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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。

未来へ
羽ばたけ！
2017ライフ新年会

理事長　我妻　武
　去る１月７日、「ターミナルプラザことにパトス」におい

て、ライフの新年会を行いました。例年ですと、暮れに

各場からライフ本部へ集合し、各場の報告や余興を見

ながら食べ飲みをして、みんなで一年間の慰労を行な

う仕事納めが常でした。しかし、昨年暮れに行なったラ

イフの理事会において大きな目標を掲げました。

　その目標をライフのみんな、ご家族の方 と々共有す

る、さらにライフを応援して下さっている方々にも知って

いただくことを含めて、新年会を行うこととしました。

　その計画とは、ライフの仕事をする場、そして生活を

する場としてライフ自前のビルを建設する目標を立てる

こととしました。振り返るとライフの母体となる印刷会

社「オフィス・イマージュ」設立から30年という節目にも

あたります。また、ライフのメンバーの中には加齢に伴う

障害の重度化、また同居する家族が高齢化してきてお

り、介助の問題や住居の問題は喫緊の課題となってき

ています。

　「共に働き、共に暮らす」ということはライフの大きな

スローガンとなっています。曲りなりにも共に働きという

ことは少しだけ実践してきましたが、住居の部分につい

ては先送りになってきました。幸いにも「まちかど荘」は

賃貸物件として偶然に見つけて実現できたものですが、

そこで暮らしている人たちは限られています。

　当初はこの「まちかど荘」も親御さんですら、自分たち

の子供は一人暮らしは無理だと思われました。しかし、

そこで実際に暮らす方々の生き生きと暮らす様子を見

て、第２のまちかど荘を待っているという現実もありま

すし、障害当事者からも同じように暮らしてみたいとい

う声もあります。

　単純なことから提案したものではなく、ライフ全体の

事務所賃貸等の経費など数字的なことも加味して考

え、単純に夢ではなく、具体的な目標として考えられる

のではないかとなりました。場所や建物の考え方、設計

など具体的なことは、これから進めていきますが、まず

は準備を進めているということを新年の報告にさせてい

ただき、併せて建設準備、建設に向けて皆さまからのご

支援、ご協力をいただけましたら幸いです。

　最後に、お一人お一人のお名前はご紹介できません

が、新年会にご出席いただいた議員の皆さま、また仕事

でお世話になっている方々、一緒に障害者の就労に取

り組んでいる方々にもお礼申し上げます。今年もよろし

くお願いいたします。
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　障害のある人と共に働くという時、勝手な「対等・平等」論がある。

　対等・平等だからと、「ため口」を利いたり、「言葉や理屈」で押し通すタイプがいる。障害のある人の多

くは、障害のない人に反論したり、立ち向かっていくことは少ない。そこで既に強者と弱者の関係が発生

している事に気付く必要がある。合理的配慮とはそういうことではないだろうか。

　「対等性」は、障害のない側の都合で語られることが多く、障害からの「自立」を障害のある人に求めて

しまうことを「対等」と思う傾向もある。

　事業運営のことや個別面談等で、障害のある人と何がしかの話をする場合、スタッフ数名対障害者1名

という、数的ハンディのなかで、合理的配慮もない話し合いが行われていないだろうか。それで「納得して

もらった」と思うのは、大きな勘違いではないだろうか。多くの場合、スタッフ側の意向を「人数」と「口数」

で障害のある人を圧倒している事に、私たちは気付く必要がある。

　対等・平等とは、障害によって実現できない事を、他の人（社会）が実現出来るように支えるという配慮

があってはじめて成立するのだと、考えてみてはどうだろうか。

専務理事　石澤 利巳

「対等・平等」
の働き方と
「大いなる誤解」

　みなさま新年あけましておめでとうございます。今

年の新年会では沢山の方にお集まりいただきありがと

うございます。

　会の中でライフにとって重要な目標が発表されまし

た。それは共同住居も含めたライフ自社ビルを建てる

ということです。鼎談では織本亜哉子さんのお母さん

の英子さんと石澤さん、我妻さんが今までの障害者運

動の歴史やライフビルに期待すること等を聞かせてく

れました。

　鼎談で印象に残ったのは織本さんが話したことで、

亜哉子さんが１人で東京にライブを見に行った時のこ

とを話してくれました。

　安積遊歩さんが織本さんの家に来た時にあわせて

１人で東京に行くと言ったそうです。織本さんは遊歩

さんがいるから反対できなかった、遊歩さんがいな

かったら絶対行かせなかったと言っていた。親が子供

を心配するのはわかるが、30歳過ぎの人がどこに行こ

うが自由だと思う。織本さんに説明はいらないとは思

いますが行動・移動の自由を制限・奪うことになりま

す。本当に障害者本人のためを思うなら失敗した時に

サポートしてあげればいいし、本当にヤバイ時にはしっ

かり注意してあげればいいと思います。

　最後になりましたが、これからライフはビル建設に向

けて進んで行きます。これまで以上にみなさまのご支

援ご協力をお願いいたします。

たねや 木原 悟志（新年会実行委員長）

新年会を終えて
2017年
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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／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

■ 農業　■ ポスティング　■ DM発送　■ 軽作業　■ その他委託業務
農業／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

濱中 孝仁きばりや初
　はじめとして、きばりや本当にしごと皆さんの楽しいで

す。たくさん大切がきちんとわたしたちと、新しい2017年

の仲間、メンバー、畑をたねまきすることが、かならずたの

しいです。だけど、たぶん、たとえば、だいたい、します。

　やっぱり、やる気、野菜したいです。せんべつ、はこに入

れることを楽しくいしょうけんめ事の仕事をがんばりま

す。

　１月７日、人生ズKUMAMOTO EPライブみなさんハワ

イにきてください。いっしょおどりましょう。がんばりま

しょうたろう。岡田悟がみんなでためにライブみにきてく

ださい。

　いよいよ終時の未来がです。ともたちに、いしょうけん

めが希望みせるよ。そうじ、テブルふき、きれいです。楽し

くしよう。雪かきにすごい時に大好きでしました。

ライフビルに期待 加藤 信一きばりや

　新年会においてライフビル（仮称）のお話がありまし

た。この計画が現在こんなに進行しているとは驚きでし

た。デザインやコンサルタントのかた、また土地を探して

いらっしゃるかた。多額のお金がかかりますが福岡では

実際に民営でビルを建設されたかたがいらっしゃるな

ど、みなさんのご活躍に感謝です。

　ライフビルがこれからの障害者の暮らしに貢献してい

けることに期待しております。

　みなさん、こんにちは。カフェの髙橋です。今年の目標

を１つあげさせてもらいます。｢チャレンジ｣です。

　理由としましては

自分が将来本当に

やりたい事が見つ

かってないからで

す。なので今年は資

格や車の免許を取

りたいと思います。

チャレンジ 髙橋 優希カフェ・ド・キバリヤ

○イラクの小児がん医療支援　
○シリア難民・イラク国内避難民支援
○福島の子どもたちを放射能から守る活動
詳しくは、特定非営利活動法人日本イラク医療支援ネット
ワーク 【URL】 jim-net.org/choco/

《チョコ募金》 　　500円（一口）・・・・・・・・・・・

今月のおすすめ！
カフェ・ド・キバリヤ

募金をしてくださった方へチョコレートを一缶プレゼント。
中味は北海道の六花亭のハート形チョコです。
募金は次の活動に使われます。

　今年は雪が多く厳しい冬ですね。年末はカフェの

みんなが風邪をひき、少人数でカフェをまわすことに

なりちょっと大変でした。普段病気をしたことがない

小西君から始まり、次々と風邪で倒れ、元気印の若森

さんと山本さんだけが無事でした。全員が一度に休

まなくてすんだことは幸いです。

　さて、私事ですが8年近くお世話になったライフを

退職することにしました。もうすぐ定年になる年齢の

私は、カフェでの体力勝負の仕事がきつくなっていた

のですが、家の近所でB型事業所を開くと言う方から

サビ管で来てくれないかとのお話を頂きました。私は

まだまだ働かなくては生きていけない状況ですので、

働きたいだけ働いてくれという話に乗ってみることに

しました。

　ライフには主人の病気がまだ軽い頃、もじやに障

害者スタッフとしてお世話になったのがきっかけで、

その縁から私も健常者スタッフとして働かせてもらう

ようになりました。この間、子ども達は大人になり、主

人はくも膜下からの血管性認知症が重くなり、繭結

でお世話になったり、病状が進んでグループホームを

見つけてもらったりと、ライフのお陰で苦しい時期を

乗り越えることが出来ました。

　ライフにも、ライフで働く皆さんにも、本当にお世

話になりありがとうございました。

　皆さんに幸ありますように…。

門田 輝美カフェ・ド・キバリヤ

お世話になりました(^o^)/
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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

小野寺 貴彦2017年の決意

　お金をたくさんもらっていっぱいかせいで食べさ

せてあげたい。しっちょうはんばいいったりポステ

ングもがんばりたい思う。

蜂谷 和輝ライフ新年会

　1月７日の新年会で、たねやの発表でクイズけいし

きでしょうかいしました。

　みんなで問題かんがえて作りました。ぼくはクイズ

にはでていませんが、そとからツッコミ役で参加し

ていました。

イオン業務は寒いけど 高井 明徳

　2月は旧暦で「如月（きさらぎ）」と呼びます。語源は諸説ありますが、寒さ

が残っているこの時期、衣類を更に着るという意味で「衣更着（きさらぎ）」

と呼ばれるようになったという説が代表的なようです。

　イオンのゴミ分別作業をする場所は非常に外に近い場所なので、この時

期は全員「衣更着」で寒さ対策をしながら元気に働いております。手袋も裏

起毛の付いた冬仕様手袋を使い、靴下に「張るカイロ」を張りながらの作業

です。寒さは厳しいですが、イオンで一緒に働く仲間たちが、僕を休憩に入

れるために残った業務を引き継ぐと言ってくれたり、あったかインナーの情報を教えてくれたり、お

菓子をくれたり、突然床をピカピカにしてくれたりして、気持ちはホクホクで作業しています。

　昨年末はイオン忘年会と題しまして、みんなでモツ鍋をつつきながらイオンの業務について様々

な話をしました。普段のイオン会議とは違ってお酒を飲みながらのリラックスした雰囲気で話し合

いができたので、また開催したいと思います。（イオンあるあるが一番盛り上がりました。）今年は、

このように上がってきた意見を現場の環境にどう落とし込むかを工夫しながら、より良い職場環境

を作ることを意識していきたいと思っています。

　イオン業務の年末年始は各事業所の皆様のご協力により、無事乗り切ることができました。これ

からまた3月4月と新生活シーズンとなり忙しい時期を迎えます。正月明けで緩んだ気持ちを引き

締め直し全員で頑張ります！

石田 程哉今年のきたい

　今年は何かいいコトおきないかな～と思ってきた

いしています。

　きけんなほうあんが出てきてそうなので、デモ

行進しなければならないかもしれないと感じてい

ます。

　最近体力のお

とろえをものす

ごくかんじるの

でむりをしない

でがんばりたい

です。

危険な法案ダメ！
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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

【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

　１月７日（土）初めての新年会に参加しました。

　自分はお酒を飲みましたが、少し酔ってしまいました。

　普段なかなかお会いすることのない人たちと、楽しい

時間を過ごせてとても楽しかったです。

　また行きたいです。

熊谷　新
ライフ新年会 in パトス

　1月7日土曜日に、ターミナルプラザ琴似PATOSで、

2017NPOLIFE新年会が有りました。僕はcafé de 

kibariyaの小土さんと、こころやの小黒さんと一緒に総

合司会をやりました。台本を見ながら司会を務めるのを

頑張りました。こころやで司会練習をした時、声を張り上

げて司会の練習をするの

がうまく行きました。皆に

「司会が上手ですね。」等と

褒められました。

　2017NPOLIFE新年会

では、司会進行が上手く出

来て良かったですので、又

来年も頑張りたいです。

藤川　暉
司会を務めたLIFE新年会

　年が明け、早いものでもう２月になりました。

　去年の12月の大雪をはじめ、今年の冬はとても寒く感

じます。私事ですが、去年前厄で

体を壊す機会も多い年でした。

本厄に負けず、今年こそ「健康第

一」で頑張ります。

秋元 文男今年こそ

伊藤 美由紀
１月７日（土）パトスで新年会

　琴似のパトスでライフ

みんなで10時30分から

16時30分までさんかし

ました。

　発寒工房のみんなとご

飯を食べたり、ジュースを

飲んだりしました。

　 色 んな 事 業 所 のパ

フォーマンスやTHE人生

ズ の

パフォーマンスもありました。ア

ンコールもありました。

　楽しい新年会でした。

新年会楽しかったこと。

新年会で踊ったこと。

おにぎりを食べたこと。

ジュースを飲んだこと。

余田 知広ハイホー
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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

　リユースプラザは2017年1月4日に仕事始めでした。毎年
恒例の資源ごみの持込みラッシュでしたが、更に広報さっ
ぽろを見て「タンスフェア」を目的に来館された方々も多
かったです。初売り～一万円越えでのスタートでした。
　そして、すでに2月25日（土）開催の「リユースプラザ冬
まつり」の準備が始まっています。今年はリユースプラザ
の駐車場奥の雪山がゲレンデ化していますし、駐車場の
除雪で出来た雪山も2m近くになっています。チラシの中
で札幌市の「雪」のキャラクターゆっぽろが「みんなに
「雪」をもっと好きになってほしい」のつぶやきを正に体感
して頂くことが出来る！　そんな環境になっています。2年
ぶりにリユース名物雪だるまいっぱい！　が出来そうです。
今年も岡林名人との「オセロ対決」などなど…　互久楽さ
んの出演ひだまり特製トン汁、おでん！　もこもこさんの出
来立てポップコーン、原宿ドッグ販売で食べ物充実です！
　第三世界ショップも出店しますよ！　そうそう！　可愛い
ゆっぽろに逢いに来て下さい。「2月25日はリユースプラザ
へ行く！」とスケジュールに書き込みをお願いします。
　そして、これまた恒例の2月11日（土）からは学生さんの

新生活を応援！「アカデミックセール」が始まります。展示
場担当の西田職員が、学生さんの新生活に必要と思われ
る家具に特別価格の札を貼って行きます。
　高校生以上の学生さんは、学生証を提示頂けると～な
んと！　定価の2割から半額で購入できます。親戚やお知
り合いに是非とも、教えてあげて下さい！　ただし札幌市
民限定です。最終日は3月31日（金）です。学生さんだけ特
別！？　いえいえ、3月1日（土）からは「新生活応援フェア」
を毎年開催しています。またまた、西田職員が新生活に必
要な家具に「特別価格」を付けます。どうぞ、こちらもご期
待下さい！

　リユースプラザで冬休み中に２日間行なう親子教室。
今回は廃材を使ったタオル掛け作りと牛乳パックで作る
紙すき工作を行いました。私は久保さんと紙すき工作を
担当しました。
　今回は札幌市青少年科学館からお手製の？　水切り
ボックスをお借りし紙すき工作に備えました。
クリアケースと掃除機で水を切るという斬新なボックス
で、正直信用してなかったのですが、使ってみたら有能
で大変ありがたい物でした。紙すきではハガキを作って
もらいましたが、初めはたどたどしかった手つきも最後
には職人のようなきれいな仕上がりになり子供たちの順
応力の高さに感心しました。

　１か月前に練習も兼ねて手順確認をしていたのです
が、ところどころ忘れていてやってるうちに思い出していく
というゆるい感じ
の教室ではありま
したが親子で作業
したりほかのお友
達のお手伝いをす
る姿を見ることが
でき楽しい工作教
室になりました。子
どもたちにとっても
いい思い出になっ
てくれたらいいな
～と思います。

リユースプラザ展示場にゆっぽろ登場です♪

冬休み親子木工教室

２月の２大行事のお知らせ

お父さん、思わずカメラを持ったまま
ボックスをおさえる係りに。

リユースプラザ館長  松永 クニ子

リユースプラザ  小野　克代

リユース
プラザ

紙すき編
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ライフ新年会に参加してライフ新年会に参加してリサイクルプラザ発寒工房

　今年のライフのイベントは、「新年会」。発寒工房は水

戸黄門をイメージした出し物でした。わずか5分弱とい

う短い時間でしたが、始まるまでが緊張の空間でした

ね。でもいざ立ってみたらそんなことなくて、自分らし

い形が表現できたと思っています。衣装や小物を集め

たり、みんなで揃って練習したりと始まるまでが楽しい

部分もありました。みんなで歌った歌詞は今回の出席

できなかった、もう一人の斉藤さんが替え歌として考案

したものです。

　面白いものになりました。

　今年は地下鉄琴似駅内にあるパトスという会場で開

催された。

　昨年11月から年末にかけて実行委員会で準備をして

きて、初めて実行委員になって関わってきたので今まで

の忘年会とは違って思い出深いものになった。完璧に

準備をしたつもりだったが、思ったより緊張してしまっ

たのでドタバタした所があったのは少し残念だった。会

場設営の方はうまくいったと思うが、乾杯の挨拶と環

境事業のパフォーマンスの方では僕が水戸黄門にな

り、みんなで水戸黄門の歌を歌ったが、もう少し練習を

したほうが良かったかな？　と思った。でも、今までのス

タイルではなく、みんなと一緒にやれたのでその点は良

かったかなと思う。

　ライフも今年は自社ビルの建設という目標があるの

で、うまいくいくように願っています。

　はじまるまえは、いろいろとじゅんびをととのえてい

すやつくえをならべました。

　そしてはじまったときは、ふつうにはなしをききまし

た。2、3時間ぐらいはなしをききました。ビール3杯の

み、大井さんはかんぱいのあいずをしたので、とてもよ

いとおもいました。だんだんきんちょうがやってきまし

た。いうことはうまくいえました。だけど、うたになると

さいごのほうがつまづきました。

発寒工房鏡開き

発寒工房  関　隆広

発寒工房  大井 敏彦発寒工房  齋藤 悦久

親方のお雑煮をみんなで
美味しくいただきました
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中橋 敬人今年の目標
　年末は、ともだちに家で夕食たべないか？とさそ

われて、家に、いって夕食をごちそうに、なりました。

まめもちをもらて家に、かえりました。そのまめもち

をフライパンでやいてたべました。

　としあけは、家でろくがした映画をごろごろしな

がら見ました。ゲーセンと

かいってあそびました。

　今年の目標は、すぐ人

に、つたえることです。

鈴木 麻依初めての年賀状担当
　私は去年、初めての年賀状担当になって、慣れない

仕事で最初の内は色々戸惑ってばかりだったけど、

徐々に徐々にコツを掴んできて、どうにかマスター出

来るようになりました。また今年も年賀状を頑張り

たいと思います。

■ 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

　共働事業所もじやは開設して、もう11年目にな
る。現在は誰もがWindowsを使えるようになった
ので、もじやでのWindows専任は私１人になって
しまった。ほかはMac専任か二刀流。印刷のデザイ
ン等は通常Macを使用するので、Macオペレー
ターを増やしたいという話をしても、Windows担
当を増やしたいという話は全くない。
　そういう状況で、Windowsの仕事として「データ
起こし」を続けている。会議や講演などの音声デー
タを文字に書き起こす仕事だ。障害者ワープロフロ
アー時代はテープ起こし専用のカセットプレーヤー
を使っていたが、もじやになってからは、ICボイスレ
コーダーの普及もあり、「おこしやす２」というPC
ソフトを使うようになる。喋った言葉がそのまま文
字になるソフトやアプリがあるが、あれははっきり
した口調で、朗読のように喋らなければ文章にな
らない。会議やパネルディスカッションには向かな
いのである。あくまでも人間が耳で聞いて打たな
ければならないものだと思っている。
　残念ながら、この「おこしやす２」というソフトは
XP時代のもので、Windowsがバージョンアップす
る度に使いづらくなっているため、他のソフトの導
入も考えながら、今日も某法人の会議録を起こし
ている。
　余談ながら、障害者の仕事のためには、これか
らMacも学校で教えるべきだ。芸術・デザイン関
係はMacのほうが向いているからだ（Windowsは
事務・データ向き）。

データ起こし
　　　という仕事 早川 玄

おこしやす２

年賀状のご注文
ありがとう
ございました！

　昨年も、たくさんの年賀状のご注文をいただ

き、ありがとうございました。この場をお借りして

感謝申し上げます。

　今回は大規模な封入作業と年賀状の営業時期

が重なってしまったこともあり、売上目標を達成

できませんでした…（悔）

　その反省を活かし、今年は早めに企画会議を

して、よりお得な割引プランや、新たなサービス

などを導入したいと考えております♪

　今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！

もじや一同
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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 田中 伸和

よろしくおねがいします。
よろしくおねがいします。

……。
もう聞く事無いんですか？（笑）

田中さんには色々お世話になったなと思っているね。
とんでもございません。

これから田中さんがやりたい事はありますか？
こころやの皆でできる楽しい事がしたいです。全員でやれ
た事はまだ無いので。

俺に何かありますか？
岡林さんはこころやにいる時間が限られているので、その中
でこの前の初詣みたいにヘルパーさんの力を借りないでも、
どこかに一緒に行きたいです。自分的に嬉しかったんです。

ライフに入って何年経ちますか？
はい、9年位かと思います。

俺と同じ位ですね。
なぜ敬語なんですか。（笑） 恐い。（笑）

もちろん田中さんが積極的にアプローチしました？
はい。

もちろん恋愛結婚？
はい。

今年から敬語にしようと思って、ライフってどんな所
ですか？

僕にとっては楽しい所です。

俺は福祉団体はあまりこう言ったら批判もあると思う
けど好きではないですね。

団体は色々あると思うんですけど、そこで働いている人は一
生懸命だと思います。他の団体の事はあまり知らないんで
すけど。

最後に、奥さんとの出会いを
差し支えなかったら教えてください。

はい、前の職場で出会いました。

そうですね、俺もそう思います。話は変わるけどオセロの
全国大会についてきた事あったけど、面白かったですか？

面白かったです。岡林さんの昔からのお友達と食事をした
り、岡林さんの知り合いの北海道の人が全国優勝していて
嬉しかった記憶があります。

田中 伸和さん、ありがとうございました！

山口 敏明2017年おめでとう

ライフビル
によせて

石井 美之（新年会実行委員）

　新年あけましておめでとうございます。

　本年も新年会を1月7日「未来へはばたけ！ライ

フ2017～ライフビル建設へ向けて～」と題して行

う事になりました。

　ご来賓の皆様よりご挨拶をいただき、特に衆議

院議員横路孝弘様をはじめ皆様にかんしゃいたし

ます。

　尻ミッターフジオさま、THE人生ズさま等、後半

は楽しいものもありました。

　まだまだ未熟なものですが、ライフビルのため

にすこしでも頑張る所存です。

　今月７日琴似地下鉄駅地下パトスにて新年会がかいさ

いされた。

　内容はライフ2017～ライフビル建設へ向けて～と題

し行う事になる内容でした。

　第２アトラクションにいろいろな催し物と人生ズラ

イブけいとうで盛り上がりな

がら今年を作っていく事に進

んでいこうと思う。

　自分はライブボーカルの

中で楽しくやれたらいいか～

　又どこかでおあいしましょ

う。
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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/

が、どうしても靴ズレや足のつま先だとかが痛くな
り、足に馴染むまで時間がかかります。まあ革の素
材なので伸縮は多少ありますが、毎日使用し少しず
つ足に馴染んでジャストフィットになります。
　ふと、障害者事業所へ仕事をマッチングするのに
も同じことがいえるなと思いました。まずは、「企業
の要望⇒即ちサイズ」その「サイズに合う靴が⇒事
業所」「そして試着⇒即ちトライアル」「靴ズレ・痛み
⇒即ち失敗や経験」「足に馴染む⇒ベストマッチ」と
なります。
　当然自分たちは、企業の要望や条件に合った障害
者事業所を探し、そして事業所側の要望も取り入
れ、最終的に両者がWIN・WINの関係になるように
するのが「元気ジョブ」の仕事です。
　今後もベストマッチングを目指して頑張っていか
なければと思います。

　

　年末年始の休みもあっという間に終わり、2月も半
ばを過ぎようとしておりますが、昨年は、我が「北海
道日本ハムファイターズ」は7月に怒涛の15連勝とい
う球団記録で11.5ゲーム差もあった「福岡ソフトバ
ンクホークス」を抜いて奇跡の逆転優勝をしました。
　そして日本シリーズでは、「広島東洋カープ」に2連
敗からのスタートでしたが、その後は4連勝で日本一
に輝き、本当に日ハムファンの自分としては良い年で
した。
　ところで、話は変わりますが、自分は、営業の仕事
を始めて約二十数年になりますが、営業職の服装の
イメージとしてネクタイとＹシャツにスーツ、革靴です
が、あくまでも自分のイメージなので違っていたらご
めんなさい。
　そして、中でも革靴の消耗が早く1年ぐらいで駄目
になってしまうので、せいぜい1万円前後の革靴を買
います。人によっては、高額な靴を買って修繕をして
長く履く考えもありますが、自分は、仕事のものには
あまりお金をかけたくないので前者の方です。
　当然毎回、試着しサイズを確かめて購入をします

土門 亨也

ジャストフィット！

ベストマッチング！

ジャストフィット！

ベストマッチング！
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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

　元々は札幌生まれで、結婚をして20年以上、道南
の長万部町に移り住んでいました。
　札幌に戻って４年程過ぎ、その間の仕事は、ベーカ
リーや家政婦などを経験しましたが、もっと人とか
かわる仕事がしたいと思い、この仕事を選びました。
　52才にして、初任者研修を受けて「繭結」と巡り
合い早４カ月！
　私は、声が高いのですが、話し方などの指導をい
ろいろな方から受け、声のトーンや話し方で利用者
が不快な思いをすることもあると知り、「そんな気は
全くないのに…」と内心落ち込みました。
　そんな私を気遣ってくれた利用者に「今まで通り
でいいんだよ」と言われてしまい、こんな心配をかけ
てしまうことを反省した事もありました。

　家に帰って、そんな話をすると次男に「声の高い母
さんには、その仕事あってないんだわ。辞めたらいい
わ」と言われる始末。
　ところが長男は「それなら気をつければいいこと。
何を甘いこと言ってるのさ！」と言われました。
　そうだよね！！客観的に自分をよく見直してみよ
う！と思った次第です。
　長男よ！ありがとう！
　見た目だけはベテラン風ですが、皆様には今だに
いろいろご迷惑をおかけしています。これからも、愛
のあるご指導よろしくお願いします。

ヘルパー 講座プ チ
さいとうの 認知症エトセトラ

認知症予防
には…

　65歳の高齢者のうち認知症を発症している人は700万人、認知症の全段階である軽度認知障害（MCI）

の高齢者も約1300万人。65歳以上の３人に１人が認知症とその予備軍となっているといわれています。

　認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が壊死したことで動きが悪

くなるため、さまざまな障害が起こり生活上の支障が出ている状態

です。

　代表的な症状は、記憶障害で、直前に起きた事を思い出せなった

り、道筋を立てた思考が出来なくなる判断力の低下、自分が置かれて

いる状況を正しく認識できなくなる見当障害もあります。

　出来ていた事が出来なくなる遂行機能障害などや、うつや不安感、

無気力といった感情障害が起こるケースもあります。

　「バランスのとれた食生活」「定期的な運動」「積極的な交流」

等が効果的！

　40代から、脳は委縮していきます。「パズル・計算・読み書き

等」を行って、脳を働かせましょう！

佐藤 牧子

ヘルハー
奮 闘 記



HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可2017年2月10日HSK通巻539号

⑫
生活介護事業

札幌市西区琴似2条5丁目3-5  マンションモモ１F
TEL 011 614- 1871- FAX 011 613- 9323-

お買い求め・年間契約のお申込みは

平成28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

1,590円3㎏

2,650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。

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》
2016年10月1日～2017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31,800円が → 30,210 円 1,590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
 受付中！
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平成28年度産低農薬米『ゆめぴりか』年間契約販売申込書

フリガナ

お名前

住所

電話番号

〒      　　　̶

〒      　　　̶

携帯電話

FAX（　　　　　）　　　　　̶

ご
契
約
者

お
届
け
先

申し込み住所と同一

振込先

銀行名
口座名

口座番号
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
札幌信用金庫 琴似支店 普通 4297231

銀行名
口座名

口座番号
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
北洋銀行 琴似中央支店 普通 4660616

銀行名
口座名

口座番号
NPO札幌障害者活動支援センターライフ

ゆうちょ銀行 振替口座 02710-4-63485

現金支払（ご来店予定日　　　　月　　　　日）
営業時間：平日10:00～17:00

銀行振込（ご入金予定日　　　　月　　　　日）

その他（下記に記載の住所）

店頭受取（いずれかに○）【こころや・たねや・ひだまり】

記入日　　　　月　　　　日

契
約
数
量

年間

Kg

お
支
払
い
方
法

（011）613-9323FAX

こころや記入欄 価格 契約表 弥生入力 入金 日付 受付担当者
事務記入欄

申込書
郵送先

生活介護事業　こころや
〒063-0812　札幌市西区琴似2条5丁目3-5  マンションモモ１F TEL 011 614- 1871-

※振り込んだ銀行名にチェックを入れてください。
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2 月 イベントカレンダー

24 日
金

カイマチバザー出店
白石区複合庁舎 地下２階 「まちづくりイベント広場」
11：00～15：00

たねや

リユースプラザ冬まつり
10：00～15：00

札幌市リユースプラザ25 日
土

「ご近所さんの手助け募集中 in チ・カ・ホ」
トークイベント出演（永島）
札幌駅前地下広場
北大通交差点広場東 大通ビッセ地下
10：00～17：00 （ 出演予定／15：00～15：30）

もじや

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

メールでのお申込みは ⇒ honbu@npolife.net
ブックレットのお申込みは、NPOライフ本部事務局まで！

メールでのお申込みは ⇒ honbu@npolife.net

NPOライフブックレットNo.2

誰もが働ける社会を

定価 1,000 円（送料別）A5判 140ページ

NPOライフブックレットのご紹介

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！

　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。

講座「障害者の雇用を考える社会的事業所の役割」報告集
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　皆様、2017年もどうぞよろしくお願いいたします。１月７日にライフの新年会を行ないました。例年

は仕事納めで各自がライフに本部に集まり、食べ飲みしながらの御苦労さん会ですが、昨年暮れに行

なった理事会で大きな計画を掲げたこともあり、新年会を行なって日頃からご支援、ご協力を頂いている皆様にもご理解いた

だき、考えている計画を進めようと開催したところです。その計画とは、まだ夢の段階ですが、ご協力いただける方 と々具体的

な目標にしていきたいと思っています。追々詳しくご説明していこうと思いますので、多くの方々からのご支援、ご協力をお願い

いたします。昨年暮れに突然の病に倒れた石澤さんも新年会に元気な顔を出しました。まずは安どです。（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

2017年２月10日（毎月10日発行） HSK通巻番号539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 main_lifemail@npolife.net  ホームページ http：//npolife.net /  郵便振替口座 02710-4-63485No.194 定価 100円

アドボケ購読料 星　明美　酒井 緑　宇田川 利夫　水口 祥次　和田 順義　八倉巻 久勝　齊藤 美鈴　金子 彰夫　光増 昌久

新井田 曜子　藤川 雅司　和島 正博　熊谷 智義　工藤 仁美　菊谷 みどり

寄 付 金 和島 正博　工藤 仁美　菊谷 みどり　新井田 曜子　宇田川 利夫　小林 節子　佐藤　均　金子 彰夫

光増 昌久　遠藤　昭　我妻　武　札幌信用金庫 琴似支店　（株）フクリ企画　（社福）草の実会

賛同会費 和島 正博　高井 健男　高橋　亨　山内 亮史　横路 由美子

維持会員会費 藤川 雅司　宮野 英隆　藤岡 登

2017年 ２月号

ちえりあ＆白い恋人パーク 札幌市リユースプラザ 工藤 昌幸～私のオススメ～

　「生涯学習センターちえりあ」のマルチメディアコーナーでは、30分無料で

インターネットが出来ます！インターネット用パソコンが10台あります。カウ

ンターの受付用紙に名前を書きます。空いているとすぐパソコンの番号札が

もらえます。ウェブサイトの検索と閲覧ができます。その他、視聴覚コーナー

でCD、DVD、語学教材の視聴もできます。

　そして去年12月17日からタリーズコーヒー開店。ちえりあとコラボでブッ

クカフェがあったり、ホールと直接つながっていたりと楽しさいっぱいです。

　ちょっと歩きますが、すぐ側の白い恋人パークの散策がお勧めです。６～７

月は薔薇が咲き乱れ香りが立ち込める中お散歩、秋は紅葉、冬はイルミネー

ション。からくり時計が１時間ごとに、楽しいショーを見せてくれます。

次回は引き続き、リユース
スタッフ・川村さんと久保
さんのオススメを紹介い
たします！

ちえてらすO
PEN！
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	アドボケP13
	P14
	アドボケP15
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