体験する事も時には必要

だ。そこで、今までの芝生と隣の芝生の比較が出来る

し、自分の人生にプラスになるなら隣の芝生で暮らすの

も構わない。

　だが、芝生は勝手に生えているわけではない。日常ど

のような手入れをしているかによって変わる。組織も同

じで、みんながどのように組織を育てようとするのか、

そのために自分はどのように動くのかが重要だろう。

「誰か」がではなく、自分もその芝生を育てた責任の一

端があるという事なのだ。

　そんな事に気づくためには、「他人の飯を食う」ことも

必要だろう。

　貧乏だけど、ライフで共に働き共に生きる、そんな仕

事が好きだと思える環境をみんなで作っていきたい。
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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

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/

生からは、「何を言っているんだ！」と怒られました。盲

腸が完全に破裂しているらしく今日中に手術しなけれ

ば、もっと大変な事になると言われ、ただその病院で

は、午後からの手術をやっていないので、午後から手

術ができる病院からサイレン無しの救急車が迎えに

来て、途中、自宅に寄ってもらい入院の準備をして病院

に向かいました。

　着いたらすぐに手術と思っていましたが、また検査

と言われ、心の中で「どれだけお金を取ろうしているん

だ！」と思ってしまいました。生まれて始めての手術台

に乗って「麻酔をしますよ」と言われた瞬間に意識が無

くなり起きたら病室のベッドの上でした。

　約１時間半の手術だったようです。そして10日間の

入院生活で思ったことは、痛いと思ったら我慢をせず

に病院へすぐに行くべきだということ、そうすれば手

術をせずに済んだのかもしれないということです。

　そこで「盲腸だけにもうちょっと早ければ」と思いま

した。

　

　

　

　本格的にビールが美味しい季節になりました。自分

は、ビール党なので、どなたか札幌大通のビアガーデ

ン会場へ行く際は、一声かけていただければ、お供し

ますよ。そして一緒に楽しく飲んで、わが「北海道日本

ハムファイターズ」の話で盛り上がりませんか？

　7月は、怒濤の球団新記録の15連勝と波に乗り、順

位は、「千葉ロッテ」を抜いて、2位です。ここで本命の

「ソフトバンクホークス」を抜いて1位を目指したいと

ころですが、ゲーム差を考えるとまずは、2位であれ

ば、良しとしましょう。

　ところで、話は変わりますが今年の1月の正月休みも

終わったある日の事、友人とお酒を飲んだ翌朝にお腹

が痛いと感じたのですが、よくある「飲みすぎ」「食べす

ぎ」と思い、たいして気にしませんでした。

　しかしその痛みが3～4日経ってもとれず、会社を休

み朝9時に病院に入り13時位まで、血液検査から始ま

り「CTスキャン」「エコー」等、色々検査しやっと先生に

呼ばれ、言われた病名は「虫垂炎」。いわば、盲腸って事

ですが、一瞬耳を疑ってしまいました。

　当然何も用意をしていませんから先生に金曜日だっ

たので手術は、休み明けでも良いですか？と聞くと先

土門 亨也

早ければ…
もうちょっと
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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

④

リユースプラザ館長  松永 クニ子

ともども夏まつり来館者数 482人♪

　去る7月23日（土）ともども夏まつりが開催されまし
た。当日は晴天で気温もグングン上昇というまさにイベ
ント日和の1日でした。
　10時の開館とともに、親子連れが入館～20人限定
の「工作教室」が30分で終了となりました。子どもが多
いので、もこもこさんの子ども縁日も大盛況でした。今
回のお楽しみステージは、午前中限定でアメリカ、ウィ
スコンシンからのファミリーバンドC4の屋外演奏です。
3度目の出演なので、実はファンの方が来館～ともども
屋台前のイス席でアイスクリーム、かき氷、アイスコー
ヒーを楽しみながら演奏を楽しむ姿が見られました。そ
して、隠れファンが存在する厚別南マジックサークルの
マジックショーが11時30分から～コチラは早くから館
内のイス席で登場を待つ方の姿がありました。イベント
を楽しみに待っていてくれる方が増えて来ています。

たねや・きばりや商品準備OK～お客さんいらっしゃい～～！！

　今回は篠笛の演奏会を開催しました。懐かしい童謡
や篠笛曲が館内に響き渡り厳かな雰囲気に包まれまし
た。ステージイベントだけではありません。わーく・ひま
わりさんのみずみずしい大根が入った袋を持った方が
いっぱい！たねやさんでは特別価格のなめたけの瓶詰
が、きばりやさんでは、花ニラなどの新鮮お野菜に足を
止める来館者で賑わっていました。来館者が多かった
ので、来館者の皆さんはお昼になるとともども屋台でも
カレーライス、うどん、サンマルコ食品のコロッケが次々
と売れていました。カレーライスの良い香りがパークゴ
ルフ場まで届いたのか、パークゴルフ場からもお昼を食
べに来てくれました。
　9月には「秋のともどもまつり/まつりだ環っ」が開催
されます。次はどんな出会いが待っているかな？今から
ワクワクしています！

カンウェイC4バンドの演奏を楽しみながら、ともども屋台で寛ぐようす

大井敏彦　　　　　　天気の方はまずまずで少し風はあったが
お客さんの方もいつもぐらいに来てくれたと思う。今回の
イベントで注目していたのが、初登場の篠笛演奏会で、ど
んな音色なのかと思っていたが、横笛とは違う音色でとて

リサイク
ルプラザ

発寒工房
も良かった。他のイベントもカンウェイファミリーバンドや
マジックショーなど予定通り行われて評判も良かったと
思う。僕の担当の資源ごみの方は、今回は少しバラバラ事
件がいつもより多かったような気がして大変でしたが、今
後は市民の皆さんにわかってもらえるようにしていきた
い。駐車場への案内もあまり慣れていないので、少しみな
さんに迷惑をかけたようなので申し訳ありませんでした。
次回も参加したいです。

ともども夏まつりに
参加しました！
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　　　　　　朝は風がすこしつめたくおもいましたが、
11：35分ごろにはあつさがひどくおもいました。
　はいきぶつのごみは、さいしょのうちはじゅんちょうでし
たけども、あとからダンボールやざつがみをまぜたり、お
まけにしばらないひともでてきたので、まとめるのがたい
へんでした。くさのりょうもありたいへんでした。よこぶえ
をきくことができて、とてもよくおもいました。お昼はカ
レーやコロッケをたべてとてもおいしくおもいました。あつ
いなかなによりでした。

焼きそばかな？それとも？うどん？齋藤悦久

　今回の担当はカレーでした。ともどもの方 と々一緒に盛
り付けをしたりコミュニケーションをとったり、ライフ以外
の方達とも動ける１日でもありました。
　毎回会う常連の方と、テンションあげて接するのも楽し
いですね。

関 隆広

発寒工房では月に１回、障害者スタッフのミーティング・勉強会の一環でDVDの鑑賞をしています。
今回は、斉藤洋平さんの感想をご紹介します。

映画「岳」を鑑賞して
斉藤　洋平

　近年、登山は趣味や健康などそれぞれの目的として

登るライフワークが確立しており、その人気はメディア

や雑誌にも取り上げられています。爽快感・達成感は、

当事者でしか味わえない魅力ですが、その裏では危険

ととなり合わせで登山者を守る人達の姿がありまし

た。

　「岳」は北アルプスを舞台とした長野県警山岳救助

隊とボランティアで救助活動を行う人々を描いた作品

であり、漫画・映画ともに印象的なものでした。

　山岳に限らず救助というエキスパートに共通する主

は命を繋ぐことですが、雪の中では過酷な現実が待っ

ています。吹雪や雪崩などの気象の変化や事故現場の

斉藤洋平　　　　　　普段勤務をしている職場以外の皆さんと
の共同作業やお話など、自分自身を成長させる貴重な
機会であり、良い1日を過ごすことができました。皆さん
が作業に熱心に向き合い、取り組む姿勢はとても印象
的で学ぶべき点が多かったですし、1つ1つの商品は魅
力的で温かみのあるものでした。また、2度目となる岡林
さんとのオセロ対決でしたが、見事に完敗でした（笑）次
回の再戦までに力をつけ、リベンジしたいと思います。

リユースプラザ夏休み親子木工教室終了
　去る７月30日土曜日、恒例の夏休み親子木工教室
がありました。例年ですと8月5日～10日なのですが
今年は、行事が重なったため７月になりました。そのた
めか毎年あっという間に定員の10組になり、更にキャ
ンセル待ちが出るほど人気の教室が今年は5組だけ
でした。しかし、5組だったので糸鋸作業に待ち少なく
あっという間に本立てが完成しました。2時間の予定
が１時間30分で全員完成し、その後はリユースの館
内を散策して宿題の自由研究のネタ探し！夏は廃材
を使った「本立てづくり」でした、冬休みは同じく廃材

完成品

先生と一緒に糸鋸作業中
です！奥の5年生の男の
子は一人で挑戦！お父さ
んが不安そう…

で「動物のタオルかけづくり」です。

状況、そして何よりも遭難者の状態を見て様々な選択

の中から最善なものを選び実行する。こうした決断と

行動は救助の象徴であると同時に、色々な思いを背負

う瞬間にもなります。

　また、こうしたものは一人でできるものではなくチー

ムとして意思疎通、連携、何よりも当事者の立場になっ

て考え、その気持ちを読み取る意味を持ち、あるべき

姿だと思いました。山岳救助の表と裏、それは助けら

れた命と、つらい運命と

向き合わなければいけ

ない現実、限られた時間

の中での生と死の境界

線は、印象深く考えさせ

られるものでした。
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⑥

■ 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

　

　

　
　買い物を終えレジに並んでいた時、大型スー
パーの「特売日」ということもあり、レジは長蛇の
列。
　二人手前に差し掛かった時、高齢の女性が会計
をしていたのが目に入りました。
　女性が財布から、なかなかお金を出すことが出
来ずに時間が掛かってしまい回りには異様な空気
が流れ出していました。
　またあるときはドアの前で、後ろから、お年寄り
と子ども、車椅子の人が待っているにも関わらず全
く気にすることなくドアを開け、足早に通り過ぎて
いく人たちがいました。こんな光景は、よく目にし
ます。
　そんな中で、ドアを開けて譲ろうとする人もいる
のですが…「余計なことをしないで」と言わんばか
りに怪訝そうな表情を浮かべる人もいます。

　困っている人がいても見て見ぬ振りをして素通り
する。そんな時、人は何を考えているのだろう…？ど
う思っているのだろう…？と思う時があります。
　世の中そんな人ばかりではないが、空しい気持
ちになります。日常的に、このようなことは、たくさ
んあります。
　十人十色。
　十人いれば十通りの「思い」や「考え」があるのも
当たり前です。
　しかし、状況によっては考えてほしいです。考え
る事も必要ではないかと思います。
　そんなことを考えながら、これからも「思い」と
「矛盾」と向き合いながら頑張って行こう！と思いま
す。

サービス提供責任者  玉川 よし子

ヘルパー 講座プ チ
さいとうの

「報告」「連絡」「相談」の意義と目的

　介護職には、一人ひとりの利用者が「よりよい生活」「よりよい人生」を送ることができるよう

に、適切な介護サービスを提供することが求められます。

　そのためには、専門職としての知識・技術はもとより、チーム支援が大変重要となります。一人

の利用者の生活を支えるには、一人で全てを抱え込むのではなく、チームの一員として同じ方向

性をもち情報を共有し連携をとることが基本です。

　介護サービスは、利用者の日々の生活の連続性、継続性のなかでの活動や、生活行為のすべて

にかかわるのではなく、一場面へのかかわりが主になりますが、専門性をもった職種のさまざま

なかかわりがあって「よりよい生活」「よりよい人生」の実現につなげることができます。

　そのために「報告」「連絡」「相談」は、なくてはならないものです。

あ る 日

の こ と
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⑦

■ 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

最近 岩崎 佑司きばりや

　2016年が始まり早半年が過ぎ夏本番、夏野菜が美

味しい季節になりました。今年の枝豆は美味しいか

なぁ？なんてことを期待しながら、中仕事も頑張って行

きます。

今月のおすすめ！
カフェ・ド・キバリヤ

　6月から始まったシナモンシュガートーストとプレミアムバニラの
コラボにラムレーズンをトッピングしました。暑い夏にもってこいの
ボリューム満点の一品に仕上がっております。是非ご賞味下さい。き
ばりや産の苺ソース味もご用意してお待ちしております。

《と～すとぱふぇ》 ＊490円＊

石川 和寛きばりや好きな仕事

　僕の一番好きな仕事はポスティングです。でもあの

出来事を起こしてしまったので行くことが出来ません。

（もう一度言うと冬のポスティングで骨折したこと）　

　あ、でも金属が入ってる状態で退院した時に一度、岡

田さんと行ったっけな。特に北区でのポスティングは

大変だったけど楽しかったです。

　見舞いに来てくれたきばりやの仲間に言ったんです

が、リュックに詰め込んだものを時間内に全てなくし

て、中が空になっているのを見るとヤッタと思います。

いわゆる達成感ってやつ？もう一度味わってみたいっ

す！汗を垂らしながら。

ようやく暑くなりましたねようやく暑くなりましたね きばりや所長　岡田 悟

　8月に入り、ようやく夏らしい気温が続いています。

　石狩の畑では夏野菜がぐんぐん成長し、収穫時期を迎えています。ちょっと目を離した隙にあっという間に

収穫適期を迎えてしまうので、目が離せないですね。

　4年目に入った農業事業。1年目の状況を思い出すと、野菜だけではなく働くみんなも成長しているなぁと感

じる毎日です。こちらも是非目を離さずにいていただければと思いますし、石狩に用事がある時は寄ってみて

ください。というのは余談ですが…。

　8月後半からは、毎年ご好評の新鮮枝豆やトマト、ジャガイモや人参が収穫できる予定となっています。カ

フェでも新鮮なお野菜を提供できると思いますし、たまに珍しいお野菜もあります。

　是非ぜひカフェにも足を運んでみてくださいね。

Cafe
de

Kiba
riya

新商品
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⑧

■ 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

相模原障害者殺傷事件について思うこともじや全スタッフより

　今回の相模原市の障害者支援施設で

発生した悲惨極まりない殺傷事件でまず

はお亡くなりになられた方々、そして被害

にあわれた方々にお悔やみ、お見舞い申し上げます。

　今回の事件はまだまだその背景や詳細がわからな

い中なので多くは語れませんが一つ言えることはど

んな理由があっても「人」を死に追いやるということ

は絶対あってはならないことです。この事件について

はすべてが明るみに出るよう切に願います。

星
力雄

　この事件の報道に接するたび、言葉に

できない憤りを感じます。障害者に対す

る一方的な偏見、強い差別意識からくる

犯罪がこの時代に起きてしまったことが悲しくもあ

ります。これを契機として、どんな重度障害があって

も、みな必死に生きている一人の人間なのだというこ

とが伝わればと思います。

　また、そのためには当事者が社会の中により積極

的に出て行くことが必要だと思います。

清野
未来

　あのニュースを見て私は同じ障害者と

して許しがたい、あるまじき行為であり、

またあってはならぬ事件だと思いました。

鈴木
麻依

　老人ホーム等での暴力・殺人事件と同じ

く弱者を見下した卑劣な事件であり憤り

を感じた。最も愕然としたのは「事件を起

こした方が皆幸せになれると思った」という、障害者

を人間視していない供述だ。

　被告の生い立ちがどうであれ、学生時代等、もっと

早い段階で障害者と関わる機会があれば、その価値

観や「強い人間」の意味合いが違ったかも知れない。

施設で働く中で自分の弱さを知り事件に至ったのだ

としても、私は許せない！色々な社会と地域で障害者

が暮らさない限り、このような事件はなくならないと

強く思う。

永島
勝章

　犯人の誇らし気な表情には、良心の欠

如というよりテロリストにありがちな自分

が正義だと信じて疑わない恐怖を感じ

た。現在、ＳＮＳや書籍などで差別主義者がすごく幅

をきかせており、そういう連中が犯行の後押しをし

たのではないだろうか？ヒトラーの名が犯人の口か

ら出たが、差別主義者たちがそれに飛びつき大惨事

になり、終わってみたらヒトラー１人に責任を押しつ

けた。民主主義の過程の基に国家元首にしたのに。

　この犯人も、ただの実行犯であり、第２第３の事件

を防ぐためにも、社会全体の責任において障害者差

別をなくさなければならない。

早川
玄

　「障害者なんていなくなってしまえ」「不

幸だから抹殺が最善の救う方法」と容疑

者が差別的な発言をしていたと報道で聞

いてそのような考えを持っていた人がいると思うと

許せない怒りと同時に悲しい気持ちにもなりました。

このような差別的な発言をする人がこの事件をきっ

かけにいなくなる事を願っています。

三上
宏美

　障害者の殺人事件のせいでつかまった

人は、笑ってカメラの方にむかってみてま

した。見てこわかったです。歩くときもこわ

いです。この事件ぜったいになっていけないです。

中橋
敬人

　結果として容疑者の供述や手紙の内容

が広く流布され、類似の犯罪に繋がらな

いか心配です。政府や報道機関には良識

ある情報発信と法整備を願う限りです。

西田
彩

　今回事件を起こした彼と同様の思想を

持っている者は少なくない。異常者が起こ

した事件とせず、優生学的思想を持つ人

たちが考えを改める機会となってほしい。

伊東
伸一

野崎 友宏 許せない。ただただ許せない。
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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

Facebook
随時更新中!

『共働サービスたねや』のFacebookでも、商品情報などを随時更新していますのでぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/taneya.life 共働サービスたねやfacebook 検 索

今野 美志たねやに来て１年

　たねやに来て１年になり仕事は、みんなと助け合い、

与えられた仕事は、最初から最後まで、やりとげて日々

努力すること心がけている。

　やる事は、やるべきだと思う。分からない事は、誰か

に聞くべきだと思う。

石田 程哉ジャナグルコンサートの感想安藤　駿夏本番に

　夏本番になり暑い日が続く中、皆さんいかがお過ごし

でしょうか。私はといえば清掃委託先で汗を流す機会

が増えました。

　ここ3ヶ月ほどで3箇所の清掃に参加するようになり

ましたが、場所ごとに広さや掃除内容等が違い覚えるこ

ともいっぱい。一生懸命やれば

やるほど汗びっしょりになりま

す。

　そんな中清掃の合間の昼食

時と清掃後の小休憩時に、一緒

に行った皆さんが何を買って食

べるのか毎回気になり、楽しみ

にしています。冷やし中華、ドー

ナツ、アイス・・・このまま夏を乗

り越えられそうです。

今月
のお
すす
め！

信州産の生えのき茸を含めてすべて原材料は国産製造品です。厳選した原料

や天然水を、手造りで仕上げた塩分3％未満のうす塩味のなめたけです。こだ

わり素材で作ったなめたけですので、おいしさがちがいます。ちなみに何が

「うっかり」なのかは店舗にてご確認ください(笑)

今回のオススメは「なめたけ」です！

本造りなめたけ・・・・・・・ 295円
（内容量1本・200g）

（今だけお買い得価格！）

⑨

▲THE人生ズのステージの様子

　7月1日琴似パト

スにおいて、スク

リュー高井・THE

人生ズ・ジャナグ

ルのコンサートが

ありました。しか

しなぜか、F氏がス

テージ前でおどり

まくり、ほとんど

見えなかったで

す・・・汗

　 とくに 、スク

リュー高井さんの

ステージは、ぼく

の席では全く見えませんでした・・・。

　みんな8曲位の曲をねっしょうし、最後に出演者全員

で「上を向いて歩こう」をうたいました。とても楽しかっ

たです。

　アンコールの時に、ジャナグルだけうたってたのです

けど、本当は3組全部なのでは？と思っていました。

　それからフェイスブックにいつも「いいね」をいれて

いる人に偶然あえてよかったです。

Facebook
随時更新中!

『共働サービスたねや』のFacebookでも、商品情報などを随時更新していますのでぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/taneya.life 共働サービスたねやfacebook 検 索
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⑩

■ 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

【月～木曜日】
10：30～17：00  ＊お食事は11：30からとなります

【金曜日】
10：30～21：00  ＊お食事・お弁当のラストオーダー16：30まで

定休日

土曜・日曜・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

猛暑見舞い申し上げます！
近藤 淳一

　猛暑続きの連日ですが、みなさんの体調はいかがで

すか？

　「ひだまり」では、メンバーさん達も少しづつ増えて、

大所帯になってきています。

　暑さに負けず、メンバーみんな笑顔と元気で仕事をし

ていますので、「ひだまり」の美味しいお弁当をどしどし

注文して下さい。

兄弟旅行 村上　綾

　８月から、妹が４年間アメリカに留学（アメリカの大

学）に行くから妹の頼みで、兄弟全員でりょこうに行き

たいと言う頼みがあったので、ちばから兄ちゃんが帰っ

て来てくれて兄弟全員で、何年かぶりにあつまりまし

た！

　妹のドイツの彼氏と兄ちゃんの彼女もいてたのし

かったです！妹には、アメリカに行ってもがんばってほ

しいなぁ!!

　また何年か後に兄弟であつまれればあつまりたいで

す！

最近
読んだ 本

先日読んだ週刊誌の中で100均の特集があったので、面白かったものを紹介します！

横窪 友美 狭いサッシも簡単に掃除できます。ペッ

トボトルを有効活用できるノズル付き。

サッシブラシ

網戸用の取っ手付きスポンジ。スポンジがブラシ状になっ

ていて、細かい網戸の汚れもきれいに落とせます。

あみ戸洗い　こんな便利グッズ

が100円で買える

のだから、とてもお

得だと思いました！
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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

ゲスト／後藤 冬風

どんな所が楽しいの？
田中さんと小黒さんどっちが好き？
田中さん！

好きな食べ物は何？
カレーライス

外は楽しい？
楽しい！楽しい！

岡林は嫌ですか？好きですか？
好き

琴江さんは好き？
好き

琴江さんは怖がっているの知ってるかい？
知らない

絵を描くの好き？
好き

どんな絵を描くの？
芳香剤、サザエさん、市電

こころやでは何したい？
ない

何を聞こうかな～
パンパン今はダメ

こころや楽しいかい？
楽しい

お母さんは優しい？
優しい、パンパン今はダメ

今はブランコ乗っている？
のってない

お母さんは好き？
好き。どうしたの

こころやの仕事は辛いですか？キツイ？
好き

石澤さんは好き？
好き！

小黒さんはおもしろいかい？
おもしろい

後藤冬風さん、ありがとうございました！

ゲスト／後藤 高志

こころやはどうですか？
楽しいですか？
楽しいです。

後藤高志さん、ありがとうございました！

みっち
ゃんの

2本立てスペシャル！！2本立てスペシャル！！

どんな風に楽しいの？

どんな風に…(少し考える)。自分の好きなこと、やり
たいことを出来ることがいい。

ひとり暮らしは何か月位していますか？
10ヶ月位かな。

話戻るけど、ひとり暮らしして良かった？
自由でやりたい放題だし、一人暮らしして良かった
です。

どんなことがやりたい放題なの？酒に女ですか？

2人で「カンパーイ！」

うん♡　(2人大爆笑)

大変なこともあるけど楽しいですか？
楽しいですよ。

どんなところが楽しいの？
自由に何でも出来るところです。

晩酌も楽しいかい？
楽しいです。ワハハハハ(2人意気投合)

これから何したいのかな？彼女でもつくりたい？
つくりたいとは思わないかな…

本音は？
本音でないよ。

～夏の特別企画～

み ＝ 岡林 お ＝ 小黒

お

お

お

お
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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：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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9 月 イベントカレンダー

下水道科学館フェスタ
9：30～16：30

ライフ本部
10 日
土

11日
日

17日
土

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

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

ともども秋まつり　まつりだ環っ！
10：00～15：00

札幌市リユースプラザ

市民活動プラザ星園 星園祭
10：00～15：00

共働事業所もじや 共働サービスたねや

共同連大阪大会（各場より13名が参加予定）
ライフ本部24日

土

25日
日

ふくし元気西区マーケット出店
10：00～14：00

共働サービスたねや こころや3 日
土

臨時休業日のお知らせ

9 月12 日 月

9月12日(月)は、誠に勝手

ながら全事業所臨時休業

とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしま

すが何卒ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。



HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可2016年8月10日HSK通巻533号

⑯

　暑い夏が来るのだろうかと心配していたら、きちんとやってくるもんですね。しかし、悠長に

ビールを楽しむ間もなく家事にも追われている。近くの老人ホームにいる父に病気が見つか

り、その治療で入院となる。そのサポートもあるし、妻も体調を崩して自宅療養中。ということで、25年ぶりに掃除と

洗濯、簡単な炊事もやっている。ワンポイントリリーフということは稀にあったが、本格的な当番は初となる。入所施

設から出たばかりの自立生活ほやほやの頃を思い出した。そして、横になっている妻に今日一日の報告と、他愛もな

い話をしながらゆっくりとした時間を過ごしている。とても大切な時間を過ごしています。（タケ）

編 集 後 記

（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

2016年 8月号

2016年8月10日（毎月10日発行） HSK通巻番号533号 1973年1月13日第三種郵便認可 発行人=北海道障害者団体定期刊行物協会
編集者=我妻 武
◇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
〒063-0812 札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO１F  TEL 011-633-6666　FAX 011-613-9323
E-mail honbu@npolife.net  ホームページ http：//npolife.net /  郵便振替口座 02710-4-63485No.189 定価 100円

不滅の恋 ベートーヴェン ヘルパーステーション繭結 齊藤 典子～私のオススメ～

　1995年、感動した映画を紹介します。今なお人々を魅了してやまない

ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン。「交響曲第9／合唱」「運命」「田

園」など時代を超越した名曲の生みの親。その死後まもなく、彼の遺書が

発見された。

　そこには、彼が「不滅の恋人」と呼ぶある一人の女性への愛の言葉がし

たためてあった。しかし、そこに宛名は無い。

　その才能で早くから敬意を表されていたが、音

楽家としては致命的な難聴という困難を抱え、身内

にも理解されない屈折した生涯を過ごした彼を、

見事な表現力で演じるゲイリー・オールドマンも圧

巻！「不滅の恋人」とは、はたして誰なのか？驚愕の

真実とは？

　作中で流れるすばらしい演奏とともにお勧めで

す♡

アドボケ購読料 小林 節子　西村 正樹　小倉 菜穂子　西道 敏一　濱中 邦彦　原田 誠司  藤本 和男

寄 付 金 高石 晴俊　原田 誠司

不滅の恋 ベートーヴェン
主演：ゲイリー・オールドマン
公開：1995年
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