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✧ 1月 04日（月）NPO法人わくわくかん 事務所開き 

✧ 1月 25日（月）現場協議会 16:00～ スカイブリッジ  

✧ 1月 26日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室 

✧ 1月 30日（土）はたらっくす 16:00～コミュニケーションルーム 障害者センター4F  

                                                           ＜わくわくかん 1 月予定表＞ 

謹賀新年 
新年おめでとうございます。今年は 4 月から「障害者差別解消法」がスタートすることもあって、
障がい当事者のさまざまな参加型自治や創造的表現を強める試みが期待されています。わくわくか
んの場所を利用して、当事者組織のトライ･ザ･ブルースカイ、はたらっくす、都障がい者就労支援
事業所の会の当事者会の 3つが活動しています。障がい当事者のそれぞれの活動を自己紹介します。 

障がい当事者の新たな挑戦 

作品集の出版など経済の自立に向けて 
一番新しい都事業所の会の当事者会は毎月 1 回土曜日に、

社会的事業所の事やいろいろな話を、お菓子やお茶を飲みなが

ら話し合う活動をここ 1 年半近くしてきました。新年を迎え

ようとする中「働きたいと願う人等が、新たな就労の場を作り

上げ、仕事をおこしていく」という社会的事業所創りの活動の

主旨を元に、「精神障がい者の作品集を作り、販売していこう」

と提案をしてみました。精神障がい当事者は全国で 300 万人

の時代です。そんな病める日本で障がい当事者であることを全

面に出して、いったいどこまで障がい者自身の活動ができるの

か？ またいったいどこまで、障害者の経済的自立はなるの

か？ 挑戦してみようと全てゼロからのスタートです。来年の

6 月を目標に創刊していこうと考えています。     （E.H） 

 

2013 年 9 月に始まったはたらっくすは、働いている人と働

きたい人に参加者を特化した就労ミーティングです。働くとい

う事は「苦労をする事」です。しかし辛い事があるから楽しい

事もあり、だから人生はスパイスがあって楽しいのだ、という

事等を皆で共有出来たら良いなぁ、と思ってコーディネーター

をしています。「働くって、どういう事なのだろう？」と感じ

ている方の参加をつのっています。        （H.M） 

 

27 年前に始まったトライ・ザ・ブルースカイは「自分達で自分

達の状況を良くして行こう」という、精神障がい者のセルフヘ

ルプグループです。近い内に、生き辛い人全体の会にしようと

思っています。みんな例会で歓談する中で、日頃のストレスを

吐き出して分かち合い、共有をして、また明日からの生きて行

く活力が生まれる様な会にして行きたいと思っています。皆さ

ん、他人の山は関係なく、自分の人生の山に登って、自分なり

の幸せをつかみ取りましょう！           （H.M）

 
 

   

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒115-0044 
東京都北区赤羽南 2-6-6  
TEL：03-3598-3337 

シャケ Zo くん 

http://www.wakuwakukan.net/ 

？？なぜリボン？？ 

生まれ変わった 

再生したという意味の 

（Reborn）。 

新しく生まれ変わる 

「便り」にしたくて、名付けました。 

当事者の作品やカットデザインの出版も…。 
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今月のレシピ 

 

 
 
 
 

◆多くの団体の協力を得て 
11 月・12 月はイベントが多く、慌ただしい時期に

なります。今年は、11 月 14 日に板橋区の小茂根福祉

園という福祉施設のイベントに初めて参加させても

らったほか、12 月初旬の障害者週間に開催された三つ

のイベントにも参加しました。そのうちの障害者作品

展については、一昨年・昨年

と焼菓子等の販売では参加

していたのですが、今年初め

て主催者から声をかけてい

ただき、参加団体へお弁当を

提供することができました。障害者週間のイベントで

は大量に焼菓子を準備していたので、売れ残ることが

ないか心配したのですが、最後にあった区役所での作

業所自主製品販売会で、区役所の公務員の方々を含め

多くの人が立ち寄ってくれて、全て売り切ることがで

きてほっとしました。 
12 月初旬のイベントを乗り切ったのも束の間、18

日には法人の全体忘年会があり、例年どおり飲食の提

供を A 型が担当しました。さらに 12 月 26 日には、

全体ミーティングのあとに A 型の忘年会を開きます。 
 

◆体調崩す人も出て 

このように慌ただしさが続

いている中で、非常に残念なの

は 11 月下旬から体調を崩す人

が相次いでいて、長期の休業・欠勤状態となっていま

す。早期にみんな復帰して、再び和気あいあいと仕事

ができるようになることを強く願って、新年を迎える

準備にはいっています。 
 
 

酢 豚 

【作り方】 
①豚肉は A の酒、しょうゆで下味をつけ、小麦粉を振り入れ、

もんで 160℃くらいの油で揚げる。 

②干ししいたけ、たまねぎ、ピーマン…ひと口大の角切りに。 

 にんじん…ひと口大の乱切りに。 

 たけのこ…ひと口大の乱切りにして、下ゆでしておく。 

 パイン缶…水気をきり、ひと口大に切る。 

③鍋に油を熱し、②の材料のかたいものから順に炒め、だし

汁をひたひたに入れ、やわらかくなったら①を入れ、B の

調味料をよく混ぜ合わせて流し入れて仕上げる。 

【材料】 ４人分 
豚もも角切り肉 -------------------- 250g 

酒 ---------------------------- 小サジ 1 
しょうゆ ------------------- 大サジ 1 
小麦粉 ---------------------- 大サジ 2 
揚げ油 --------------------------- 適宜 

干ししいたけ ------------------------ 2 枚 
たまねぎ ---------------------------- 1/2 個 
ピーマン ------------------------------ 2 個 
たけのこ ----------------------------- 100g 
パイン缶 ----------------------------- 100g 
油 -------------------------------------- 適宜 

酢 ---------------------------- 小サジ 1 
砂糖 ------------------------- 大サジ 1 
ケチャップ ---------------- 大サジ 1 
しょうゆ ------------------- 大サジ 1 
かたくり粉 --------------大サジ 2/3 

だし汁 -------------------------------- 適宜 
 

就労継続支援 A型事業 

北区赤羽南 2-6-6 

TEL：03-3598-0089 

FAX：03-3598-0089 

A 
 

B 
 

♠だし汁はかつおだしでも、ガラ
スープでも好みでお使いくださ
い  

賀 

正 

各種イベントに大車輪 

 

（N.T） 
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〒114-0032  北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F TEL 03-5963-6588 

 

「障害者作品展」の感想 
（小物作り、販売） 

☆ 作ったものが売れていく喜びを感じた。（S） 
☆ 場所が一番奥で残念だった。（O） 
☆ あまり売れなくて淋しかった。（K） 
☆ わくちゃんがやたら売れたのが意外だった。（T） 
☆ 商品を並べたら、商品って感じがした。作ったの

で売れて感動した。（O） 
☆ 木を切ったが、切るのが切りがいがあった。声を

かけたらスイートポテトが売れて良かった。（S） 
☆ ミニツリーはゴールドにすると、華やかになって

良かった。（K） 
☆ 積極的に売れなかった。（O） 
☆ もっとまじめに作れば良かった。（T） 
☆ 響で作った物が良く売れて良かった。（A） 
☆ 細かい手作業が大変だった。（T） 

外出の感想（東京ディズニーランド） 
 全体的に楽しくって時間が早く過ぎてしまった。 
 スプラッシュマウンテンが一番楽しかった。（K） 
 スタッフがギャーと言っていた。←女子に戻っていた。初

めて行ったが、沢山乗れ、ミッキーに会えて良かった。（O） 
 スタッフが予習していたから、スムーズに回れた。今度は

シーに行きたい。（T） 
 天気が心配だったが、もって良かった。TDL は今までで一

番乗り物に乗れた。（A) 
 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

https://retrip.jp/items/6379372/
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「障がい者作品展」に小物出品 
12月5日(土)、6日(日)の2日間にわたり、障害者福祉センターで「障害者作品展」

が全館で開催されました。 

リボーンプロジェクトからは作業で作成した手作り小物を出品しました。鍵針で編ん

だアクリルタワシはこの秋に取組んだ新作です。少しづつ増やしてきたしおりは、様々

な絵柄の折り紙を組み合わせて作られていて、全て一点物となっています。 

また、売り子としても参加し、呼び込みや商品説明を行いました。声を掛けること

はとても緊張しますが、「とてもステキね」「上手に出来ていますね」と言ってもらえる

ととても嬉しく思います。他にも、貼り紙の作成やパンフレットの準備、商品の袋詰め

といった裏方でもたくさんのメンバーが力を合わせて準備をしました。たくさんのお客

さんに手に取って見てもらえること、仕事をしてお金をもらえることは、大きな達成感

を得られました。プログラムコース、自立訓練、法人全体の活動内容をパワーポイン

トで、メンバーが作成して来所された方々に、見ていただくこともできました。

滝野川の「障害者スポーツフェスタ」にも参加 

12月6日(日)に北区滝野川体育館で行われた障害者スポーツフェスタに初めて参加しま

した。わくわく配食サービスからパウンドケーキ、クッキー、唐揚げやおにぎり、焼きそ

ばが、リボーンプロジェクトとボランティア響会からは手作り小物が商品として販売され

ました。お客様はスポーツフェスタに出場する選手や運営の関係者が多く、身体を動かし

てお腹が空いたのか、お惣菜は好評で、なんと焼きそばは完売!!心を込めて作った小物が売

れていくことは嬉しいやら寂しいやら

複雑な気持ちになります。 
他にも数か所の福祉施設から出店があり、交流も楽しみながらのイベント

でした。様々な方面で、障害者が頑張って活躍していることに勇気をもらえ

ました。 

♠昨年の振り返りと今年の抱負♣ 

2015年4月に、あかばね就労開拓校とリボーンプロジェクトの合併という大き

な出来事がありました。合併後は、障害者福祉センターへ移り、通所時間の変更、

新しい規則といろいろ大変なこともありましたが、変化の中でも就職者数名もあ

り、新しく利用開始する方もありあっという間の一年でした。 

2016年は、MOS講座、簿記講座、介護職員初任者研修に加え、さらに資格取得

できる様に内容を充実させ、皆さんの要望と期待に応えられるようなサービスを

提供したいと考えています。 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 
北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

ど根性アサガオ成長日記（完） 

これまで 8回にわたってお届けしてきた「ど

根性アサガオ成長日記」ですが、今月で終

了となります。紙コップ 1 杯分の種を収穫

することができ、ツルも片付けて、また殺

風景なベランダとなりました。 
 

「マフラーの男の子」 （まど） 

フェスタに出品された販売品 
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農場体験報告 
～えか流山農場で農作業＆バーべキュー～ 

 2015 年 12 月 9 日、研修の一環として農場体験に行

ってきました。場所は千葉県流山にある、『えか流山

自然農場』です。この農場では化学肥料や農薬を使わ

ない、野菜本来のおいしさをダイレクトに感じること

ができる、健康野菜を育てているところです。

当日は天候にも恵まれ、風もなく、温暖な陽気とな

りました。上野から約 1 時間、都会の喧騒を離れ、深

呼吸をしたくなるフィールドに着きました。 
農場までは歩いて 15 分くらいのところでしたが、社長

自ら運転する車で迎えてくれました。農場に着いて、

まず、お茶をいただきました。そして、特製の赤じそ

エキスたっぷりのお湯割りを振舞ってくれました。綺

麗な紫がかった赤色で、しその香りと酸味が丁度よく、

とても温まる飲み物でした。 
その後、農場のコンセプトや事業内容を説明してい

ただきました。えか農場のみなさんは、精神障がいを

お持ちです。パソコンで事務をするだけが就労ではあ

りません。暑い日もあれば、寒い日もある。晴れの日

もあれば、雨の日もある。自然の中で、四季を感じな

がら、太陽の光を浴びて、健康的に就労をする。こん

な働き方もあると教えてくれました。 
今回のために、特別にバーベキューを用意。さらに、

そこで使う野菜をいまから収穫することになりました。

大根や人参を収穫し、里芋の泥を落しました。 
各自仕度を始めたところ、人参を切っている時に、社

長から一言アドバイスがありました。「ここの人参は無

農薬だから皮は剥かなくてもおいしく食べれるよ。大

根も蕪もそのまま食べて。」そこで、ちょっとつまみ食

いをしました。私は人参の香りが苦手で、あまり好ん

で食べませんが、皮付きの人参をかじると、とても濃

厚で甘い味がしました。野菜ジュースも濃くて甘いで

すが、もっとサラッとして、爽やかな甘味でした。 
バーベキューが始まり、里芋を炭火の中に入れて火

を通している間、お肉や野菜を沢山いただきました。

さらに、社長お手製の豚汁・焼きそばも振舞われまし

た。青空の下で頂く豚汁は野菜の甘みたっぷりで、こ

の上ない味でした。また、女性のスタッフ特製の蕪の

酢漬けは、お口の中がサッパリと…。 
食事の後は、野菜狩りです。はじめは謙虚だった私

たちですが、白菜あたりから本領を発揮し始め、大根

を畑から抜くあたりで、最高潮になり、みんなで「獲

ったドーッ！」と雄叫びをあげるまでになりました。

結局、カリフラワー、ブロッコリー、ほうれん草、キ

ャベツ、白菜、水菜、大根、ニンジン、蕪を収穫しま

した。持ち帰った野菜は、みんなで分けて、野菜本来

の味を楽しみました。 
よく、「働く喜びを知る。」と言います。多くの人は、

それを労働の対価として、お金を得ることを連想する

かもしれません。しかし、今回の体験では、お金だけ

では得られない、自然の恵みを感じ取ることができま

した。 

 

＜農場体験の感想＞ 
 ECA の農場での野菜収穫とバーベキューはとても楽し

みにしてました。当日は晴れて良かったです。ECA 農

場について、くわしく聞けずに収穫とバーベキューをし

たのでただ遊びに行っただけになってしまったように

思えました。（S） 

 農場に着いて間もなく、味見をさせていただくと、スー

パー等の野菜の味との違いに驚いた。ふだんより販売イ

ベントでも馴染みがあるため身近に感じることができ、

もし今後、販売イベントがあれば、自信をもって勧めら

れると思った。O 社長とお話してやはり「土」の違いが

決めてであるとおっしゃっていた。一人で農場内を見学

しながら作業中の方にお話を伺うと堆肥の山の上で種

取りをしていらっしゃった。この循環農業がどれだけ伸

びてゆけるか、日本の未来を左右するだろう。また、

Dr から菜園無農薬を勧められているので個人的にもと

ても勉強になった見学であった。（N） 

 無農薬の野菜はこんなにも甘いのかと驚きました。おい

しい野菜も持ち帰り出来たので参加して本当に良かっ

たと感じています。バーベキューも皆と出来て絆が深ま

りました。農場の人にも感謝したいです。（T） 

 最初は上野駅という、普段使わない駅での待ち合わせだ

ったので行くかどうか悩みましたが、地図を見て待ち合

わせの場所まで行けたので少しは道に強くなれたのか

なと思いました。農場では、さまざまな野菜を収穫でき

ていい気分転換にもなりました。あまり良くない土で農

業をした経験があるので、土の良さもよくわかりました。

パラパラとしてて根菜が良く育ちそうな土だと思いま

した。（O） 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 
北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 
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新年にあたり、共同連としての連帯を込めたメッ

セージを送ります。 

私たちは、社会的事業所を地域社会に創ろうとし

ています。一般就労でも福祉的就労でもない、いわ

ば第三の働き方です。共同連はその社会的事業所の

「共働」を実践し、国にその制度化を求めてきまし

た。そこでその歴史的経緯を簡単にふりかえってみ

ます。 

1970 年代からの運動は、福祉法に基づく授産事業、

自治体や国の予算措置による小規模作業所就労訓練

事業、もちろん身体障害者雇用促進法の一般雇用も

ありましたが、共同連運動のルーツとレゾンデート

ルはそれらとは異なり、崇高な理念と実践の苦難の

歴史でもありました。しかしそれは現実において、

やむなく自治体の小規模作業所助成制度を、そして

今は福祉法の就労継続支援事業Ａ・Ｂなどの制度を

利用していますが、その実態は似て非なる理念と精

神に支えられた「共働」に即して、現行の福祉制度

を変容させ、現実的な運用を図っています。また、

滋賀県や札幌市などでは自治体単独の制度として

「社会的事業所」あるいは「協働事業所」制度を勝

ち取っています。 

めざすところの原則は、障害ある人ない人が対等平

等に自分らしく共に働き、賃金または工賃ではなく

「分配金」としてその人の生活の実態に合

わせて分配し、要するに「同一労働時間、

同一分配金」としてであって、そこには訓

練、指導、支援の関係性は存在しません。

その働き方は同時に現代の経済システム

とも異なり、反能力主義の立場です。 

歴史的発展段階をみると、障害ある人な

い人の「共働事業所」から、その後イタ

リアの「社会的協同組合法」、韓国の「社

会的企業育成法」にふれる中、障害者以

外の社会的に排除された人をも含めた

「社会的事業所」に深化し、その制度化

を求めているものです。夢も可能性もそ

こに託されています。 

 だが、現実は厳しい、本当に厳しいも

のがあります。な

ぜなら、国は、自

営業以外の労働

はすべて雇用労

働であり、民法下の労働法規は労働者すなわち「雇

用労働者」を前提にしており、なおかつ、戦後の「失

業対策事業」の苦い失敗を二度と轍を踏まないよう、

雇用政策の支援は有期で、限定的で、継続した者に

しないという、国の強い意志がそこに表れているか

らです。したがって、社会目的をもった非営利の社

会的企業、社会的事業所にはきわめて冷ややかであ

り、経営等の継続支援には今のところ乗り出す気配

はありません。 

そんな中、2012 年 4 月に設置された厚労省社会援

護局内の「生活困窮者自立支援室」、「社保審特別部

会」の文書に「社会的企業」の文言、その後「認定

事業所」がでてきました。しかしその光は、政権交

代の中でわけのわからない「中間的就労」として「就

労準備支援」の任意事業（市民の褌で相撲をとる）

として法制化されたため、露と消えたのです。この

「中間的就」は当事者の就労出口がなく、昨夏の共

同連北海道大会で斎藤事務局長が指摘した「支援者

による支援のための支援法」になりかねません。 

新法は見直すとしたら通常、施行 5 年後です。しか

し本法は不出来のせいかホームレス法の暫定運用が

なくなる 3 年後には就労の出口に様々な分野で排除

にあう人々の創る準市場、社会的企業の「認定事業

所」が必要になります。共同連に集う当事者はそれ

に先行する社会的事業所を生み出していきましょう。 

 

 

12.9 衆議院内集会 

成年後見制度の見直し、 

自己決定支援を進める学習会 

代行決定のもつ 

差別・独善性 

 

私はうつから精神障害になり、母親を介護してきて当

事者として両方の現場と制度を知りました。 

法律と制度が健在しても、必要とする人の苦労を少し

でも軽減できる事に本当に役にたっているか、私は疑問

を感じておりました。 

今回の学習会に於いても、日本の成年後見人制度は自

己表現力が乏しいから法的効力を認めず、代行決定を与

える差別的で独善的であるという意見はまったくその 

通りだと思います。 

孤立せず相談できる親身になっての方向性がどうなの

か、オーストラリア南オーストラリア州の意志決定支援

モデル SDM プロジェクトを紹介してましたが、日本で現

在その様なサポート体制ができるのか、ノウハウ以外、

国としての費用の負担が政府にあるのか、当事者本人に

負担できる事ではありません。 

関係省庁や議員の方々も、実状がまったく知らないと

は思えません。建前で制度を運用しても、本音で運用し

てないのではないか。相手への思いやりより枠に嵌めて

しまう制度は必要ないでしょうし、当事者も望まないで

しょう。当事者の声を常に聞く制度や法律であってほし

いと願っております。難しいだけでは変わらない、当事

者の気持ちに少しでも、障害や介護の制度が近かづいて

ほしいと思います。 （H.S） 

 

 

 

 

日本の「病院」の医師数と病院の種類と入院患者

数、ならびに付随事項を見てみよう。第一に厚生白

書（平成 24 年 12 月 31 日）からの統計をあげると、

医師数は医療施設の従事者は 288,850 人 介護老

人保健施設の従事者は 3,189 人である。病院（医育

機関附属の病院を除く）137,902 人（病院とは病床

１９床以上の医療施設）、「医育機関附属の病院」

50,404 人（大学等の研究機関）あとはクリニック

勤務の医師である。主たる診療科別にみると、「１

内科」が 61,177 人（21.2％）と最も多く、次いで

「25 整形外科」20,480 人、精神科 14 733 人、心療

内科 847 人である。 

それでは、病院の患者数はどうか。１日平均在院
患者数は 1,402,885人、精神病院 244,730人である。
つまり、病院入院患者の６分の１は精神病院に入院
している。次に内科・外科など一般科では患者１０
人につき医師１人、精神病院では患者１６人につき
医師一人だが、平成２６年『日本精神協会総合調査
報告』によれば、精神病棟１００床あたり精精神科
医は３人だが、常勤医師でみると２.４人である。
残りは非常勤医師か、非精神科医（内科医など）で
ある。つまりは、精神科医の総数のうち、大学病院

とか非常勤医師の医師を除けば、常勤医師一人で約
５０人の患者を診ることになる。もちろんこれは平
均であり患者１００人に医師１人という病院もあ
る。『日本精神協会総合調査報告』によれば、平成
24 年の厚生白書に比べ精神病床数は 290.378 に増
加。その中で 200－299 床の病院が 92,000 と一番多
い。施設の所在地は、３０万未満の市町村所在の病
院が６４％、４割近くが１０万未満の市町村に所在
している。 
それでは退院についてはどう

か。Ｈ２５年退院実数は 203.966
人であり１か月未満 56,000 人と
一番多い。厚生労働省の指導に
よるが、大抵早期退院者は再発
して再入院する。他方死亡退院で％の一番多いのは
６か月未満が１１.６％、１年６か月が１２.４％、
５－１０年が９.９％と三つのピークを示している。
死亡退院のうち多くは高齢者だが、体調が急に崩れ
て近くの総合病院に搬送されてそこで死亡確認の
ケースも多いが、調査報告ではこのケースは省かれ
ているので、そのケースを含めれば、長期入院の患
者の死亡退院の割合はもっと高まる。 

次に平均在院日数であるが、厚生白書によれば病
床の種類別にみると、「精神病床」は 338.0 日、「一
般病床」は 20.2 日で「療養病床」は 172.6 日である。
看護婦・準看護婦数も医療法特例で一般科に比べ低
く抑えられておりそれは医師でも同様である。医療
法では患者１５人に医師一人だが、精神科医に限り
患者５０人に医師一人でいいということになって
いる。この基準でみれば、患者５０人に精神科医１
人という実態は合法的だが、実際には、この勤務は

過酷である。外来新患には１－２時間要し入院患者
でも最低２０分はかかる。何故なら患者と医師は信
頼関係で成り立つからである。それに医師には診察
だけでなく、膨大な書類を書く義務がある。新聞で
最近報じられる事が多くなった障害年金には１時
間かかるが新聞ではもっと制度を知ろうという『啓
蒙』が多く医師の苦労を書いた記事は皆無である。
他に自立医療書類、精神保健福祉手帳などなど。 

総合病院鹿児島生協病院の馬渡耕史院長によれ
ば『病床 100 床当たりの医師数はアメリカの 1/5、
ドイツの 1/3、看護婦数はアメリカの 1/5、ドイツ
の 1/2 で毎年その格差は広がってきています』『こ
のような絶対的医師不足の中にあって、多くの勤務
医の労働は過労死寸前までになっています。大阪府
医師会が 49 の病院でアンケート調査をしたところ、
病院勤務医の 1 週間当たりの平均超過勤務時間は
16.8 時間で、20 時間以上の超過勤務をしている勤

務医は 29.3%に上ることが明ら
かになりました。週 20 時間以上
の超過勤務は、厚生労働省の過
労死認定基準を超えるもので、
約 3 割の勤務医は「過労死」環

境の中で働いていることになります』『今、日本の
病院では最も活動的な 40 代のそれも内科や外科と
いった診療の中核を担う医師の退職が増えていま
す。医師の仕事は「うまくいって当たり前、何かあ
ったら医療事故?」というように責任を問われるだ
けでなく、帰宅後も担当患者さんに関する問い合わ
せ、夜間休日での緊急手術対応など、強いストレス
で四六時中拘束される仕事です。その上現場の労働

が極めて多忙になり医療事故と隣り合わせの状態
に不安を抱いているのです。1 人の医師が辞めると
その負担が他の医師にかかり、悪循環でさらに医師
がやめていくドミノ現象がうまれているのです』 
http://www.kaseikyohp.jp/renkei/yomimono/195-
2011-01-25-12-12-24.html 
最近病院事故調査委が発足したが、不審死事故発

生時には、カルテの分析・関係者の聞き取りを行う
ことになっている。決定的な事がない。不審死の場
合、病理解剖する病理医が病理解剖するが、その病
理医が不足している。2015 年 9 月 1 日現在の病理
専門医数は 2319 名である（日本病理学会）。県によ
っては一人という処もある。カルテなどは簡単に改
ざんできるし、病院関係者は自分の勤める病院に都
合の悪い事は言わない。解雇のリスクがあるからで
ある。厚生官僚の机上の空論であり、医療現場を知
らないものの発想である。こうして既に精神医療も
含め医療全体が崩壊しようとしているのに、安倍首
相は経済特区などで、米国型の金持ち対象の高度医
療機関を設けようとしている。 

（T.M） 

日本の「精神科病院」の現状 

院内集会で報告する池原弁護士と水島弁護士 

元気に 第三の働き方、社会的事業所を！ 
共同連代表 堀利和 

4 月から「障害者差別解消法」スタート！ 

―北区に障害者基本条例を！― 
4 月から「障害者差別解消法」がスタートします。この法律が日本社会に定着するためには、障がい当事者

が住む身近な地方自治体において、その法の精神にのっとって、共生する地域社会を創るための障害者基本条

例の制定が必要です。品川区在住の堀利和共同連代表らが当事者団体や市民団体とのネットワークを軸に品川

区で具体的に勧められている条例案を参考に、北区の障害者基本条例案をお願いしてみました。 
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第 10 回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時： 2016 年 1 月 26 日（火）16:00～17:00 
場 所： 障害者福祉センター ４階 自立訓練室 

内 容： 障がい者就労について  現状と見通し 

個人面談： ※（事前にお申し込み）17:00～ 

連 絡 先： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－9997 

共に働き共に生きる街づくりへ―わくわくかんの職員研修 

ＮＰＯ法人わくわくかんの 2015 年の職員研修は、11 月

21 日、A 型事業所を除く全事業所を休所して、リボーンプロ

ジェクトの会場で行われました。 

午前中に、山下和子事務長から「わくわくかんの成立ちと変

遷」がスライドを交えて語られました。1971 年 11 月、在宅

重度知的障がい者の家族により「あゆみ福祉作業所」が設立さ

れ、84 年には、２階に精神のあゆみ共同作業所が開設。９３

年にはオープンスペース「あゆみかん」を設立。２０００年に

NPO 法人となり、北区から障害者就労支援センター事業を受

託、その後、グループホームやヘルパーステーションを開始、

２００６年に現在の NPO 法人わくわくかんに改名した歴史が

語られました。また古典落語を通して差別表現を考える講演や

障がい当事者のボランティア活動によるスポーツ大会なども紹

介。話は比較的職員歴の若い人が多いだけに、初めて知る人も

多かった。続いて堀利和副理事長から「障がい者全般の法律・

運動」が多くの資料から語られた。 

午後からは、齋藤縣三理事長が「わくわくかんと共同連」と

題して、２０１２年に理事長挨拶として①会としての理念を明

確化し「共に働き共に生きる街づくりの人と人との出遇いの場」

を確認、②継続的な経営を目指し、事務作業の円滑化、規定の

整備見直し、③会全体の意思疎通を図り、会議の持ち方を検討、

④現場を尊重し、理事会への現場からの参加、⑤年間の事業活

動のまとめや計画作りを行なう、をあげたがまだ道半ばだと語

りました。私たちは障害者権利条約の「社会モデル」の立場に

立ち、支援の立場で無く「共に生き、共に働く」を貫こう。障

害者雇用は、５０人以上の企業のとりわけ大企業の特例子会社

が語られているが、５０人以下はカウントされていない。地域

では小さな企業が多くグローバリズムの影響で障がい者雇用は

落ちている。その地域で、A 型を手がかりに社会的事業所を人

間関係を資源に直接創りだしていこうと提起しました。その後

３グループで討論が行われ、全体会で議論を共有しました。

 法人各事業所から様々な立場の人間が集まり、議論が行われ

た。私の所属した Aグループでは、大爆笑が起こるほどのいい

雰囲気の中で各人が日ごろ考えていることや、法人が目指すべ

きものについて話し合った。 

理念については、日ごろ意識して考えることはないものの、

自分たちが目指すべきものがある方がいざ困ったときに対応

できると話があった。例えば、「目の前の当事者の方の立場に

立って考えられているだろうか？」など立ち返って考える核が

あるということである。

特に A型では法人の理念

にあるように障がいの

あるなしに関わらず、業

務を担当し、話し合い、

苦楽を共にしている部分があるという。同様にヘルパーステー

ションでは、当事者の方が介護支援を担当しており、当事者同

士でないと理解できない生活上の難しさ等を話すことができ、

ピアカウセリング的な要素を持っていることも話された。しか

し、就労移行支援事業や就労支援センターにおいては、どうし

ても支援する・されるの立場が存在しており、「共に生き、共

に働く」は難しい部分があるように感じられた。 

相談支援事業所においては、本来であれば通所型の事業所の

モニタリング機能があるにも関わらず、機能不全に陥っており、

自分たちの業務上の意味が感じられずにいることが話されて

いた。 

経営の安定については、今回開催された研修を定期的に行い、

普段は話せないようなスタッフとも話し合うことが非常に大

切だと感じた。特に A型事業所については日常的な業務が大変

忙しく、なかなか話し合う機会がない。話し合うことで、他の

事業所のスタッフがどのようなものを目指しているのか、何を

核に日頃の業務に取り組んでいるのかなどを教えてもらい、自

身の考えとのすり合わせなどを行うことができる。経営安定の

ための最初のステップ

として話し合いの機会

が必要であると考えら

れた。具体的な戦略とし

ては「もっと若者が意見

を出して欲しい」との意見があり、より活発に遠慮なく意見を

言うことが必要であると自戒した。これに対して、私見ではあ

るが「よそ者意識」が非常に大切だと考える。伊藤嘉昭氏著の

『どんな業界でも記録的な成果を出す人の仕事力』には、「年

齢は関係ない。経験も関係ない。大事なのは姿勢だ。」とある。

ある業界に入ってしまい、その業界の当たり前にどっぷり浸か

ってしまうと、創造的なアイディアは出てこない。そのため、

いつでも危機感を持ち、経営の安定ではなく進化を考えた経営

戦略を取り、素人目から見て「こんなサービスを受けたい」と

考えることが求められていると感じた。      (S.H) 

〈グループワーク Aグループ〉の報告 

法人の理念が日常的な業務に役立っているか？ 
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インドネシアの精神病院に 

デイケアで様々な患者と 

Ｅ.Ｈさんの自分史『精神病は自分とは関係ない!?』がいよいよ佳境にはいりました。初めて読む読者に今までのあらすじを紹介

します。有名大学に入った主人公は、一流の企業に入社してと希望をもって、海外探検に興じアルバイトに明け暮れ、専門課程に

進む頃には留年で完全に落ちこぼれになりました。東証一部上場の企業の内定も取り消され彼女とも別れました。父親に「おまえ、

おかしいのじゃないか」の一言で、大学病院でお尻に 1本注射。仕事についても病名が知られたくなくて保険書で企業を転々した。

職業安定所に行っても退職理由がはっきり言えず、転職回数も多いため、当時の主治医に聞かれ「精神分裂病ではないでしょうか」

と言ってしまう。クリニックがよいのプータロ―が考えたのは、環境を変えること、赤やピンクのわけのわからない薬漬けの生活

が本当に嫌で海外に出て治そうとバリ島へと飛ぶのですが、道端に座り動けなくなってしまいます。 

精神病は自分とは関係ない!?④ 

道端に座り込み、動けなくなっている私は、インドネシアの

若い学生に声をかけられました。「日本人の住んでいる家を知

っている。連れていってあげるみたいなことをインドネシア語

で言ってきました。私は彼について歩きました。「大学を出た

ら公務員になりたい」とその若者は語っていたようでした。私

はもうその時には頭が混乱してどうしたらよいかわからなく

なっていました。 

大きな庭付きの家の前まで案内されました。そこで、ドアの

チャイムを鳴らしました。中から日本人が出てきたと思います。

「水を下さい」と私は日本語で言うのがせいぜいで、意識がも

うろうとしていました。水を飲んでいるとポーチを日本人の若

い男性だったと思う人に調べられまし

た。 

パスポートが出てきて、「日本領事館

に行ったほうがいい」「私が車で送って

あげる」というようなことを言ったと思います。私は自動車で

日本領事館に連れて行かれました。外は夕方だったと思います。

領事館ではもう体がこわばって横になっているしかなかった

のです。私は目だけパチクリと開いて、言葉もでませんでした。

領事館の人はパスポートから、日本の父親に電話で連絡をして

いたようでした。それから、インドネシア人のえらい人のよう

な人から「私はあなたのような病気の人が行く病院を知ってい

る。これから連れていく」というようなことを言われました。

そして、夜の暗闇の中、自動車に乗って領事館の人とともに、

鉄格子の門の門番のいる建物に連れて行かれたのです。私は車

から降りて、それからあまり意識がありません。薬を飲んだよ

うな気がします。点滴はなかった、注射もなかった。口の中に

なにかを押し込められて飲み込むと、意識を失ったのでした。

気がつくと昼だか朝だかでどれくらい時間がたったのかもわ

からず、ベッドに横になっていました。赤いベゲタミン Aのよ

うな錠剤を渡されました。食事はナシゴレンのようなご飯の食

事でした。 

 私はもう、生きるか死ぬかの思いなので、根性を決めて、そ

の錠剤を飲み込みました。インドネシア人の女性のおばさん、

たぶん看護婦だと思う人が、ち

ょくちょく私の個室の部屋に

出入りしていました。汚れたジ

ーパンも洗ってくれました。領

事館の人もやさしく見舞いに

きてくれました。  

 何日居たのか定かではない

のです。本当に覚えていないの

です。日本からある日いとこの

T さんがむかえに来てくれま

した。Tさんが海外旅行経験の

豊富なことを私は知っていました。英語

を話すのです。 

 多分あの建物はインドネシアの精神病

院だったのだろうと思います。門番の人に「たばこを買いたい」

というと普通に外出できました。部屋の扉も外から鍵がかけら

れることはありませんでした。開放病棟といった扱いでした。 

 私はいとこの Tさんと領事館の人と自動車で空港まで行きま

した。途中、幻聴が命令しました「車からから飛び降りろ！」。

私は自動車のドアを開けて飛び降りようとしてしまいました。

領事館の人が気づいて、ドアにロックをかけました。日本に帰

ってからも「なぜ自動車から飛び出そうとしたか？」と父親に

聴かれたのですが、上手く答えられませんでした。 

 ウッジュンパダンの空港からバリ島のデンパサール空港ま

で、いとこに連れられて行き、そこから日本の成田空港まで一

気に帰国しました。 

 父親は「よく生きて帰ったものだ」と言っていました。母親

とはもう二度と外国には行かないと約束しました。 

 それから私はクリニックのディケアを紹介され、通うように

なりました。「君が倒れるとむかえに行くのが大変だ」と主治

医に言われました。そして、クリニックのディケアを通して、

様々な病気を抱えた患者と交流することになります。回復した

ものもいれば、死んだものもいました。相変わらずのものもい

ます。今から 10年以上も前の話です。      （E.H） 

https://pixabay.com/en/gedung-imperial-palace-surabaya-209546/
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ブラック企業大賞はセブン-イレブン・ジャパン 

アリさんマークの引越社はダブル受賞 

働 く 者 を 苦 し め る

2015 年のブラック企業

大賞は、株式会社セブン-

イレブン・ジャパンが獲得

しました。アリさんマーク

の引越社は WEB 投票賞と

アリえないで賞のダブル

受賞。この授賞式には、エ

ントリー企業で働く当事

者からの報告、「受賞企業

の Before/After」として過去の受賞企業がその後どう

なったかの報告、ノミネート企業以外で闘っている事例

の紹介があって、受賞企業が発表されました。とくに

WEB 投票と会場投票で全体の半分の票をとったアリさ

んマークの引越社は、抗議行動中の労働組合を恫喝する

映像が動画投稿サイトで 205 万回以上も再生されたこ

ともあってか、ブッチギリ

の独走状態でした。 

12 月 19 日、東京・田

町交通ビルホールで開か

れた『レイバーフェスタ』

では『アリ地獄天国（仮）』

（監督:土屋トカチ）が初

上映された。当事者の西村

さんが労働組合加入後に

シュレッダー係に配転、そ

の後懲戒解雇、その理不尽さと闘う表情がドキュメント

映像で映し出された。また上映後、西村さんとプレカリ

アートユニオンの清水書記長が登壇し拍手を浴びて登壇

した。 

（写真は「レイバーフェスタ」での上映後にあいさつする西

林さんと清水書記長[中央]） 

 

注目の異業種間のコラボ事業―WNJ(ワーコレ)が全国大会 

第 12 回ワーカーズ・コレクティブ全国大会 in 東京が 12 月

5,6 日に開かれた。ワーカーズ・コレクティブが注目されるの

は、地域に暮らす人たちが生活者の視点から地域に必要な「も

の」や「サービス」を市民事業として事業化し、協同組合（自

分たちで出資し、経営し、労働を担う）で運営する自主管理型

の「働く人たちの協同組合」であることだ。韓国のソウル市が

推進している 5人以上で創りだされる地域の協同組合はこの形

に近い。日本でも既存の協同組合法をそのままにして、簡便に

創りだす「協同組合基本法」の法制化が期待されるところだ。 

全体会の報告として注目されたのは、神奈川の配送事業を 17

年続ける企業組合ワーコレ・キャリーと清掃や事務事業のワー

クを若者とシニアで協力するＷ.Ｃはっぴいさんがコラボ事業

として始めた「はっぴぃ＆キャリー」の「生前整理・片付け・

引き払い」の新事業だ。これには、東京・荒川で便利屋事業を      

行なう企業組合あうんでの実習研修という違った分野との

スティクホルダー関係の協力関係の下ですすんでいるとい

う。あうんは、ホームレス組織から出発し、今日では若者・

手帳を持たない障がい者・シングルマザーで最賃以上の労働 

 

条件を創りだしている。 

分科会では、商店街・子育て・食・介護などのまちづくりの

取組みが熱心に議論されたが、「いま必要とされる中間支援組

織機能とは」の分科会では「連帯経済」を紡ぎだす社会的企業

について藤井敦史立教大教授が問題提起。一貫して労働統合型

社会的企業と中間支援組織についての実証研究で知られる藤

井氏は、①ワーカーズ・コレクティブ（日本の労働者協同組合

の流れの一つ）、②阪神淡路大震災後の神戸のコミュニティビ

ジネス、③障がい者雇用の分野での共同連、生活困窮者支援の

ふるさとの会等、④イタリアのＢ型社会的協同組合英国や韓国

の社会的企業等と最近の英国東ロンドンの労働者協同組合

Account3でのインターンシップから「支え合って生きる」には

多様な資源を媒介する中間支援組織の重要性を強調した。その

実践事例として CS 神戸の継続的なコンサルティングとミッシ

ョンを共有しネットワークを基盤とした事業展開と和歌山で

の知的障害者通所施設から 6次産業化をめざす社会福祉法人で

「麦の郷」の農畜産加工と高齢福祉を結び付けて一般市場に 

参入する事例をあげ、行政依存よりも相互扶助を起点とする 

互酬性を強調した。
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12 月はたらっくす報告 

 

想 春 譜Ⅰ－わが恋  リボーンプロジェクト OB うこっけい 

君想い 千々
ち ぢ

に心 乱れても 

千代 E

ち よ

Aに誓いし 君への想い 

雨ふれば 揺れる想い 切なくて 

あの 娘
こ

の笑顔 忘れられまじ 

秋なのに あの娘の返事 嬉しくて 

こころまあるく 春風が吹く 

冴え渡る 月夜に想う 愛しさを 

届けて欲しい あの娘の元に 

水ぬるむ光のどけき 春の日に 

こころぽかぽか 風を感じて 

咲く梅にあの娘の姿 重ね見て 

幸せ願う いついつまでも 

想い出が 胸に 沁
し

み入る 菜種梅雨 

また逢いたいと願いをかける 

君と手を つないだ 温
ぬく

もり 夢に見て 

今日も両手に 息吹きかける 

寝付けずに 皐月の夜のもどかしさ 

恋の高なり 甘酸っぱくて 

夏休み 氷いちごと 朝顔と 

セピア色した 少年時代 

君と見る 夏の終わりのあかね雲 

ひまわり揺れて 佇
たたず

む 2人 

夏の夜 胸いっぱいで 月青く 

君を想ってメール打つ僕 

春に降る 雪のひとひら 手のひらで  

優しく溶けた 初恋に似て 

麗 E

うら

Aらかに心は いつも日本晴れ  

君の笑顔に地球も回る 

恋をして 愛しさ切なさ  

AE幾重 E

い く え

Aにも君が教えた 生まれて来た意味 

日曜日 窓辺のラジオ ラブソング 

やっと気づいた 君への想い 

やわらかな 春を届ける 沈丁花  

優しい日差し 君の 眼差
ま な ざ

し 

青空にぽっかり浮かんだ 白い雲  

あの娘に届けて 素直な想い 

愛しさが 胸にあふれる 春の朝  

幸せ探そう 君と 2人で 

側にいる ただそれだけで 優しくて  

泣いて笑って 君と歩こう 

春霞 たなびく空に 鳥が鳴く  

澄んだ瞳に 今日が始まる 

1人より 自由な 2人 君と僕  

無邪気な笑顔にときめく鼓動 

寝る前の 君との電話 楽しくて  

今日のあれこれ 明日のあれこれ 

ウソホント 君の瞳に 映る僕  

可愛い君の まぶしい視線 

やわらかな 日差しの向こう さくら咲く 

君と出会った あの日のように 

初めての 君の手料理 おいしくて  

嫌いなピーマン 大好きになる 

春が来た 桜と一緒に 会いにいく  

2人が出会った 君の住む街 

言いたくて 口に出来ない もどかしさ  

君の笑顔に 臆病になる 

風に舞う 桜の花びら 陽だまりに  

君に誓うよ 変わらぬ想いを 

夜桜に 胸いっぱいのなつかしさ  

あの日誓った 君との約束 

おだやかな 春風吹いて 笑顔咲く  

花舞う街で あの娘と 2人 

キラキラと 輝く川面 東雲
しののめ

に  

僕の心に 命が宿る 

可愛くて 君の全部を 抱きしめたい  

一緒に歩こう 僕は本気さ 

辛い日も あなたはあなた そのままで  

側にいるから 大切だから 

風薫る 薄紅色のハナミズキ  

つないだ手と手 2人で１つ 

初デート アロマ 華
はな

やぐ カフェの味  

恋の嬉しさ 苦さ隠して 

好きだから 心配かけて みたくなる  

優しい君に 甘えてごめん 

晴れ渡る 私の心 この空に  

溶け込むような 果てしない青 

新緑の 朝陽に香る 初夏の風  

君との距離が 一歩近づく 

眠い朝 可愛い君の モーニングコール  

寝ぼけ 眼
まなこ

に 朝日が映る 

お日様の ようなあの娘の 微笑みに  

いつもと違う 夏が始まる 

五月雨に あの娘の心 聴いてみる  

不惑過ぎても 迷ってばかり 

大切な 君の大事な 存在に  

ただなりたくて ただそれだけで 

降り注ぐ 愛しい君の 眼差しに  

ホントの気持ち 隠せなくなる 

ツバメ飛ぶ 銀色の夏 連れて来た  

君の心も 暑い日差しも 

気の利いた 言葉一つも 言えないで  

泣いてる君の 手を握る僕 

落ち込むと 心配そうな 君の 表情
か お

  

一人じゃないって 素敵なことね 

12 月のはたらっくすは 12 日（土）に行われ、5 人の参加で

賑やかでした。最初、私がヘルパーをしていて思うのは、研修は

なるべく受けた方が良いのだなぁ、という事です。同行援護の研

修を、キャンセルした事があるからです。キャンセルした研修の

前にあった同行援護の研修が済んで、終了証を頂きましたが、来

ている方々を伺ったら、皆「サビ管」と呼ばれる資格をとるため

に、事務所からお金を出して貰って参加していました。 

私は自前の出費で、別にサビ管を取りたくもなく、同行援護と 

  

は目の不自由な方への支援ですが、当座その様な仕事の予定はあ

りませんでした。それで 2 回目の研修をキャンセルしてしまった

のです。それは一回目の研修がスパルタだった事もあるし、実績

を全く積んでいないのに応用の研修をうけて大丈夫なのか、とい

う不安もありました。しかし、今になって、同行援護のお仕事を

させて頂いていて「惜しいことをしたなぁ」と思っている私です。 

次回のはたらっくすは、1 月 30 日（土）の 16～18 時です。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e6%98%a5&view=detailv2&&id=9237D965A8BF07783905751D19924A184114CCF3&selectedIndex=427&ccid=YMUZHT%2bL&simid=608006046657085585&thid=OIP.M60c5191d3f8b723d73f9b74ebf9479b2o0
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e6%81%8b%e4%ba%ba&view=detailv2&&id=A79DF9D7BFB57C9A464948ED06043B2EA936DC20&selectedIndex=17&ccid=Kae4qD%2br&simid=608010350216417033&thid=OIP.M29a7b8a83fab146ae1817dd9b412f12co0
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新年おめでとうございます。お正月といえば、みんなとワイワイガヤガヤと思われがちですが、案外一人ぼっちの人

も多いのでは?…そこで、リボーン模擬企業コースの＜おすすめコーナー＞の掲示の中から、「おすすめの占い」につ

いて書いた Y・O さんのつぶやきを紹介します。 

正月 １人で遊べるおみくじやカードは?! 

日本人なら正月の元旦に神

社へ初詣に行ったとき、な

ぜかおみくじを引いてしま

う…それが習慣になってし

まっているという方もいら

っしゃると思います。 

人は、なぜおみくじを引く

のでしょうか？。それは、

自分の心の中に自分では決

められない事や悩み事など

があるけど、どうしたらよいかわからない、誰かに背

中を押してもらいたい。しかし、そんな人もいない。

でも、自分で決めて行動に移すのは怖い、だから神様

に委ねる。いわゆる困った時の神頼みってやつですね。 

おみくじは神様から自分へのお言葉です。 

こんなお話があります。普段神社なんか行かない人に、

ものすごく困ったことが起きました。たま

たま近くに神社があったので、「じゃあ、お

みくじでも引いてみようかな」という気持

ちになりおみくじを引いたそうです。しか

し、神様からのお言葉は「そんなときだけ

頼るな!」(笑)だったとか。日本の神様は心

が広いと言われていますが、こんなことも

あるのですね(笑)。ですから日頃から神社

に定期的に通って神様と仲良くなっておい

たほうが、より今の自分にとって必要なお言葉がもら

えると思います。自分で引いて言葉をいただくという

点で似ているものにカード占いがあります。こちらは

必要な道具があれば自宅で

お手軽・お気軽にひとりで出

来ます。 

最近は、カードとカードの持

つ意味や解説が載っている

本がセットになったものが

流行っているようです。 

やり方はとっても簡単!「今

の自分に必要なメッセージ

をください!」などと言いな

がらカードをよくきったり混ぜた後、自分が「これだ!」

と思う１枚を引くのです。そして付属の解説本を見て、

自分が引いたカードの言葉や意味を読む。たったこれ

だけです。簡単でしょう？ 

自分に都合の悪い結果が出た!としても何度もやり直

してはいけません。自分がそのとき選んだものですの

で必ず意味があるのです。偶然はありませ

ん!すべて必然です。ありがたく受け取り

ましょう。それでも…というのであれば…

少し日をおいて再度占ってみましょう!全

く違う結果が出るかもしれませんし、全く

同じ結果かもしれません。 

誰でも良いものを引きたいものですよね。

そんなあなたにアドバイスをひとつ。いつ

もポジティブな心でいてください。そうし

ていれば、必ず良いものを引き寄せます（笑）神様は

ポジティブなあなたが大好きだし、応援したいのです。 
（Ｙ.Ｏ）
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グループホームわくわくかん 

現在、男性 2 名・女性 4 名の方が入居中です。12 月 1 日から入

居した新メンバーの N さん。体験入居の際は、動揺してしまい、ま

わりの皆を困惑させてしまう事が多かったのですが、入居してから

の N さんは、非常にしっかりした態度で、すごく頑張っています。

皆との夕飯中、一度塞ぎ込んでしまう事がありましたが、I さんが励

まし、S さんがお部屋まで送ってくれました。世話人の出番が無い

程、皆で協力しあって頑張っています。 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015 年 11 月末） ５50 名 

就職者  2 名（事務補助、軽作業） 

先月 ご協力いただいた皆様 

北区障害福祉課・北区社会福祉協議会・北区障

害者福祉センター・東京都障がい者就業支援事

業所の会・東京都心身障害者福祉センター・ハ

ローワーク王子・池袋・NPO 法人精神保健福祉

交流促進協会・小茂根福祉園・NPO 法人派遣労

働ネットワーク・プレカリアートユニオン・ワ

ーカーズ・コレクティブスーユンタン・ワーカ

ーズ・コレクティブネットワークジャパン・北

精連・みのわマック・日本てんかん協会・神谷・

東十条地域福祉を考える住民懇談会・㈱ECA・

ワーキングトライ・ドリームヴィ・帝京大学 HP 

他多くの方にご協力いただきました。 

▼編集後記▼ 

新年にふさわしい企画が届いた。宮澤賢治生誕 120年を記念して「賢治農民

芸術祭」が「響（とよ）む午後」と題して仙台・羅須地人協会の主催で 1

月 9 日（土）13 時から仙台市宮城野区文化センターパトナシアターで開か

れる。記念講演は「賢治”芸術をもて、あの灰色の労働を燃やせ!”」と題し

て大内秀明さんがおおいに語る。今年は賢治生誕だけでなく、Ｗ.モリス没

後 120 年にあたる。1926 年から 5 年間勤めた花巻農学校を辞め、私塾「羅

須地人協会」を設立し農民芸術運動を展開、そこにうまれた賢治作品の合

唱・朗読、そして演舞などが演じられる。その民衆性や非商業性はわたした

ち障がい者にとってもその「芸術概論要綱」は実践・表現の手引きだ。 
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