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 10月 30日（金） 「りぼん便り」編集会議 13:00～ 

 11月 04日（水） 新規事業ミーティング 16：00～（自立訓練室） 

 11月 07日（土） 共同連運営会議 10：00～ Zoom会議 

 11月 14日（土） ブルースカイ 15：00～ はたらっくす 16：00～（自立訓練室）  

 11月 15日（日） 生活困窮者自立支援全体会 オンライン 

 11月 24日（火） 現場協議会 

 11月 30日（月） リボーン、響 交流プログラム ＜わくわくかん 11 月予定表＞ 

 

 

相次ぐ福祉イベントの中止 
「新型コロナ」が残したツメ跡の大きさ 

 

ここに掲げたイベントは、新型コロナウイルス感染拡

大防止のために中止になってしまった福祉イベントで

す。とくにみんなが楽しみにしていた施設対抗歌合戦の

中止は心の中に空洞をつくっています。また行事の販売

イベントは、私たちの活動にとって大きな役割をもって

いました。わくわくかんはＮＰＯとして、地域交流を大

切にしており、作品の制作、販売

体験もつながる場の一つとしてき

たからです。 

販売日に向け、みんなで話し合

い、小物や布製品を作るために細

かい行程、計画を話し合う。針や

糸をつかったり木工ボンドをつか

ったり、ミシン掛け、アイロン、

野菜の袋詰めなどなどです。商品

の品定めや値札付け、販売スペー

スの設営。一つ一つの準備の中で

季節を感じたり、自分の得意不得

意を意識するようになったり……。 

そして、当日の販売では自分が

作ったものが目の前で売れていき

ます。見知らぬ人との交流や会話

が大きな刺激となり、就労支援や生活訓練後の進路に影

響することも少なくありません。この大切な機会がばっ

さりとなくなってしまったのです。 

イベントで顔を合わせてきた、近隣の就労継続Ｂ型の

事業所からも「販売場所がなくなったことで、商品を作

っても在庫が減らない」「仕事を委託してくださってい

た.企業さんからの仕事量が減っている」との心配な声

が聞こえてきます。そんな中自粛期間が

あったからこそ、ミーティングを続ける

中でも良い報告も入ってきました。 

 外出が苦手な方が、マスクのおかげで

視線が気にならなくなり、外に出るのが

怖くなくなった、と語る。また、一対一

の会話に苦手意識のあった方が、在宅支

援による電話連絡をとおして、自然に雑

談ができるようになった、と。 

 困難は大中小、様々な形で次から次へ

とやってきますが、人と人が関わってい

く限り、喜びがあったり新しい発見をし

たり。コロナとの付き合いは長くなりそ

うですが、ここで、前向きさを忘れずに

活動していかなければ、と思える出来事

でした。 

 現在では、一時期のコロナパニックは落ち着きました

が、まだまだ油断はできない様子です。でもここは慌て

ずに。警戒を解かず、またいつか必ずみんなで福祉販売

イベントを再開できる日を信じて、プログラムに「作業」

「小物作り」を入れて頑張っています。 
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？？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。 

おちゃのこ祭祭（滝野川会館） 6月  

福祉のしごとフェア（北とぴあ） 夏と秋 

施設対抗歌合戦（北とぴあ） 10月  

ふれあいマルシェ（北区役所） 夏と秋 

障害者作品展（障害者センター） 12月 
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配食サービス開設して 10 年目 

土曜日お休みはプラス面も 
今年で、わくわく配食サービスは開

設して 10 年目を迎えました。 

 開設当初から週に 6 日営業を継続

してきました。

しかし、常勤職

員数が減少す

るなど、6 日は

営業が困難に

なりました。 

 そこで、大

きな決断でし

たが 9 月から

土曜日は営業

しないことに

なりました。 

土曜日の営業しないことでどのくら

い収支に影響が出るのか不安なとこ

ろもありましたが、今のところ土曜

日が理由で止めたお客さまはお二人

です。 

 売上としても、大きな落ち込みは

なく少し安心しているところです。 

逆に良かったところは、土曜日

の働く時間を平日に働くように

なった当事者スタッフの活躍が

あり、平日は安定し

たシフトを組むこ

とが出来る様にな

りました。また、開

設以来ポスティン

グを続けてきまし

たがコロナのこと

もあり自粛をして

います。それでも、

10 年という実績な

のか新規のお客さ

まはコンスタント

に申し込みをいただいています。 

10 年目になり、改革の一年にな

りそうですが、改悪と言われない

ように今年の後半も力をあわせ

て営業していきたいと考えてい

ます。 

 

 

香草 セロリ 
 

 

皆さんは、香草はお

好きでしょうか？ 

香りの強い葉物野菜

は嫌われがちでしたが、

最近では空前のパクチ

ーブーム。今では山盛

りパクチーサラダがフ

ァミレスメニューにも

登場しています。 

 香草は漢方として扱

われていた歴史があり、主に喉に良いものが多いそう

です。 

 11 月は香草の代表格、セロリが旬を迎えます。 

セロリは気管支の機能を高め、疲労回復を促し身体

を元気にしてくれる作用があります。コロナにまけな

いためにも、寒い冬がやってくる前にセロリを食べて

体内エネルギーを高めていきましょう。

 

 

あったか～い具沢山スープ 

 
（二人分） 

セロリ 一本 

トマト 4個くらい 

玉ねぎ こだま半分 

ウインナー 2本 

お水 500ミリ 

コンソメ類粒  小さじ

半分 

塩コショウ 少々 

 

セロリの茎と葉を分けて茎は 5 ミリくらい葉っぱは 2 セ

ンチくらいに切ります。 

玉ねぎを薄切りにし、ウインナーは斜め切にします。 

トマトはできれば湯むきで皮を取りお好みの大きさに切

りましょう。 

鍋に水、セロリの茎、と玉ねぎ、ウインナーを入れコンソ

メを入れてひと煮たちさせます。 

次にトマトを入れて５～６分煮込んだらセロリの葉っぱ

を入れてさっと加熱します 

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 
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塩コショウで味を調えて出来上がりです。 
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自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

プチパーティー K さんの卒業 
今月末で卒業される Kさんのお祝いで、けんぞうのたい

焼きを皆でいただきました。K さんとは最後の方でたくさ

んお話できたのでうれしかっただけに、とてもさみしく

感じました。けんぞうのたい焼きはすごく大きいので皆

どこから食べるかが話題になっていました。私は頭から

かじりましたが目の前にいらした Aさんは背びれの方か

ら食べてらして、おもしろかったです。とてもおいしく

いただきました。             (ちゃん) 

プチパーティーでは、ケンゾウのたい焼きが配られ、食

べました。1 個 150円でボリューム満点のたい焼きです。

小倉あん・クリーム・塩などから選べます。食欲の秋に

ピッタリですね。              (D・T) 

 

T・K さんの時間 T・Kさんの時間で、本

がどのようにして、好きになったのかを話してくれまし

た。私は活字が苦手でほとんどマンガしか読んできませ

んでした。その中でもスラム・ダンクで育ったと言って

も過言ではありません。内容は、バスケ初心者の桜木が

みるみるうちに成長していくというストーリーです。感

動したのは不良の元中学生で MVP 三井がぼこぼこにされ

て監督に「バスケがしたいんです」と泣きくずれていっ

たところです。              （つんた） 
 

響の部屋の飾りつけ 
響では、定期的に折り紙などで、季節感を醸し出す部屋の飾

りつけを行っています。今の時期は、ハロウィン仕様になって

います。 

以下は、みんなで作成して飾りつけをした作品です！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

外出～家電量販店～ 
☆ 9 月 25 日（金）に、久々の外出のプログラムで家

電量販店に行きました。最初にみんなで 10 万円あった

ら買いたいものをリストアップしました。店は家電量

販店やホームセンター、100 円ショップなどが入る複

合施設のような所で、ぼくは家電量販店を見てまわり

ました。家電は数千円で買える物から 10 万円以上する

物などピンからキリまでありました。 （かりんとう） 

☆ 天気は雨。響を出発して徒歩 20 分程度でジョーシ

ン電機に到着。3F に 100 円ショップと OK ストアが

入っている。お昼は、吉野家で食べました。 

（かずいずぜん） 
 
ちぎり絵 
9 月中旬、プログラムで初めてちぎり

絵に挑戦しました。新聞や雑誌のは

し切れ等を、好きな大きさにちぎって、

元となる色の付いていないイラストに

貼っていき、形にしていきます。私は

きのこのイラストに色付けしていきま

した。 

ちょうど暖色系のはし切れがあった

ので、秋らしく出来たと感じます。大まかにちぎるか細かくち

ぎるかで、絵の感じが大分変ったり、はし切れの写真を面白

く表現してみたり。 

皆それぞれ違っていて面白いです。          (よもぎ) 

 

GO TO キャンペーンで行ってみたい所 
 京都。学生の時以来行っていないので、行きたい

です。               (ちゃん) 

 沖縄でいろいろ見てまわりたい。 (かりんとう) 

 我が家は 6 人と、人数が多いので一番上の兄がい

る熊本県に行ってみたいです。飛行機で 3 時間、

町まで車で 30分位です。今の時期は、馬刺やいろ

いろな魚が食べれます。    (かずいずぜん) 

 沖縄の石垣島へ行ってみたいです。  （つんた） 

 家の中が一番!!           (M・Y・N) 

 岩手に行ってウニ丼のお弁当を食べたい(よもぎ) 

 

〒114-0032 北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F 

TEL 03-5963-6888 

響の作品展 
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芸術の 

秋 

就労移行支援事業 

リボーンプロジェクト 
〒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 

 

秋の散歩コース 旧古河庭園 

10月に入り涼しくなり、

過ごしやすく散歩しやす

い季節となりました。こ

れから散歩コースをご紹

介するのでぜひ散歩して

みてはどうでしょうか。

新たな発見もあるかもし

れませんし、良い気分転換になるかもしれません。 

まずは旧古河庭園から始まります。旧古河庭園はちょう

どバラが見ごろになっています。 

紅葉も始まっているのでそれと合わせて楽しむのもお

すすめです。そこから本郷通り沿いにまっすぐ歩いてい

きます。この通りはとても大きくて歩きやすいのでおす

すめです。西ケ原駅を通り過ぎ、印刷局、警察署、七社

神社と歩いていくと、飛鳥山公園に着きます。飛鳥山公

園の紅葉は 10 月後半から楽しめます。イチョウなども

大きいのでぜひ見てみてはいかがでしょうか。紅葉も本

格的になる時期散歩も楽しくなります。風邪もはやると

き、軽く散歩して運動しつつ、ふきとばしてきましょ

う！                   （H・I）

芸術の秋 ‶アートは無限大！〟 

なぜ、秋と言えば『芸術の秋』って言われるのか？ 

1 つ目は、秋に美術展が多く開催されるから。 

2 つ目は、制作活動（彫刻・絵画・工芸）が秋になると活

発に行われるため、らしいです。 

ニューヨークの当時

84 歳の芸術家ロバ

ート・ライマンが

1961年に創作した

『無題』は、ほぼ空

白で縦横1.2メート

ルの正方形で白い絵

の具の上にちょっと

靑と緑の痕跡がある

だけの絵があります。 

ほぼ白紙状態だけど

彼にとっては、これ

がアートなんです！ 

人によっては、とら

え方も違うのでアー

トは無限大の可能性

があります。  （Y.I） 

 

販売イベントがなくなりピンチ 

しかしマスク製作で乗り切る！ 

コロナ禍で販売イベントが

なくなり、作業プログラムで

製作したものを売ることが出

来ない苦境に突入した。その

頃、マスク不足だったため、

できるだけ手作りマスクを作

ろうと働きかけました。そう

したらマスクを作るごとにす

ぐに売れてしまい、嬉しい悲

鳴です。今年度、皆様が一生

懸命頑張って製作した 80 個以上の個性あふれるマスクが

旅立ちました。他にレジ袋有料化に伴い、マイバッグも製

作しましたが、イベントを介すこともなく売れ、総合計で

17400 円の売り上げが出ました。協力してくださったスタ

ッフの方々、訓練生の皆様に感謝です。    （T.F）

 

受託業務をやってみて 

生まれて初めて、受託業務を

やりました。内容は北区の教育委

員会からの受託業務です。その

中で、アンケートと感想をデータ

入力しています。そして、約３０００

冊の入力が終わりました。今回は、

生活リズムおじゃま妖怪を退治し

ていくのがメインでした。小学校の

子供たちに向けた内容なので、イ

ラストが結構分かりやすかったです。私が印象に残ったのは、

子供たちよりも、親御さんの感想に熱が入っているのが、印象

的でした。私の世代ですと、妖怪よりも、○○モンスター系列の

方が主流だったので、新しい時代を感じました。この１０月後半

から、第二弾の受託業務が始まります。引き続き、やっていき

たいです。                            （T.Y） 
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『障がい者手帳』の活用法 
 

障がい者手帳の活用法について、2020 年 9 月にボランティア響会でプログラムを

行いました。当事者のメンバーから、「自分はこのように手帳を活用している」という

ような意見が活発に出て、大変盛り上がった議論が交わされました。以下、その時の

内容を紹介したいと思います。 
 

● 国際興業バスは民間なので半額、都バスは公共バス

なので無料だよ！ 

Aさん － 都バス利用＜ICカード＞ 

B さん － 国際バスを 50％off で。やり方はスイカ

をタッチする前にドライバーに操作してもらう。 

手帳の更新案内ハガキはどのくらい前に届くのか

な？みんなはクリニックで教え

てもらうことがあるみたい。 

C さん － 身分証明として利用

している。映画に割引があった。

今もあるよ！！（半額～色々シア

ターによる） 

Dさん － 手帳はこれからです 

E さん － スポーツセンターで

利用。都バス交通証見せれば無料。

王子駅で障害者手帳を見せてバス

券ください、と言えば OK。 

ケイタイに障害者割がある？ ウ

ワサはあるけど、どうなんだろう 

Fさん － 都バス無料交通証利用。うさぎの写真展を

見に行ったら無料でした 

G さん － 国際興行バスを半額利用 目的地によっ

て都バスと使い分けしている。 

Hさん － 手帳を持っているが活用できていない。公

共施設の無料一覧がある。 

I さん － クリニックによって診断書が高いが、あ

れってなんで！？ 

Oさん － 手帳を持ったら、減税や水道代は安くなる

のかな。自分でひとつひとつやらなくちゃいけない

の？大変。 

 

★ 質問 

○ 障害者手帳についてわるい？

イやな？ウワサは？ 

・障害者手帳を持つと保険に入

れない←ウソ そんなことないよ

～と皆の意見がありました。 

・障害者手帳を持つと差別され

る！？←ないない！！ほとんど人

前では見せないし理解がない人に

は言わなければ良い 

○ 良いことたくさんあるよ！ 

・手帳を持っていても働ける！！

（オープンクローズどちらも OK） 

・身分証明としても使えます！！有名人のライブで大

炎上があったが認知度 UP。 

・写真のない障害者手帳が身分証明書として認められ

なかったらしい 

 

私たちの仕事（3） 

私は、相談事業所とグループホームの部署で仕事をしています。

管理者を含めて職員 3 名体制の部署です。10 月からは、Ｎさ

んが産休に入ったため一時的に2

名体制になっています。なかなか

慣れませんが、私に出来る範囲のことをきちんと取り組み、N

さんが元気に戻られるのをお待ちしたいと思います。 

現在の私の業務としては、相談事業所で、ボランティア響会・

リボーンプロジェクトのサービス等利用計画書案の作成やモ

ニタリングをさせていただいています。皆様にお話を伺い、一

人一人の目標や近況などを書面にまとめて、市区町村の担当に

報告しています。 

グループホームでは、入居者の一人暮らしに向けたお手伝いと

して、掃除のやり方をお伝えしたり、手続きのため病院へ同行

したりしています。 

初めの頃よりは、お手伝いしたり

お話を伺ったりする立場に慣れて

きたかな、と思います。しかし、私は経験が浅いこともありま

だ知らないことが多く、一緒に学ぶ立場でもあり、教わる立場

でもある様に感じます。 

対等でありながらも、皆様がお困りの際には安心してお話でき

る相手になれるよう、私にできることを考えながら、経験を積

んでいきたいと思っています。（.G） 

障害者手帳 

バス・映画館・公共施設で 

利用計画書案の作成や病院への同行 
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多彩に出版記念シンポジウム 

救済から共済へ、そして社会的協同組合へ 
10 月 18 日『西暦二〇三〇年における協同組合』（社会評論社）の出版記念シンポジウムが、

「救済から共済へ、そして社会的協同組合へ」をテーマに東京・文京区民センターで開かれた。 

 

●社会運動としての連帯協同組合 

第一部は格差と貧困と差別と闘う各団体からでトップは

反貧困ネットワーク事務局長・瀬戸大作さん。新型コロナ災

害緊急アクションでの支援活動の現場経験で可視化された

として、「家のない」２０代～４０代の世代を中心としたワ

ーキングプアがコロナ災害で苦境に陥っている、また日本

の公的支援の対象から外され差別と排除され続け「死にた

くなくても死んでしまう」多数の外国人が放置され続けて

いるとして「貧困格差を作り出した加害者たちの「自助の補

完装置」の共助組織でない、被害者である当事者が参画した

「社会運動としての連帯協同組合」をつくる必要がある、と

訴えた。 

移住連事務局長・山岸

素子さんが、定住してい

る外国人でも言葉の壁

から情報が得られず、新

型コロナ支援金を受け取れない場合がおこっている。日本

の難民申請の不備によって、観光ビザを理由に入管収容さ

れてしまう実態もある。それに対し移住連は「新型コロナ移

民・難民緊急支援金」を創設。定額給付金対象外で生活にと

くに困窮する移民・難民・外国にルーツのある方に、一人３

万円の現金支援をしていると報告した。 

続いて共同連顧問・堀利和さん。労働力が商品化される資

本主義社会では、障がい者の労働力は“不良品”扱いされて

いる。障がい者 600万人の中、現在 53万人が働いている

が、圧倒的多くは働く能力の低い者として雇ってもらえな

い。支援ではなく「共に」の社会的協同組合法の制定を粘り

強く 2030年までにめざしていこうと提起があった。 

●「共助」の自立から「公」に向かって 

第二部は、リレートーク。企業組合あうんの代表理事・荒

川茂子さんはあうんは 20 代～70 代までの仲間で力合

わせてリサイクル・便利屋・食堂を創ってきた。こうした

「共助」の仕事を各地に自前で創りだしたうえで「公」に

向かっていこうと呼びかけた。 

 認定 NPO やまぼうし理事長の伊藤勲さんは、NPO・協

同組合・労働組合による「サードセクター」の形成をと題し

て、設立したミレットロードを三多摩・山梨エリアでＦ（フ

ード）Ｅ（エネルギー）C（ケア）の自給園のローカルネッ

トワークとしてソーシャルフ

ァームに育てたいと語った。 

官製ワ―キングプア研究会

理事長の白石孝さんは、最高裁は「非正社員の退職金、賞与

を支給しないことは、正職員都の不合理な格差ではない」と

いう判決を出したが、そこには非正規当事者とユニオンで

正規労組も協同組合関係者の姿はなかった。地域と社会の

分かち合いと連帯を基本に運動を進めようと語った。 

ワーカーズコレクティブの鈴木千草さんは、ワーカーズ

コレクティブの 70％以上はテレワークできない人にかか

わるエッセンシャルワークと強調、みなし法人として毎年

税金を払っているのに「コロナ災害」での給付金が受け取れ

ない問題が各地で発生

したとして報告、「東京

都ソーシャールファー

ム条例」には「考える会」

をつくって都に要望とヒアリングを申し入れ、10月 28日

に都庁での会合が決まったことを報告した。 

生活クラブ顧問加藤好一さんは格差社会とは食糧格差で

ある。“世界の飢えを満たす協同組合 ”として何をすべきか。

必要なことは多国籍企業などに食べ物を奪われない、支配

されないこと、そして協同組合セクターの早期設立が大切

と述べた。 

●韓国から「基礎を固めよう!」と連帯メッセージ 

韓国からリモートで発言した元ドウレ生協連合会専務理

事の金起燮さんは「社会的協同組合」の基礎を固めましょう、

との連帯メッセージで、思想をたてること、歴史を探ること

の大事さに触れたメッセージを語った。 

全統一労働組合の鳥井一平さんは、協同組合は SDGｓを

真剣にやってるのか。だれ一人取り残さない協同組合へ。こ

れからの社会は労使対等が担保された多民族共生社会を形

成するべく、協同組合は保守的であってはならない、と強調

した。 

トリは元パルの創始者下山保さんが、格差・貧困はロッ

チデール以降の課題。生協の責任が問われているとして、

これを機に議論を起こし、たとえば企業組合あうんの目線

の低い、たしかな協働性を学ぶために、パルや生活クラブ

も入った共同事務所を創る案は賛成だと締めくくった。 

社会運動としての連帯協同組合を 
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11月 1日の日曜日、「仕事や生活に困っている外国人のための相談会」のテント村が埼玉の川口で開かれます。今回

の「コロナ災害」によって「お金がない…」、「難民申請をしたい…」、「仕事をくびになった…」、「家賃を払えない…」、

「病院に行きたい…」「食べ 物がほしい…」と悲痛な外国

人の叫び声が起こっていま す。その相談会が川口のキュ

ポ・ラ広場(川口駅東口公共 広場)に朝 10 時から弁護士

や NPO、医者がお話を聞くこ とになっています。 

相談にはお金はいりません。また予約もいりません。10:00 から 16:00まで、いつでも来てください、と呼びかけて

います。この主催は、クルド人の生存権を守る実行委員会で共催は「新型コロナ災害緊急アクション」です。 

 

世界精神保健デー普及啓発事業 

演劇『マラー/サド』公演が延期、来年に 

2020 年世界精神保健デー普及啓発事業  「世界精神

保健デーに繋がる Covid-19をめぐるメンタルヘルス

と演劇・表現活動」の 10 月東京公演が延期されました。 

NPO法人東京ソテリアがイタリア文化会館、ボローニ

ャ市、ボローニャ精神保健局、アルテ・エ・サルーテ劇

団とともに本年 10 月に日伊の精神障害当事者による演

劇『マラー/サド』日本公演を予定していましたが、新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から 2021 年へ延

期されました。公演『マラー/サド』は 2018 年に日本

で上演され、金網の張った舞台で当事者が施設解放をこ

めて演じる迫力ある舞台は大きな感動を与えました。 

そのプレ企画として、本年 10 月 10 日の世界精神保

健デーに、イタリア文化会館をメイン会場として、大阪・

名古屋・浜松・ボローニャをリモートで繋ぎ、変動の時

代に求められる普遍的な人と人との繋がり、芸術の力、

そして、メンタルヘルスの未来への課題と希望をテーマ

に普及啓発事業を行う予定でしたが、イタリアでのコロ

ナ第二波もあって来日公演が中止・延期になりました。 

(写真は 2018年に上演された『マラー／サド』) 

 

第 1回首都圏マイノリティフォーラム 

書を捨てて街に出よう！ 

そよ風のように街に出よう！ 

「肩書」を捨てて街に出よ
う！ 

日時  11月 21日（土）14時から 16時 

場所  東京都障害者福祉会館(田町駅、三田駅下車 

このフォーラム（ひろば）は何らかの理由により生き

づらさを感じている人々、その生きづらさの原因が個人

にではなく社会によって引き起こされている人々、たと

えば伝統的存在としては被差別部落民、在日韓国朝鮮人、

アイヌ民族、沖縄（琉球）の人々、および障害者やハン

セン病回復者など、さらに引きこもり、依存症者、刑余

者など、または新型コロナウィルス問題によって顕在化

した生きづらさ・差別と格差をまともに被った人々、こ

うした様々な理由に基づく社会的弱者、現代的マイノリ

ティの人々が集まって創る、それがこのフォーラムです。 

このフォーラムは伝統的かつ現代的マイノリティ（社

会的弱者）のみならず、この問題に関心のある方なら誰

でも参加できます。なぜなら、その生きづらさが個人の

問題、個人的に解決できるものではないからです。それ

は社会の問題、みんなの課題です。つまり社会変革によ

ってしか、それは解決されません。フォーラムは学びあ

いの場です。個々人のそうした生きづらさを出し合う場

です。聴く場です。もちろん、それを社会変革のエネル

ギーに変えていきます。今回の第一回のフォーラムは、

障害者、ハンセン氏病回復者、被差別部落およびアイヌ

民族の方から話を伺い、みんなで討論し、また今後の進

め方を相談します。 

首都圏マイノリティフォーラム  連絡先

jjtqp542@ybb.ne.jp 村井 淳  

外国人のための相談会 

11.1川口キュポ・ラ広場で開催 
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先月 ご協力いただいた皆様 
東京都労働局・東京都精神保健福祉民間団体協

議会・北区障害福祉課・北区健康推進課・北区

社会福祉協議会・北区障害者福祉センター・ハ

ローワーク王子、池袋、飯田橋、上野・東京障

害者職業センター・東京しごと財団・東京都立

精神保健福祉センター・東京都立王子特別支援

学校・北区社会福祉協議会・北区教育委員会・

和希君を支える会・津久井やまゆり園事件を考

え続ける会・社会福祉法人月山福祉会・NPO法

人障害者の職場参加をすすめる会・企業組合ワ

ーカーズコレクティブキャリー・NPO法人ゆめ

風基金・あしたや共働企画・反貧困ネットワー

ク・特定非営利活動法人のらんど・ＮＰＯ法人

ソーシャル・クリエイターズ・企業組合あうん・

共働事業所よって屋・シャロームの家・NPO法

人太陽と緑の会・認定ＮＰＯ法人やまぼうし・

エルコープ協同組合運動研究会・新型コロナ災

害緊急アクション・社会評論社・だるま舎・地

涌社・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネ

ットワーク等、お世話になりました。 

発行所  郵便番号 157-0073  東京都世田谷区砧 6-26-21   特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会  定価 100 円（会費に含む） 

▼編集後記▼ 

「複数事業場合算の過労死、ようやく労災に」と 9 月施行の改正労

災保険法のことを書くのは、機関紙交換で送られてくる機関紙編集

者クラブの連合大阪労働安全衛生センターの西野方庸参与の記事

だ。複数の事業所で働くことを想定しなかったため、Ａ社で 20万円、

Ｂ社で 15万円の月給をもらっている労働者がＢ社で労災事故にあっ

て入院しても休業補償給付はＢ社の 15万円だけを基に今までは算定

された。しかし今回の改正で合算した 35万円で算定されるのだ。 

非正規雇用が増え、複数勤務が当たり前となっている労働現場で

心筋梗塞を発症してもＡ社で週 40 時間、Ｂ社で週 25 時間だと長時

間労働による加重負荷が原因だとはいいようがなかったのが時間外

労働 100 時間等、複合合算の過重負荷が総合的に認定されるように

なるという。家族従業者の場合も保険加入なら適応されるのだ。 

グループホームわくわくかん 

10月初めごろ、台風 14号が接近しました。先月の防災訓練で話し合

った内容を元に、必要な方には事前に予定を伺い、不安を聞き取る対

応をしました。すると、入居者の方から「予定を変更して、外出せず

に過ごすことにした」とのことで、落ち着いて安全な行動を意識され

ていることがわかり、安心いたしました。 

台風が過ぎた後の対応も準備していましたが、まさかの Uターンをし

たため、特別な対応はせずに終わりました。不安な状況になることも

なく、無事に台風が過ぎ去り何よりでした。「ニュースやハザードマ

ップを参考にして、安全な行動を取る」「必要があれば周囲に手助け

を求める」といったことを、居者の方々と確認をしていきます。 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者（2020年 9月末） 971名 

就職者  3人（清掃 1、調理・接客 2） 
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Y・I  「本気を出した結果」 E・Y 




