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2018ライフ新年会・夢の実現にむけて
去る１月26日、西区民センターにおいて、ライフの新
年会を行ないました。
昨年の新年会では大きな夢、いや目標としてライフの

我妻

武

動に中から得たことを広く訴えていきたいと思っていま
す。どうぞ今年もライフに対するご支援、ご協力をお願
いいたします。

ビルを建て、住居棟、作業所棟を作りたいと挨拶の中

最後に、お一人お一人のお名前はご紹介できません

で語りました。あとから考えると、ほとんどの方が半信

が、新年会にご出席いただいた議員（代理秘書）の皆さ

半疑だったのではと我ながら一人苦笑していました。

ま、また仕事でお世話になっている方々、さらにライフと

当初はなかなか物件もなく、長期戦の様相を呈して

同じ思いで一障害者の就労に取り組んでいる方々、同

いたのですが、昨年の秋頃からいくつかの物件が上

じように障害を持つ仲間の方々にもお礼申し上げます。

がってきて、設計事務所さんや不動産仲介業さんにも

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

相談しながら事務局で吟味しました。昨年暮れまで議
論をしていた物件もありました。なかなか良いものでし
たが、土地、建物等を合わせると結構な金額になり、こ
の大きな借金をライフの若いスタッフには残せないと判
断し諦めました。本当なら今年の新年会でご紹介でき
たのかもしれません。焦りは禁物ですが、ゆっくりもして
いられません。関係する方々にもご協力を頂いて引き続
き物件を見つける努力をいたします。
さて、今年の新年会には、ご来賓の方々として各議員
の方々（代理の方々）、ライフと協力関係にある団体の
方々や、ライフの仕事でご協力、ご支援いただいている
企業の方々、また日頃は一同に会する機会が少ないご
家族の方々にもご参加いただき、ライフのスタッフ、メン
バーを合わせると区民センターの会場が一杯になる約
160名の方々に参加を頂きました。本当にありがとうご
ざいます。

新年会で祝電を賜り誠にありがとうございました
衆議院議員 船

橋 利

実 様

衆議院議員 佐

藤 英

道 様

石川さわこ様のお二人からご挨拶を頂戴しました。お二

参議院議員 はちろ 吉

雄 様

人からは、
「これまでのライフの実践を基に札幌市にも

参議院議員 伊

達 忠

一 様

いろいろと提言をして欲しい」というお言葉を頂きまし

参議院議員 小

川 勝

也 様

ご来賓の中から札幌市議会議員の中村たけし様と

た。本当に嬉しい限りです。引き続き、私たちライフの活
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2 018 年

新年会

2018年１月26日西区民センターで新年会が盛
大に行われました。
昨年、同じような目標（テーマ）で新年会をしま

ひだまり

児島 義秀（新年会実行委員長）

が、親が子供の未来を奪う権利はないのです。過
保護も度が過ぎると親の物になってしまいます。
そうならいように、子離れしてほしい。

したが、もう少しというところまで話が進んでいた

ともあれ、新年会は盛り上がりました。参加して

「ライフ自社ビル建 設」の話はライフが 貧乏なた

くれたメンバー、スタッフの皆さんありがとうござ

め、今回の話は断念しました。今年こそは実現さ

いました。実行委員の皆さんお疲れ様でした。そし

せたいという決意も新たに新年会を行いました。

ていつも支援してくださっている多くの議員、親、

そんな中、石澤さんの話で旧優生保護法による

友人知人の皆様が来ていただきました。本当にあ

女性の不妊手術がつい最近まで合法化されてい

りがとうございました。今後ともご支援の程宜しく

たことが言われた。これは障害者差別はもちろん

お願いいたします。

ですが、明らかに女性差別だと思います。
旧優生保護法はなくなりましたが、いまだに不
妊手術は続けられていると聞きます。親が許可す
れば手術は出来るんです。
親は子供の未来を心配してなのかもしれません

②

HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可

2018年２月10日HSK通巻551号

HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可

シリーズ
不定期連載

No.12

過去に学び 現在を問い 未来を拓く
いま

『大卒が３K仕事をしたら褒められる？』
職業差別なのか、学歴差別なのか。若いときにこ
んな体験をした。
知人がある人を紹介するときに「A君はH大学を

あした

石澤 利巳

ぐる政治利用として38度線の緊張は続いている。早
く「ワンコリアン」と願うだけ。
さて、職業の選択ということだが、視力障害者は

卒業して○○の仕事をやっているんだ、
偉いだろう」

「あん摩、マッサージ、指圧」という職業に限定され

という趣旨の話をした。僕は「H大出て○○の仕事

ていた。瞽女（ごぜ）という盲人女性の旅芸人集団

をやるのが偉いんなら、うちの叔父さん（在日韓国

も近代まであった。

人）は尋常小学校も満足に出てないが○○の仕事

最近は、少しは職業的選択の自由が拡がってき

をやっていて偉い人なんだ」とは思わなかった。何

たが、いまなお障害者は就きたい職場に入る事は困

故なら、この言葉には、
「国立大学を出た人が職業

難となっている。やりたい仕事の前に、一般就職す

的に差別視される○○を営んでいることが偉い」と

ることすらままならず、まして福祉の雇用場も熾烈

いう、学歴と職業の二重差別が含まれていると感じ

な競争社会になっている。国も社会もそして支援員

たからだ。

までが、一般就労の幻想にとらわれて過酷な競争

僕の叔父は、在日韓国人家族の長男として生ま

社会に追い込んでいる。ゴミ回収も便所掃除も、都

れ、札幌に出てからこの仕事をやってきた。Aさんと

市では無くてはならない仕事。仕事に貴賎はないは

違い、選んで○○を営んできたのではなく、出自（国

ずだ。

籍等の）によってその職業しか選択できなかった。

学歴がなんぼのもん。中卒でしっかり働くやつ

国籍が違っても選べたはずだ、という人もいるだろ

だって世の中ごまんといる。雇用だけが人生にあら

う。確かに在日韓国人すべてが○○をやっていたわ

ず。雇用されない人生も楽しい。だからといって選択

けではない。でも職業選択の自由があったわけでも

肢を狭められるのもいやだね。

ない。

（2017.９.27）

1950年の朝鮮戦争特需でこの仕事は儲かったと
いう。叔父は商売下手だからそうでもないだろうが。
自分のルーツである朝鮮民族同士の戦争特需で在
日の叔父たちが生きてゆくことが出来たこの不幸を
どう考えていったらいいのだろう。1953年にはこの
戦争も休戦となり、いまなお38度線を挟んでにらみ
合っている。社会主義国と資本主義国の対立から、
その後はアメリカ（日本）
・ロシア・中国の覇権をめ

③

2018年２月10日HSK通巻551号

就労継続
支援事業
A型

共働事業所

HSK通信1973年1月13日第3種郵便物認可

きばりや

カフェ・ド・キバリヤ

Cafe de

農業／軽作業
■ 農業

■ ポスティング

K iba riya

手前味噌ですが

■ DM発送

■ 軽作業

■ その他委託業務

喫茶

■ カフェ、
ランチ、スイーツなど

■ 食品販売

きばりや 上神田 一朗

暦の上では、１月20日からが１年で最も寒い時期24節気の大寒になり
ますが、実際には一週間ほど後の１月26日から２月４日くらいに最低気温
を更新することが多く、今年もその時期に冷えこみました。わたしの家のト
イレとお風呂は水抜きをしないと凍りましたし、インフルエンザも流行りました。みなさまは大丈夫でしたか？
ただ、この寒さは悪いことばかりではなく、この時期の水は雑菌が少ないので長期保存する味噌、醤油、日
本酒などの仕込みを始めるには大寒が最適と言われています。自慢や自画自賛と同じ意味を表す 手前味噌
という言葉がありますが、自分で作った味噌は本当に美味しいです。
一度、その味を知ってしまったらスーパーの味噌が美味しくなく感じます。大豆と塩と麹と水だけで作るこ
とができます。基本の作り方、分量はあるのですが、人によってこだわるポイント、比率、容器など様々で、とて
も奥が深いです。
農薬、肥料不使用の自然栽培で育てたきばりやの大豆で味噌を作ってみませんか？ 自分で手間暇かけれ
ばきっとおいしい手前味噌ができますよ！

新メニューになりました♪
カフェ・ド・キバリヤ

山本 滋基

C a fe
de a
r iy
b
i
K a

カフェ・ド・キバリヤ

今月のおすすめ！

寒い冬もあと少しのがまんですね。今年の１月から、
メニューが変わりました。
キバリヤプレートがなくなっておにぎり、パン、スー
プ、サラダで自分の好みにセットできます。セットにす
ると割引になります。
みなさん食べに来てください。

最近の事

きばりや

岩崎 佑司

最近の仕事は 収穫した乾燥豆の選別作業そして、
DM発送等をしています。
新しい仲間と仲良く怪我なく頑張っていきます。

今年もおしるこの季節がやってきました。
きばりやで育てた石狩花畔産の自然栽
培（ 農薬・肥料不使用栽培 ）の小豆を使
用 。そして 、今 年の隠し玉の白玉団子に
は、おとうふが練りこまれています。
しみじみと優しい甘さの上品な味のお
しるこになりました。ぜひ！

《おしるこ》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 360円
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お米販売／軽作業
■ レクリエーション

生活介護事業

■ お米の卸し・販売

いつもありがとうございます
田中 伸和
寒い日が続きます、風邪も流行っているようですの
で、体調には気をつけていきたいです。
皆様の力添えをいただき、こころやは3年目を迎え

■ アート活動
■ 軽作業

入院について

石井 美之

毎日ご苦労さまです。
私は先月入院してしまい、約２ヵ月半、皆様にご迷
惑をおかけしました。
12月末より元気が出てきて、復帰ができました。
これから元気で頑張りますのでよろしくおねがい

る事ができました。
これからも厳しいご意見、温かい応援をどうぞ宜し

します。

くお願い致します

プール

新井田 琴江

毎 週 水曜日のプールに
合 流したい のでス ポーツ
デポ宮の沢 店で水着を買
いました。
これでプールに入れま
す。

一人暮らし
と 作業
後藤 高志
一人暮らしをして、10月18日で２年目になりま
す、
いまだに楽しんでやっています。
朝は、5時50分に起きて、8時 40分〜50分に
は、職場に向かいます。9時20分ぐらいに作業所に
着き9時30分〜16時45分まで作業をして、セブン

べて、21時00分頃にシャワーに入り、22時00分
〜テレビを見ながら晩 酌をしています。休みの日
は、録画した番組を見ているか、パソコンで家計簿
を作っているか、２〜３ヶ月に１回は、すすきのに遊
びに行っているかです。
火、木は、ヘルパーの日で２年になりました。16時
45分にヘルパーさんと一緒に買い物に行きそのま
ま自宅に行って、掃除、料理、風呂を手伝ってもらっ
ています、
仕事は月〜木曜日はこころやで、JP新聞の折り、

イレブンなどで晩御飯を買って17時30分〜17時

丁合、帯府、宛名のシール張り、仕事のない時は刺繍

45分には家に着きます。

を（刺し子）をやっています。金〜土は、福の木（Ｂ

月、水、金、土は、19時00分までテレビを見なが

型）に行っています。そこでは、ウエス作りの仕事を

ら、ぼーっとしたり、洗濯、などをして19時00分か

やっています他にはマグロのシール張りや、消防新

ら晩御飯を作ります。作るのは野菜炒め、もやしの

聞の宛名シール張り、
などをやっています。

ニンニク醤油炒め、などを作っています、後は味噌

来年度も同じ作業をやって生きたいと思っていま

汁や、野菜スープなども作っています。最近はインス

す。後は、足腰を鍛えるためにプールには毎週行け

タントが多いけど…？19時30分〜20時00分に食

るようにと来年度も休まずに頑張ります。

⑤
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食品販売飲食業／清掃

就労継続支援事業B型

■ 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

ピンと一緒に私も倒れた！ 小野寺 惠
昨年12月17日に15年ぶりにボーリングを２

トイレもお風呂も看護婦さんや助手さんにお

ゲームそして飲み 会と楽しい１日を 過ごしまし

世話になりました。動けなくなって初めて看護さ

た。15年ぶりということは15年歳をとったとい

れる人の 気 持 ちが 少し分かりました。痛さや 辛

うこと、それを忘れていた。

さと言うものはなかなか人に伝わらないものな

それから１週間なんとなく腰がおもい 感じに
襲 われ、ついに23日の 夜に

看 護をしていただき

は、トイレに行くことも出来

ました 。他 人の 痛 み

ないほど腰から左 足の 先ま

を思いやれれば介護

で動くと痛みが走りました。

もで きる の か な と 。

動くことが 出 来 な い ので

大変 良い経 験になり

結 局 2 4 日 か ら２ 週 間 入 院

まし た 。ボ ー リン グ

しました。クリスマスケーキもおもちも食べられ

は腰を痛めない程 度

ない寂しい年末年始を病院で送りました。

にしましょうね。

最近の近況

熊谷

新

早いもので年も明け、
あっという間に２月になりました。
まだまだ寒さが厳しい今日この頃ですが、
通勤が大変で苦
痛に感じています。
昨年の４月末から発寒
イオン業務を始めまし
た。現在は土日をメイン
に仕事して月、火休みの
シフトです。
今年でライフに入って６
年間目になりました。ま
ずは体に気をつけて頑張
ります。

⑥

のだとも分かりました。今 回は 大 変 行 き届いた

おいしいひるごはん

吉川 卓哉

ひだまりのおひるごはんおいしいです。
ゆきか（雪掻き）もやりました。
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就労継続支援事業B型

共働サービス

たねや

皆で考え、作っていくこと

店舗業務／清掃／軽作業

■ 自然食品・雑貨などの販売、
店舗業務
■ 出張販売
■ 軽作業

■ 清掃委託業務

酒井 めぐみ

たねやのオリジナル商品「たねっツ」を制作していると、楽しい出来事がたくさんあります。まず、商品
にするナッツを皆で話し合います。どの豆をどのように販売していくかなど話し合いをします。商品にな
るナッツが決まったら、次はキャラクターを皆で考えます。
まずは皆で好きな絵を描いていきます。わいわいげらげら笑いながらやります。キャラクターが決まっ
たら、今度はナッツの内容量を決め、量って袋に詰めます。
最後にキャラクターのシールと品質表示のシールを貼ったら出来上がりです。皆で意見を出し合い完
成した商品はとても愛着があります。

ミスター カシュー
ミックスナッツバージョン

アーモン人

函館について

ミスター カシュー

のざP

たねやのお仕事

蜂谷 和輝

車イスの乗れる電車やバスができたが、札幌と同じ

さかもとP

小野寺 貴彦

しのろのこいびとのためにしごとをたくさんして、

で、営業所に電話しないとバスは、車イスに対応して

いっぱいしごとをがんばって、おかねをたくさんかせ

もらえない。

ぎたいとおもいます。

たとえばぼくが考えたのは、電話で予約しなくても

こころのりかばりーセンターやちかのホコウクウ

対応してくれるバスや電車があればいいと思います。

カンや白石のちかてつのところのバザーにもでたい

あとぼくは、バスをいつも利用しているので、
「バス
がここまできています。」といったのを、全ての乗り物
でスマートフォンのがめんに地図や音声で、おしえて

な。
しのろのこいびとのはたらいてるところをけんがく
にいってみたいです。

くれるアプリがあればいいと思います。

次回のカイマチバザーは…

これからの仕事について

大島 隆也

耳鳴りやストレスのせいで、未だに体調が不安定の
日が続いています。
今はまだ12時までの仕事で合っているようです。
これから段階的に15時までの仕事を続けていける

２月 21日 水

時間：10:00〜17:00

場所：札幌駅前地下歩行空間 憩いの空間

たねっツの仲間、カシューナッツやピーナッツ
もたくさんお持ちしますのでぜひお立ち寄り
くださいませ！

ようにしたいです。

Facebook 『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。
随時更新中! https://www.facebook.com/taneya.life 共働サービスたねやfacebook 検 索
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ヘルパー派遣業務／在宅介護支援
■ 居宅介護

■ 訪問介護

■ 重度訪問介護

■ 行動援護

■ 同行援護

■ 移動支援

■ 介護予防訪問介護

ヘルパーとして
繭結で働き始めて早いもので６年が過ぎようとし
ています。

■ 福祉有償運送

玉川 よし子

生を送れる。」を目標に、ヘルパーとして支援をして
いきたいと考えています。

この６年間、色々なことがありました。一部のメン
バーさんとは、仕事上、毎日関わりを持っている方が
います。

最近では、私自身、いつまで働けるだろうと思うく
らい、疲れが抜けなくなっていますが、まだまだ頑張
れる！と、自分に喝を入れながら、やっていこうと思

最初は、どんな人達なのか全くわからず、どう関

います。

われば良いのか戸惑いもありました。今では、少し
ずつではありますが、理 解も出来るようになってい
ることもあって、自分なりに、その人の個性を尊重し
つつ、関わっています。
しかしながら中には、自分のことなのに、他人任
せで、自分で出来ること出来ないことを考えようと
もせず、お願いしようとする方もいます。そんなとき
は、説明を求め、出来ることはしていただいていま
す。それには、
「 自立」出来るようにする為であって、
意地悪でも何でもありません。出来なければ、いつ
か出来るようになることを目標にして、支援を続け
ています。
これからも、良い関係作りに努め、
「 自分らしい人

ヘルパーステーション繭結では、共に働く仲間を募集しています！
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。
[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900〜1,200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
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Tel:011-623-2505（佐々木）

〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条6丁目5 -32

イオン●
北洋銀行●

地下鉄
5番出口

●ヤクルト

地下鉄琴似駅

セブン●
イレブン
●琴似神社

●三幸機械
製作所

●マリー
薬局
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マッチング事業

札幌市委託事業

■ 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

コモン-センス
常 識

ばなりません。我々から工賃について聞きだそうとする

小形 忠寛

営業活動をしていると少しずつではあるが、
民間企業

と、
先方は
「先に
（紹介をする前にと言う意味で）
お金の
話か」
と声高にして１袋２円との返事が返ってきました。
「いままでの施設にはこの金額でやってくれているし、

から仕事の話が出てくるようになりました。
最近、
GDP

我々は営利企業だから」と縷々話された後も、さらに

（国内総生産）
が発表され、
年率換算で1.4%のプラス成

「貴方たちは、社会福祉法人やNPO法人は非営利で

長になったとのことですが、
実際の個人消費は落ちてい

しょう」
と言われ、
あまりにも
『常識』
のない発言に驚愕

るし、
「実感なき景気回復」
となっているようです。
それ

をしました。

だから、
道内の最低賃金は13年連続で上がってはいる

『常識』
は英語で
『コモンセンス』
といいます。
コモンと

ものの、
民間企業などで働く正規雇用のサラリーマンに

は
「共通の」
という意味であり、
センスは
「感覚」
という意

対しては、
なかなか思い切ったベースアップをしようとい

味であります。
知っている人も多いかと思いますが、
トマ

う気にならないのが現実になっています。
そういう状況

ス・ペインが書いた書物に
「コモンセンス」
があります。

下の中で、
人手不足を外注に頼るという点で、
おそらくは

1776年にトマス・ペインが書いた
「コモンセンス」
は、
ア

元気ジョブの出番が少し増えているのかもしれない。

メリカのイギリスからの独立が人権上の当然の権利であ

先日、
ある民間企業から袋詰め作業の依頼があって、
同僚の小田島さんと一緒に先方に伺ってきました。
まず

り、
いわば、
それが
「常識」
であるとして独立戦争に大き
な影響を与えた書物です。

は、
我々から元気ジョブについての内容を説明したうえ

当然ながら、
先ほどのことについては、
乗れるような話

で、
ご依頼の仕事内容を詳しく聞きました。
その内容は、

ではなかったため、
一旦話を持ち帰って、
後日
「対応でき

施設内で１週間から10日かけて1,000袋の袋詰め作業

る施設はありません」
と、
その依頼をはっきりと断りまし

をします。
幾つかある商品によって計量が違いますが、

た。
あまりに差別的で人権を無視した対応や理屈に合わ

小さい袋は600g程度から大きい袋は１袋2.5kg程度の

ないような企業に対しては、
我々のパートナーには相応

材料を計量して袋に詰めて空気を抜き、
シーラー機で密

しくないし、
たとえ仕事の依頼があっても大手を振るっ

閉するという作業です。
その作業に使うシーラー機や秤

て施設に紹介できない。我々元気ジョブは、お互いが

は貸与してくれるとのことですが、材料は大きな番重

WIN-WINの関係で、
しかも対等なパートナーシップを

（20kg〜25kg程度）
に入ったものを引き取って、
出来上

今後も目指していきたいと思います。

がった商品を納品しなければならず、
総重量は２t以上
にもなって、
数回に分けて引取りをして、
納品をしなけれ

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！
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

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）
〜施設紹介やイベント情報掲載！〜

元気ジョブブログ http://www.genkijob.jp/blog/
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発寒工房

札幌市リサイクルプラザ

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

環境事業／障害者・高齢者雇用促進
■ 木製家具や子供用遊具の修理・提供

環境事業／ごみ減量活動
■ 家具の洗い・簡易修理

■ リユース自転車抽選販売

■ 資源物回収

■ 自転車の修理・提供

■ 木製家具や子供用遊具などの販売

■ 環境イベント、
講座など

リサイクルプラザ発寒工房 ＊ 新年会に参加しました！
発寒工房

大井 敏彦

去る1月26日（金）18：00から西区 民センター3階でライフ新 年会が開催され、来 賓の議員さん方の後、石澤 代 表
が「共に生きる仲間」としてかつての優 生保護 法において知的障害 者における不妊手 術か行われ、障害 者の尊厳が損
なわれた事実があったとき、今でもさほどではないにしても障害 者における現状はいまだに厳しいものであると実感
し戦っていかなければならないと思った。
介護事業に置いては企業参入しても倒産する企業が多く、そのなかでは分断と対立が起き格差と排除が生まれている。
そのために社会的作業所の必要性が言われている。
ライフでは「仕事つくり」、
「 暮らしづくり」、
「 縁づくり」という３つの委員会で話し合っている。
今は当事者にぜひ自分が働く事からはじめ、お互いに理解し合う事が大事である。
しかし、課題もある。
高齢化により、障害の重 度化、孤独や孤立を生んでいる。
「生きる」とは「いのち」の交流である。
今までたくさんの仲間が亡くなっているが「いのち」の交流を大事にして共に生きるという
事をこれからも考えていきたいと思う。

発寒工房

斉藤 洋平

発寒工房

関

隆広

障 害 者自身も支 援に頼るのではなく自分 の人 生は自

たべものはふつうでいただいていました。ぎいんの

分で決める！！言 葉の一つ一つの重みをより強く感じた

はなしをきいていてふつうでもありよいとおもいま

時間でした。様々なメディアの 情 報に目を通す中で障害

した。けいひんで当たらなくてざんねんにおもいまし

者 の人権を 逆 なでするような 社 会 やそれを助 長するか

た。とてもいいことはだいひょうのともにしごとやあ

のような法 のあり方 など障 害 者を否定 的に捉える現 状

せらずやってゆくことをきかされたことをかんしんし

があったことを 知り社 会 の 根 本 的 な 理 念に疑 問を持っ

ました。そしてむりせず やってゆくこともよいとおも

てしまう思いでした。

いました。

都合の良いストーリーを描く社 会は懐 疑 そのもので
す。そうした時代の中で障害を持っている当事 者の方々
発寒工房

が 声を上げ 意 思を持って行 動した努力と思いがあって
現 在の 福 祉ビジョンの 確 立、拡 充、柱に繋がり人権の尊
重という道を照らす力になったと思います。
全てにおいて完 璧 な人はおらずみなそれぞ れ千 差 万
別ですが誰もが安心して生 活できる地 域づくりの形成、

⑩

小原 浩之

石 澤 代 表 のスピー チのなかで「地 域 のなかでい
きる」ことに関して、地 域 住 民はお互い 様 の 精 神で、
言 い 換えるとギブ・アンド・テイクの関 係が 求められ
ます。

そして障 害がある人もない人も「共に生きる」
「 本 能とし

「地 域の人々に理 解してもらう」という受け身 の

て共生する」といった対等な立場を必然的のみならず自

姿勢ではなく「地域の人々にメリットがある」と思って

然体として歩めるよう自分自身を考えるきっかけになり

もらえるように、積極的に地 域の人々と関わっていく

ました。

姿勢が必要なのではないかと考えました。
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広報さっぽろが
変わります！
リユースプラザ館長

平成30年
5月号から

松永 クニ子

すでに広報さっぽろやST Vテレビでお知らせされていま
すが、イベント情報のお知らせのページがなくなります。替
わって、特 集・企画記事がもっと充実し、前ページカラで見
やすくなります。さて、では今までのイベント情報はどのよう

① ST Vテレビ5チャンネルに合わせてｄボタン
を押すと画面の右側にSTVデータ放送と表示
されます。

にして 、知ることになるかというと 、地 上デジタルテレビの
データ放送、又はスマートフォンアプリ「iさっぽろ」で見るこ
とができます。
掲載しなくなるお知らせ：コンサート、映画会、各種講習、
講座、教室、展示、ガイドツアーなどです。
そうなのです、リユースプラザのイベントや講座・手芸教
室などのお知らせを見たい方はST Vテレビ5チャンネルに合
わせてdボタンを押し、画面右側に表示される「札幌市から
のお知らせ」を選択します。この内容を説明するチラシがリ

②札幌市からのお知らせに合わせると下の画 面
になります。

ユースプラザにありますよ！また、10名以上のグループであ
れば、リニューアルや地デジのデータ放 送・アプリを使った
お知らせ情報の見方を地域に出向いて説明するサービスも
あります。説明サービスの詳しいことは、札幌市広報課へお
電 話して下さい 。
（Tel 011-221-2036）
5月からですが 、これを機
会に今 からｄボタンで 情 報
を取得！ぜひ挑戦してみて下
さい。

③ここから、左側の一覧から広報さっぽろを選択
して、決定ボタンを押すと右側に広報さっぽろ
の掲載内容が出て来ます。

「アカデミックセール」のお知らせ
来る2月10日（土）〜4月8日（日）まで、学生さんの新生活を応援するア
カデミックセールを開催します。新 生 活に必要なリユース家具を2〜5割
引きで提供致します。学生証（高校生以上）の提示が必要です。
学生さんだけではありませんよ！3月1日（木）〜31日（土）の1ヵ月間「新
生活応援フェア」を開催します。こちらは、どなたでも値引きのあるリユー
ス家具がお安く購入でします。
家具の購入をお考え中の方は、ぜひ3月からのフェアをご利用下さい。
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共働事業所

新年会で名コンビ

もじや

永島 勝章

印刷事業

■ 各種デザイン

■ 各種印刷

■ テープ起こし

■ 各種データ入力管理

■ グッズ・ノベルティ

■ その他企画・制作

■ 看板・屋外広告

■ のぼり・横断幕

これから自分の事ではなく、子どもの事で差 別や
偏見や役所に乗り込む事も出てくると思うが、職場

先日行われました、ライフ新年会で今年も厚別

でも家庭でも前向きで、いじられキャラのまま今年

リユースの西田大作さんと「へっぽこコンビ」として

も頑張っていこうと思っていますので、よろしくお

去年に引き続き、２度目の司会をやらせていただ

願いします。

きました。
今年は早めに会場に行って今年はリハーサルか
ら始めたので、あまりかむ事なく進める事ができま
した。西 田さんに「飲み食 いする時 間 はいつで す
か？」と聞くと「飲み食いする気でいるの？」と言わ
れましたが、石澤さんの話と大抽選会の所で、何と
か食事にとりながら話を聞く事が出来ました。
新年会の直前に長男が発達障害との知らせがあ
り、少し動揺してましたが石澤さんの話を聞いて、

新年会の感想

佐藤 之寛

ライフそれぞれの事業所が一同に会する行事に
初めての参加とあって緊張しましたが、無事に終え
ました。
はじめは皆さん方のみなぎるパワーに圧倒され
て、体がこわばりどうしようかと思う場面が多々あ
りましたが、時間と共に解れてゆき、最後には笑顔に

年賀状のご注文
ありがとう
ございました！
もじや一同

なりました。
まだもじやに入ったばかりでつたないと感じさせ

昨 年も、たくさんの年賀 状のご注 文をい

てしまうことも多々あるかもしれませんが、精一杯

ただき、ありがとうございました。この場を

頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いし

お借りして感謝申し上げます。

ます。

今回は新たに、早割・ネット割り・NPO割
という３つの新規プランを導入したものの
昨年に比べ、思った以 上に年賀状の注文が
少なく、昨年同様 売 上目標を達 成できませ
んでした…（悔）。
その反省を活かし、今年はどのようにして
いったら良いのかをもじや皆で話し合いた
いと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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ライフで共に働く

障害者メンバー募集中♪
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？

就労継続支援事業B型

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。

お問い合わせ
元気いっぱい“こころや”のメンバー

毎日元気に出勤できる方優遇します！

担当：奥井・酒井

就労継続支援事業B型

生 活 介 護 型 事 業

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。

お問い合わせ

☎011-615-4131
担当：小野寺・秋元

TEL

☎011-613-0611

お問い合わせ

☎011-614-1871
担当：田中・小黒

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
011- 633- 6666 FAX 011- 613- 9323 ［Eメール］main̲lifemail@npolife.net ［ホームページ］http://npolife.net/
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2月

ライフ事業所一覧
◇NPOライフ本部事務局
TEL

011- 633 - 6666

FAX

共働事業所きばりや
TEL

011- 644 - 5533

こころや
TEL

011- 614 - 1871

FAX

FAX

011- 613 - 9323
011- 613 - 9323
011- 613 - 9323

〒063-0812
札幌市西区琴似2条5丁目3-5 マンションMOMO1F

コン・ブリオひだまり
TEL

011- 615 - 4131

FAX

011- 615 - 4132

〒063-0812
札幌市西区琴似2条3丁目2-37 サンハイム1F

共働サービスたねや
TEL

011- 613 - 0 611

17 日
土

21 日
水

イベントカレンダー
札幌市リユースプラザ

リユースプラザ冬まつり
10：00〜15：00
たねや

カイマチバザー出店
札幌駅前通地下歩行空間 憩いの空間
10：00〜17：00

最新の情報は、
ホームページを
ご覧ください！

http://www.npolife.net
NPOライフ

検索

《NPOライフブックレットのご紹介》
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
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

〒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

も出来ない手足で自殺まで
考えた彼が 今、
『 生きていて

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

幸せだ。
』
と言えるのは…

岡林満美、渾身の一冊、

〒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

共働事業所もじや
TEL

011- 596 - 6583

FAX

TEL

080 - 6076 -1474

FAX

011- 596 - 6584

〒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

Cafe de Kibariya（カフェ・ド・キバリヤ）
TEL・FA X

定価 800円（送料別）

岡林満美のCD

011- 596 - 6584

〒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

相談室らいふ

ぼくたちだって人間だ!!

NPOライフブックレットNo.3

この実グループ 加藤 孝 講 義 録

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…

TEL

011- 662 - 7815

URL

http://www.reuseplaza.jp/10hassamu.html

本来
『
「人間福祉」
であるべき

011- 662 - 7816

「福祉」が、今、
「制度としての福
祉」に成り下がっている』という

〒063-0835
札幌市西区発寒15条14丁目2-30

札幌市リユースプラザ

（送料別）

収容施設は
もういらないと思うまで

〒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

FAX

定価300円

A5判 134ページ

011- 758 - 6533

リサイクルプラザ発寒工房

僕たちの
小さい命

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

TEL

011- 375 - 113 3

URL

http://www.reuseplaza.jp

FAX

〒004-0003
札幌市厚別区厚別東3条1丁目1-10

011- 375 - 115 5

NPOライフブックレットNo.１ 発行する。
A5判 72ページ

定価 840円

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 ⇒ main̲lifemail@npolife.net
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ご協力ありがとうございます（順不同・敬称略）
アドボケ購読料

佐藤 圴 川村 勇 酒井 緑 和島 正博 佐藤 典子

佐藤 隆 加藤 幸二 藤川 雅司

飯塚 優子 八倉巻 久勝 ワーカズコープ札幌
（特非）あ•りーさだ （同）地域計画 北海道教職員組合しょうがい児学校部
寄 付 金

佐藤 圴 佐藤 靖子 我妻 武 三田 明外 加藤 幸二 岩浅 孝司 吉田 隆一 児島 義道
北海道信用金庫

賛同会員会費

横路 孝弘 和島 正博 川村 勇 手塚 玄 吉田 隆一

佐々木 浩一郎

（特非）あ•りーさだ
維持会員会費

長崎 昭子

寄付金（ビル建設） 原田 誠二

ライフカンパ のご案内
ライフは障害の種別を超え、
「 働きたい」

〜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〜
お振り込み先

口座番号／加入者名

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

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。

〜私のオススメ〜

西田 大作 横道 孝弘 匿名２名

琴似支店 普通預金 3296744
北海道信用金庫 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

ヨーグルトメーカー

カフェ•ド•キバリヤ

若森 舞子

近頃、美容と健康に良いと米麹がブームです。飲む点滴と言わ
れている甘酒、お肉を柔らかくしっとりさせたり、漬けるとうまみ
たっぷりの漬物になる塩麹や醤油麹。
でも、実際に作るとなると温度計で一定の温度に保ったりと時
間調節がわからなかったりで、なかなか難しかったのですが、これ
があれば手間なく簡単に作れちゃうんです！！しかも、ヨーグルト
はもちろん、パンの天然酵母（自分で育てた酵母でパンが膨らむ喜び！！風味も全然違います！）など
も作れてしまうという、夢のようなマシン〜けっこうハマってます♪

編集後記

皆様、改めまして2018年もどうぞよろしくお願いいたします。ライフの新年会は１月26日にご来賓の
方々や日頃からお世話になっている方々、企業、団体等の方々、また日頃はなかなか一同に会することの

ないご家族の方々にもお越しいただき、行ないました。非常に賑やかで楽しい新年会で、石澤さんの話にも泣いたり、笑ったり、
怒ったり、
そんな思いが今年の頑張りにつながることと思います。
昨年の新年会ではライフのビルを建設するという大きな目標を掲
げました。
すぐに実現するということは、
なかなか難しいのですが、
「夢」
から
「目標」
、
そして
「具体的な計画」
へと移行していけるよう
に頑張っていきたいと思っています。
どうぞ引き続き、
皆さまのご支援、
ご協力をお願いいたします。
（タケ）
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◇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
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