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2015年新たな年の幕開けに 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。希望をもって

新年を迎えることができたでしょうか。わたしは新たな

希望を抱ける年にしたいといつも考えています。特に今

年は病ゆえに 1月に行なう手術を成功させ、より元気に

なって活動できることを願っています。 

世の中には病気とつき合って生きている人はいっぱい

います。でも病気であるからと言って不幸であるという

ことではありません。病気であることで生活の活力を失

ない、生きる希望をもてないことがある。それが不幸な

のです。わたしは病気が進んでいても、たえず自分の持

てる力を活かして、精一杯生きようと思い続けてきまし

た。それができたのも自分の中の目標を失わず、一緒に

生きる仲間と歩んでこれたからです。 

わたしがわくわくかん理事長になって、3 回目の正月

を迎えました。2012年 6月に理事長としてわくわくか

んの 5 つの改善・改革点をあげました。➀会としての理

念の明確化、➁継続的経営のため事務的整備、➂会議な

どを通じた会の意思疎通をよくする、➃現場を尊重した

会の運営、➄毎年の事業総括と計画づくり 以上のあた

り前であっても簡単ではない一つ一つのことにそれなり

の成果をあげてきたと思います。先日わくわくかん忘年

会が 100名近い参加で盛大に開かれました。「共に生き、

共に働く」という共通の目標に向かって、わくわくかん

のみんなが力をあわせてつくりあげた忘年会、それがそ 

 

 

 

の証明です。わくわくかんと

いう一つのまとまりの中で皆が

協力し合って進んでいけること、

これが何よりも重要です。 

この数年間でいくつもの事業が立上りました。まだま

だ経験も少ない人がたくさんいます。でもそれぞれが持

続することで少しずつ力をつけていっているといえます。 

今年は 3年目の区切りを迎えるので、➀理念・目標をさ

らに明確にして、➁事業活動の具体的展望をつくり、➂会

運営をよりみんなのものにできるよう、新たなビジョンを

示すことができればと思っています。 

どうぞ今年一年よろしくお願いします。

 

第７回共同連全国研修会 in大阪 

障がい者と社会的排除にあう人たちの全国のネットワークであ

る共同連は、新春、大阪・大国町のピースクラブで次世代を担

う全国研修会を開きます。 

と き 2015年１月 24日（土）～25日（日） 

と こ ろ 社会福祉法人ピースクラブ 4F 

参加費 1000円（資料代） 

懇親会 3500円 飲み放題付き 1F「キジムナー」 

★ 問い合わせ ちまちま工房 

ＴＥＬ072-735-7901 ＦＡＸ072-725-0244 

 

リボン便り 
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NPO法人わくわくかん 
編集 〒114-0034 
東京都北区上十条 1-3-6-202 
TEL：03-3906-9997 

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。 

理事長  齋藤 縣三 

✧ 1月 9日（金） クリニック無料相談室 9:30～ わくわくかんメンタルクリニック 

✧ 1月 10日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 

✧ 1月 24(土)－25(日) 第 7回共同連全国研修会 in大阪  ピースクラブ 

✧ 1月 26日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 1月 27日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室           ＜わくわくかん１月予定表＞ 



 

 

就労移行支援事業 

       
 

 

 

 
 

 

 

北区赤羽南 2-6-6／ＴＥＬ：03-3902-9996 

 

 

12月 3日に北区区役所第一庁舎正面玄関ロビーで販売会、６日に障害者福祉センターにて「第 32回北区障害者作

品展」が開催されました。あかばね就労開拓校は、野菜・手作り小物・お菓子などの販売で参加しました。その模様を受

講生がレポートします。
 

初めて「販売会」に参加させていただいた。３日は 10

時から販売開始だったが、私たちが支度をして区役所

に着いた時には既に開始時間近くになってしまっていた。

会場に入るとお客さんが集まっており、ともに出店してい

た他の二つの事業所はほぼ販売の準備を整えていた。

私は（ひょっとして職員の方も？）アタフタ、バタバタしな

がら準備を始めたが、初めてということもあって、ただた

だ慌てるばかりである。けれども先輩の方々は……テキ

パキと仕事を進めていく！ さすがである。そして大きな

声で「いらっしゃいませ」と呼びかけまで始めていて驚い

た。すごいものだ。私たちを含め三つの事業所から威勢

のよい声が響くなか、色とりどりの品物とお客様の動きを

見ていると、自分も知らぬ間に楽しくなってきていること

に気付いた。午前のみの参加だった私は申し訳ない気

持ちと嬉しい気分で会場をあとにした。 

６日。こちらは午後から参加させていただいた。折から

の寒波で非常に寒い日だった。私たちの販売場所は屋

外（屋上庭園）にあり、とんでもないことになるのでは？ 

と恐れていたらそのとおりだった。それでも日が差してい

る間はよかったが、午後途中から雲が出てくると極端に

冷え込んできた。 

２回の販売会に参加していちばん驚いたのは、私 

自身が楽しい感覚を持てたということである。楽しく仕事

をするという感覚を少しは取り戻せた――というよりは、

新たにその時そう感じ取ることができたのだと思う。そし

て楽しくなってくると、自分なりに自然とお客様に声かけ

をすることができ、買って下さるかどうかにかかわらず笑

顔で商品を手に取っておられる姿を見ていると、ますま

す楽しく感じることができたのだ。 

仕事をしていれば誰しも気分のよい時もあれば悪い

時もあろう。しかし、一緒に働く者がそういう状態を互い

に受け容れようという気持ちを持つことによって、相乗的

により多くの楽しさや温かさを生むことができるかもしれ

ない。それを“受容する感性”とでも呼ぶべきかどうか分

からないが、受け容れようという感性や雰囲気が漂う社

会を作っていきたいものだ。（中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
色とりどりの商品。見やすいように配置しました。 

 

こんにちは。初めまして。私は、販売の事前準備と、

販売会の振り返りをしてみます。一番悩ましかったことは、

事前準備において値段を決める時。予想が割れて、い

ろいろな意見がありましたが、最後は一つの結論を出さ

なければなりませんでした。しかしそのかいもあって、今

回の販売は 3日、6日とも、黒字という結果に。（普段して

いる、区役所地下の販売では赤字です。また、一階で、

…やりたいな…と思う開拓校の人たち…。よろしくお願い

します。笑…すいません。） 

3 日の午後、すいている時間があり、お隣のワークハ

ウスペガサスさんに、取材をしました（なんちゃって…）。

ペガサスさんで売っているタンブラーや、一筆せんをどう

やって作っているのか聞いてみました。全部手作り…驚

きました。 

私は、今回初めて、あかばね就労開拓校の販売に参

加しました。クッキーや野菜、手作りのクラフト小物を販

売しました。でも、普段から、自分で絵を描いたり、花を

生けるのが得意なのですが、いつか、また大きな販売の

時には、そういう作品を何か手作りしてみたいなー。と、

スタッフに要望を出したところです、結構難しいよ。だめ

かな？売ったら買ってくれますか?…と悩ましいこの頃。

（Ｍ） 
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＜材料＞一人分     

さつまいも ３０ｇ 

さとう １.5ｇ 

牛乳２cc 

バター1.5ｇ（有塩） 

卵黄 適量 

 

 

 

 

 

今月のレシピ  
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＜作り方＞ 

・さつまいもは皮をむき，1 ㎝位の輪切りにし、ゆでる。 

・竹ぐしがすっと通る位やわらかくなったら、ザルにさつまいもをあげ、ボールにうつし熱いうちにつぶす。

砂糖・牛乳・バターを入れ、よくまぜ合わせる。 

・丸またはだえん形にし、アルミカップ（４号）に入れ、表面にフォークの背で３本位の溝を入れ、上から卵

気黄をぬる。 

・オーブン 210℃で 5 分焼く。 

 

 

＊配達雑感＊ 
現在配食サービスでは、午前と午後の２回、それぞれ

車２台と自転車１台に分かれて配達を行なっています。

現在配達している地域は、田端などを除く北区のほぼ全

域と足立区・板橋区の隣接地域で、車はおおよそ南北で

エリアを分け配達し、自転車は赤羽・志茂・神谷等の近

隣地区で配達をしています。 

午前の車配達は午前 10時半前後に出発して 12時く

らいまでの 1時間半、午後の車配達は午後 2時半前後

に出発して5時くらいまでの2時間半で行っています。

午前の方が法人内部向けの配達や大口の事業所への配

達があるので食数は多いのですが、個別の配達は午後が

午前より 2倍以上件数が多い状況です。ここ何か月か

午後のお客さんが顕著に増えていて、車 1台で 20件

以上配達する日も

珍しくなくなりま

した。以前は、余裕

があれば配達の合

間にポスティング

を行なったり、自転

車コースを車 2台

で割り切って配

達をしたりして

いたのですが、そ

れも難しくなっ

てきました。特に

お客さんが多い

月曜日・金は、配達が 5時半までかかる日も増えてき

ています。車の配達は、運転手 1名と配達員 2名もし

くは 1名がチームになって行っています。件数が少な

いときには、配達員が2名で分担しつつ配達するのが、

時間の短縮や負担の軽減などの面で望ましいとも思っ

ています。新規の顧客への配達や食券の販売、月末締め

の集金などは、配達でも気を使う場面です。ここ何か月

か新規の顧客が月に延べ 10～20件ほどのペースで入

ってきていて、配達も大変になってきたというのが実感

です。当面はシフトを調整しつつ、コースをいろいろと

工夫しながら対応しているのですが、午後の配達がさら

に増えるようにならば、自転車配達を増やしたり、バイ

クでの配達を検討したりしなければいけないのかなあ

と感じています。 

スイートポテト（１人分）

 

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 

12 月の「障害者作品展」などで販売しましたが、とても好評でどの日も完売になった商品です。 

年末年始の 

＜配達告知＞ 

年内配達 12 月 26 日（金）まで 

新年配達  1 月  5 日（月）から 

 

昨年は大変お世話になりました。 

今年もよろしくお願い申し上げます。 

配食サービス一同 
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・色々な仲間と出会えて、きずなを深

められてよかった。 （Ｔ） 

・病気で苦しんでいましたが、ひびき

に通って生きる希望を見つけられま

した。 （O） 

・同じ病気を抱えている仲間に出会え

て、安心した。 （Ⅰ） 

・ひきこもりが改善されました。（K） 

・夏は家よりクーラーが効いていて楽

だった。 （T） 

 

・孤独感がここに来てなくなったの

でよかったです。 （T） 

・自分のニーズに合った施設だと思

っている。 （H） 

・がむしゃらに頑張って変わってき

たのかな。 （S） 

・自分と同じ病気の仲間と出会えて

心強いです。 （S） 

・大切な居場所になりました。（Y） 

2014年の〝ひびき〟を振り返って 

クッキング感想/12月 10 日(水)  

メニュー：トンカツ、千切りキャベツ、 

ごはん、みそ汁（大根、しめじ、しょうが） 

・トンカツの肉がよくたたいてあって柔らかくて 

おいしかった。みそ汁にしょうがを 

入れると、薄味でもおいしく飲める。(S) 

・トンカツがおいしかった。ソースが 

おいしかった。(T) 

・トンカツのお肉に火が通っていてよかった。おみそ汁もおい

しかった。(S) 

・家でなかなか本格的にカツを作らないので作れてよかった。

おみそ汁もショウガがきいていておいしかった。(S) 

・トンカツがとても柔らかかったし、おいしそうな揚げ具合だ

った。おみそ汁の大根が食べごたえのある太さで良かった。

(K) 

・トンカツがカリっとしていておいしかった。おみそ汁はショ

ウガがきいていて僕にとってはいい味だった。僕のチームの

メンバーが皆優秀で助けられた。(T) 

・トンカツのお肉が固くなるのと衣がかがれるか心配だった

が、どちらもクリアしていておいしかった。おみそ汁にショ

ウガを入れたことがなかったが、おいしかった。新発見でき

てよかった。(A) 

・お肉がトンカツになるとひと回り大きくなって驚いた。衣が

厚くて家庭的でおいしかった。(U) 

・トンカツの肉の柔らかさと揚げ具合がちょうどいいと思っ

た。おいしかったので千切りキャベツをおかわりした。(K) 

〒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 

自立訓練（生活訓練）事業 

 

見学プログラム 12月 12日（木） 上野公園 

東京国立博物館へ移動。本館は主に日本の 

絵や彫刻、暮らしの道具が展示されており、 

1 階は刀剣、陶磁器など分野ごとに展示。 

金工の作り方の解説等もあり、興味深く見学した。 

昼食は東京国立博物館構内にあるホテルオークラレストラン

で食事。K さんとボランティアスタッフ A さんは五目チャーハ

ンを、スタッフ A は牛肉きのこそばを注文した。昼食後は法隆

寺宝物館へ移動、50 体を超える金剛仏が展示されており、圧倒

される展示となっていた。 

法隆寺宝物館を見学後は再び本館へ戻り、2 階を見学。縄文

時代から江戸時代までの日本美術の流れが時代順に展示されて

おり、過去から現在へとつながる日本美術の変遷をたどること

ができた。東京国立博物館見学後は上野公園の噴水広場に隣接

するスターバックスで休憩を取った。屋外の席であったが、ス

トーブが設置されており寒さに対する配慮がなされていた。 

東京国立博物館は企画展をやっていない期間で、平日だったこ

ともあり、それぞれの展示を落ち着いてみることができました。

参加者が少なかったので残念でしたが、とても充実した外出プ

ログラムとなりました。 

外出の感想 

・上野に降りたのは久しぶりだったので、なつかしい気持ちに

なった。たった 3人だったので淋しい気持ちになった。(K) 

・東京国立博物館に行ったが企画展をやってなかった。空いて

いて観やすかった。やっぱり 3人だったので淋しかった。(A) 

忘年会のひとコマ 
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教育機関の連携先と現状ルポ 
 

今日、学生の精神障がいを持つ方への就労支援が強く叫ばれている。これは、大学や専門学校とい

った教育機関だけでは対処できないテーマになりつつある。大学の就職課を取材、大学と病院を越え

た地域社会の社会資源との連携の必要性が大きく感じられた。
１．就労支援に関する教育機関の内部の働きについて 

 学生の主に就労に関する支援を行っているのは、

就職課である。就職課は主に一般学生の就労の支援

を行っており、在学中の生徒を対象に支援活動を行

っている。就職課の主な連携先としては、サポート

ステーション(以下ＳＳ)とハローワーク(以下Ｈ

Ｗ)である。ＨＷとは、綿密に連携を組むようにし

ており、週に 1日であるが、学校に来てもらい、実

際に学生たちの相談に乗ってもらっているという。

しかし、精神疾患等を持たない一般学生を対象とし

ているため、精神疾患を持つ学生はＳＳが担当して

いる。神奈川のＳＳには臨床心理士も勤務している

ため、適切な支援に結びつく可能性が高いが、基本

的に在学中の学生には支援できないことや、訓練を

する場所ではないことなどの問題点

が挙げられる。 

 学生相談にも、就労の悩みを話さ

れる学生は多々来所される。就労だ

けでなく、友人関係や生活のことな

ども話されるそう。しかし、学生相

談は在学中の生徒しか対象としてな

いことや、就労したいという希望が

ある生徒がいても、どこにつなげて

いいかわからないというような悩み

を持っていた。また、学生相談に来

る学生の特徴としては、グレーゾーン(手帳を持た

ないが、精神疾患を持っていることが疑われる人)

が多く存在している。 

 精神疾患の診断を受けている学生が来る機関と

しては、学校内に設置されている保健管理センター

である。これは保健室と同義であり、発症したばか

りの方が学生相談に訪れる。その際には保健管理セ

ンターを通して、緊急入院が行われた。言うなれば、

教育機関内の医療領域である。ここでも、入院等の

手配はできるものの、社会復帰まで支援できるかと

いう部分には疑問が残る。 

 総括して、学生相談の先生が話していたのは、発

達障がいの方への支援だという。神奈川大学では、

来年度より新設される「教育支援センター」があり、

現在、どのような方をその施設のコーディネーター

として招待するか、思案中であるという。教育支援

センターの主な働きは、発達障がいを持つ学生の支

援である。どのような支援をするかは未だ検討中で

あるが、どこの教育機関も発達障がいの学生の支援

をどうするか頭が痛いと話していた。特に発達障が

いの方は、頭が良く、関わってみて始めてわかる障

がいのため、見つけるのも難しい。就労に関しては、

面接での評価が低いために落とされてしまうこと

も多々あるという。 

２．教育機関の外部機関との連携について 

 先に挙げたように就職課などは、ＳＳとＨＷと連

携をし、なんとか学生たちが就労できるように支援

を行ったり、保健管理センターは、病院との連携を

とり、学生の保健衛生に関する取り組みを行ってい

る。その他にも、グレーゾーンの学生で、不登校気

味になってしまった方が相談できる場所としては、

教育委員会が持つ教育相談室がある。これは各区に

設けられている施設であり、年齢制限があるものの、

不登校に関する支援を行っているという。ここで働

いているのは、臨床心理士か退職校長である。また、

不登校が長期化し引きこもりになる可能性がある。

そこで民間団体で引きこもり支援を行っている事

業所と連携を取ることもある。ここ

に挙げた教育相談室にしても、引き

こもり支援にしても、生活の悩みや

将来の不安などを話すことができて

も、実際に就職の支援をしたりはで

きていない。特に引きこもり支援に

関しては、「外に出られるようになっ

たけど、そのあとはどうしよう」と

いうように、手をこまねいている状

態にあるとも話していた。早急に何

らかの対処が必要となろう。 

 

３.わくわくかんの社会資源と連携の可塑性 

 学生相談の先生に相談を持ちかけた時に、最初の

リアクションが「しゅうろういこいしえんってどう

いう字を書くの？」というものであった。まず知ら

なかったのである。「実際の現場でそういった社会

資源を知っている人は少ないと思うけど、ニーズは

存在する。後は、アプローチをかけてみて、相手の

反応を見てみるといいかもしれない。」ともお話し

てくれた。そのため、当法人が教育機関と連携する

必要は大いにあると思われる。 

わくわくかんには、就労移行支援事業だけでなく、

自律訓練やクリニック、就労支援センター、A型事

業所などが存在し、包括的な支援が可能な体制をと

っている。まずは、どのような形でもいいので、教

育機関に何らかのアプローチをかけてみることが

重要と考える。教育機関で働く方々は、わくわくか

んのような社会資源が存在することすら知らない

ため、情報を伝達するだけでもいいし、実際に「就

労と障がい」という形で話し合う会を設定しても面

白い。その後、お互いが出来る支援を確認し、連携

を取りながら当事者の支援をしていくことが求め

られているのではないだろうか？ 

学生 

相談 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/2013-03.html&ei=S1-CVNGQHMSdmwWI-4CoBw&psig=AFQjCNFICin4Qw5yXJt8TZAgkTEOUgZDxQ&ust=1417916326766817
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☉ 発達障害の就職支援 
就労は時代の影響を多大に受けるため、就労支

援は時代の特徴をつかみながら実施することが重

要であると感じた。 

「発達障害」という用語は主に教育分野で用いら

れる用語であり、厚生労働省の HP でも「生まれつ

きの特徴であり病気ではない」と説明されている。 

研修においても、特性を修正しようとするより、

特性に合った就労場所を見つけることがよい支援

であるということがわかった。これは他の障害にも

当てはめることができるし、ストレングス視点との

共通点も感じる。 

診断においてカテゴリー概念からスペクトラム概

念に移行したことからも、診断名だけでなく本人固

有の生活のしづらさに注目する必要性を改めて感

じた。 （U.U） 

☉ 「生活障害」について考える 
これまで「生活障害」という言葉を聞いたことは

なかったが、障害者が生活していて辛いと感じる、

生活の中 での問

題が「生活障害」と捉えるという考え方は、非常に

大切な考え方だと感じた。 

精神障害者の地域生活支援では薬で症状を抑

えるだけでなく、障害を持っている人を受け入れら

れる社会をつくり、弱点のある人間だと捉え、治せ

るに越したことはないが例え直せなくても、生活を

していて辛いと感じることのないようにする社会を

つくる必要性を感じた。また障害を持っている人の

家族等の周囲の人間も辛いと感じることのないよう

にする必要性も同時に感じた。そのため従事者と

して何ができるか、どういった面で支えることができ

るか常に考えながら行動したいと改めて感じる研

修であった。 （A.H） 

☉ 障害者雇用セミナー 
平成 30 年からの精神障害者雇用義務化に際し

た課題についての講義・議論が中心となり、企業・

就労支援機関ともに精神障害者の今後の就労に

ついてを課題として考えていることが研修・グルー

プワークを通じて改めて実感出来た。 

参加していた企業は支援機関によるサポートの

重要性を認識してくれているが、実際就労支援セ

ンターで企業にアプローチをすると問題が起きたと

きだけ介入して欲しいなど普段からのサポートをあ

まり求めていないところもまだあるため、今後その

ような企業で本人が安心して就労継続していくため

にどのようなアプローチをしていくべきかを考えて

いかなけばならないと日々痛感している。特に精

神障害者雇用義務化以降は、精神障害者の雇用

ノウハウがない企業からの支援依頼の増加は見

込めるため、今のうちから自分自身の中に様々な

対応方法を身に着けていく必要性を感じている。(S.) 

 

 

☉ なごや障害者就業生活支援センター 

◆ありのままで働ける場所を探し出す 

朝礼は体系化しており、昨日のケースの申し送りと、今

日の予定という形で、そこで担当者に疑問点などがあれ

ば S さんや他の職員に相談でき、情報と悩みの共有を行

っていた。これは是非とも真似したい。現状では、情報共

有は行っているものの、間延びしがちでクリティカルな相

談が出きていない状況である。 

支援センター自体も体系的に機能しており、まずセンタ

ーが受け付け窓口の役割を果たし、当事者の方のニーズ

を①今すぐ働きたい人、②特定のスキルを身につけたい

人、③長期の訓練を受けたい人という 3 つに分け、その

実現をサポートしていた。 

当方のわくわくかんでも、当事者の方のニーズを実現す

る支援事業は多々あるものの、各々が個別に機能してお

り、効率的ではない。そのため、受付窓口を設置し、そこ

で当事者のニーズを掬い、どの事業所でそれをサポート

していくか考えられればいいと思う（別紙図）。 

今回、はじめてのわっぱ研修だったが、S さんのお話、

「だめな人はいない、働けない人はいない」という言葉が

とても心に深く残っている。かけこみ寺として、どんな人で

も受け入れその人のありのままを受容し、「働きたい」とい

う気持ちさえあれば就労に向けて一緒に準備をしていくと

いうことだった。 

わくわくかんの支援では、面接及び就業時に「ヒゲを剃

りたくない」「ピアスをはずしたくない」という

人がいれば、きっと「それは型に合わない」

といって、改善させる支援だと思う。だが、

わっぱではそういう人に対し、「そうか、よ

し。じゃあ、ヒゲ剃らんでもいいけど、職の

数は少なくなるよ。それでもいいんだね？」

と、どこまでも本人を尊重するとのことだっ
た。その人がありのままで働ける場所を探

し出すという支援員一人ひとりの姿が何よ

りも勉強になった。   （S.S）  （H.S） 

◆加点評価で当事者に関わる 

なごや障害者生活支援センターで、「就

労準備」を見学した。センターに登録を希

望される当事者の方全員に 2日間かけて、

軽作業（ネジの組み立て）と模擬面接とビ

ジネスマナーの研修をして頂きながら、職

員とコミュニケーションを取る場である。 

当初、私は、「就労準備」にどのような意

味があるのか、あまりイメージできなかっ

た。しかし、その意義の大きさに驚くことと

なった。 

 軽作業では、ネジとボルトを組み合わせ

る作業を 15分、30分、1時間と時間を決め

て行うのだが、この作業を通じて、その人

の集中力、作業の傾向（丁寧さ or スピード

の変化など）、持続力（前半と後半での作

業能率の変化等）、積極性、他者とのコミュ

ニケーションの特徴などを知ることができる

し、模擬面接では、仕事に対する考え・望

むもの、求職理由、物事の捉え方、過去の

経験、準備性、人柄、コミュニケーション力

など様々なことを知ることが出来ることが

大きな衝撃であった。 

 本人とニーズを把握することは、就労支

援の基本中の基本だが、面談だけで知りう

ることは一面的である場合がままある。こ

の「就労準備」を行うことによって、様々な

側面から本人について知ることができるこ

とを知った。多くの職員の方がこのプログラ

ムにかかわり（担当者以外でも当事者と接

する機会になる）その職員の方の視点も、

非常に支持的に加点評価で当事者と関わ

っていることが、よりその人の内面を引きだ

すとともに、本人の自信にもつながる接し

方をされていて印象的だった。    （K.K） 

◆つながりを切ってはならない 
なごや障害者就業・生活支援センターの

一日は、朝礼から始まります。各自の昨日

の支援、本日の予定をてきぱきと報告して

出会い、まなび、交流で得たこと ＜各種研修 一言感想＞ 

NPO 法人わくわくかんでは 2014 年に、各種研修や全国の仲間やアジアの障害者運動の現場と交流 

しました。参加者のレポートの中から＜一言感想＞をぬきだしてズームインしました。 

 

 

 

 

 

 

 

☉ 気分障がいを学ぶ 
やはり精神障がいを持つ方の支援をするために

は、見立てをきちんと行うことが大切であり、様々

な側面 から個

人を見ていく必要がある。その方の性格・身体症

状・心理的側面・生活環境・社会資源の有無など、

多方面に渡り、担当する支援者一人ではそれがま

かないきれない。そのためには、チームで支援を

行っていく必要があると考えられ、情報共有等が

大切になってくる。また、支援者メンバーの一人ひ

とりが意見を言い合える関係性がベースとなる。そ

ういったチーム作りも大切にしていきたいと感じる。

また、質問の際には、「移転の問題」が挙げられて

おり、新型うつ病などは支援者の神経を逆なです

るような相談内容になる場合がある。そのような場

合の対応としては、いつにもまして丁寧な対応を心

がけ、あとで自分にご褒美をあげるというようなス

トレスマネジメントも必要な場合があると話され、安

心した。経験豊富な精神科医の先生にも、このよう

な移転の問題や対応の大変さの問題があり、きち

んとしたマネジメントもしていることは見習いってい

きたい。対人援助職は、やりがいがある職業だが、

燃え尽きてドロップアウトしてしまう人も少なくな

い。積極的にストレス対処を行っていき、支援の現

場に今日の学びをつなげていきたいと感じた。(H.S) 

 

☉ うつ病・双極性障害の比較 
 うつ病 双極性障害 

身体症状 多い 少ない 

発症年齢 20～30 歳 20・30 代 

発病率 15%(男＜女) 0.8%(男=女) 

経過 半数は 1 回のみ 再発を繰り返す 

遺伝 
多くはない 

（心理的・社会的要因大） 

強い 

（家族内発病危険大） 

うつ病・双極性障害の症状には似たようなもの

かと思っていた。しかし、上記の表からもわかるよ

うに、講義の中で両者を比較した内容を述べてい

て驚いた。私の認識の中では、そう状態・うつ状態

が出現すると双極性障害だと思っていたが、両者

が異なる病だと今回認識した。また、双極性障害

の経過が再発を繰り返すということで、一生付き合

っていく病気だと心が痛くなった。 (K.K) 

 

 

いくのですが、それぞれの報告内容に対して、セ

ンター長が鋭く指摘をしていきます。支援の状況

と動き、方向性をお互いが分かるようにしたうえ

で、各自がそれぞれの仕事に出ていかれます。 

センター長は「個人商店になってはいけない」

と度々おっしゃいました。就労支援そのものは、

担当者各々が単独に動けてしまうので、支援の

方向性がバラバラになる可能性があること──

「主体が誰なのか？」明確にしたうえで、就労支

援スタッフそれぞれが、確固たる理念のもとに支

援を行うことで、誰にとっても見通しの良い支援

になりうるのでしょう。 

もう一つ印象的な言葉は、「つながりをきって

はならない」ということでした。生活や就労におい

ての問題をどう解決していくか？問題のままにせ

ず、解決できるような課題に変えていく為に、就

労希望者、ご家族、企業、行政、福祉や医療そ

の他関連機関が一体となるような関係づくりの大

切さと難しさを感じさせられました。 

就労支援スタッフ同士のお話しをお聞きして、

お話しを働きづらさを持った方々の「働きたい」と

いう思いに対し、「どんな方でも受け入れていく」

「そのままの人を活かす」という姿勢で根気よくサ

ポートしていく姿勢と、その熱意が伝わりました。 

「できない」のではなく、「できるようにする」た

めには、大きな労力が必要かもしれませんが、

「できた」時の喜びは何にも増して価値がありま

す。また、そのことが共に働く社会を目指すため

の大きな原動力となると思います。 （ K.T ）

 

◆どんな方が来ても受け入れる駆込み寺 
各事業所とも活気に溢れ、明るい雰囲気の中

で支援していたのが印象的であった。組織の体

系化が図られており、活発な情報共有と併せて

全員が同じ方向を向いているためチームワーク

の良さを感じた。 

まず、1 日目のオリエンテーションで、就業・生

活支援センターは、支援のニーズが就労か生活

か不明な方にとっての駆け込み寺のような存在

であり、どんな方が来ても受け入れるということを

ご説明頂いた。アセスメントを徹底し、優先順位

を整理してニーズを引き出すとの事。職員の役

割は相手の考えやニーズを整理する事であり、

あくまでも主体は利用者本人であるという意識が

徹底されていた。 

利用者本人に「働きたい」という意欲があれ

ば、その時の利用者本人のスキルを最大限その

ままに活用し、誘導やトレーニングは決してしな

いとの言葉に感銘を受けた。 （H.K） 

 

理想のわくわくかんのシステム 
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＜共に生きる＞の原点 

70年代の障害者解放運動と今 

堀 利和（共同連代表） 

 

 日本の障がい者運動は、「地域で共に生きる」と

いう運動が 1970年代から始まった。「自立生活」

はアメリカから 1980年代に入ってきたが、日本

の障がい者運動はそれ以前に、「施設解体―地域で

共に生きる」という自らの考えを闘いの中でつく

り上げてきた。 

『養護学校はあかんねん』 

 『養護学校はあかんねん』のドキュメント映画

は、1979 年 4 月に実施される養護学校義務化に対

する阻止闘争の記録である。数寄屋橋公園にテン

トを構え、文部省へのデモ行進とその前での抗議

集会が 1 月下旬、全国障害者解放運動連絡会議（全

障連）によって繰り広げられ、障害当事者とその

支援者 400 人で行われた。 

 1948 年に盲、ろう学校

は義務化されたが、肢体不

自由児および知的障害児

の義務教育は実施されず、

長年就学猶予、免除の措置

がとられてきた。そしてよ

うやく 79 年に養護学校も

義務化されるのだが、これ

に対して障害者解放運動の

陣営は真っ向から反対した。それは障害児の分

離・隔離の教育体制につながるからである。「地域

で共に生きる」は『養護学校はあかんねん』につ

ながり全国各地で闘われた。 

 文部省の発達論、全国障害者問題研究会の発達

保障論に依拠した人たちは、発達のための専門教

育として特殊学校の充実を求め、養護学校の義務

制度化を積極的に推進した。これは教育のありか

たをめぐる「分離」派と「共に」派の闘いでもあ

った。人間は発達のために生きるのか、それとも

類として共同的に生きるのか、といっても共に学

ぶことの方がより成長することも実践の中から立

証されている。国連においても国際的にも、今や

インクルーシブ教育が主流となっている。    

 ここで、70 年代の障害者解放運動について紹介

したい。 

 79 年養護学校義務化阻止闘争を闘った全障連

は、76 年に大阪で結成された。その参加団体には

概ね 2 つの流れがあり、一つは 60 年代後半から

70 年代にかけて全国の学生を中心に闘った政治 

社会運動の立場、もう一つは全国青い芝の会であ

る。 

 前者は大学闘争をはじめ、べトナム反戦、70 年

安保、沖縄返還闘争の立場である。後者は、障害

児を殺した母親の減刑嘆願運動に対して、障害児

殺しを告発した「母よ 殺すな」の告発糾弾闘争

の立場である。そしてバス乗車拒否に対して、川

崎駅前で「バスジャック」を行い、市営バス占拠

闘争を行うなどもした。これが 70 年代の障害者解

放運動なのである。 

「青い芝の会」の行動網領 

 資本主義体制打倒という政治闘争と共に、特に

青い芝の会について言及するとまず『行動綱領』

から紹介したい。一、われらは、自ら脳性マヒ者

であることを自覚する。一、われらは 強烈な自

己主張を行う。一、われらは愛と正義を否定する。

一、われらは健全者文明を否定する。われらは問

題解決の路を選ばない。 

 重度脳性マヒ者は「あってはならない存在」「自

分のことすら自分で

できない悪人」「健全

者幻想の否定」などに

思想的背景をもつ運

動で、それは告発糾弾

闘争であった。 

 『行動綱領』を起草

した横田弘は、重度脳

性マヒ者は「あっては

ならない存在」に置かれ

ていることを自覚し、「自分のことすら自分ででき

ない悪人」と認識し、親鸞の『歎異抄』「悪人正機

説の悪人をや救われるという、つまり人間は、自

らを悪人であることを知り、重度脳性マヒ者は悪

人であることを自覚し、「悪人正機説」の存在論に

たっている。 

 その存在の自己否定は、絶対的自己肯定として

告発糾弾闘争によってしか実存証明ができないと

理解してよいと思う。だから「愛と正義を否定す

る」「解決の路は選ばない」となるのである。 

 私たちは安易に、今、人権尊重、障害者も生き

る権利があるとしてはいないだろうか。しかし 70

年代のそうした思想的哲学的「あってはならない

存在」の立場からは、一見薄っぺらにさえ見える

人権尊重をアプリオリに認めることに戸惑いを覚

えるであろう。その深淵、その絶望的な経験をく

ぐりぬけてこそ、人権尊重や権利保障が真に輝き

をもつのではなかろうか。 

（写真：『福祉労働』より） 

三澤了、楠木敏雄さんが亡くなられ次の時代に入った… 
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リボーンプロジェクトは、平成 23年に開設し今年で 4年目を迎えることが出来ました。4年間で、就職者は 17名に 

なりました。職種は、一般事務、一般事務補助が一番多く、その他に A 型事業所（調理補助、軽作業、データ入力）、

清掃、販売と続きます。就職決定後から長く働き続けるために、定着支援を行っています。 

 

     ★通勤支同行★対人関係の不安解消★職場での状況確認★対人関係調整等 

★業務内容（その方に適した業務内容などのご相談、業務の出し方、マニュ

アル作り、正確性の確認等）★マナーの確認★通院同行★ご家族への連絡等 

                                                     

リボーンプロジェクトでは、月間の研修内容や主な予定を確認し、当事者の声の載っている『リボプロ通信』を月間

カラー版で発行しています。12 月号から「今年の振り返り」と「来年に向かって」の一言にズームインしました。 

今年一番印象に残ったことは？ 

・何とかリボーンに入れ、様々な人と出会えたこと。ありがた

いです。(Y.Y)/・通所を開始した事(S.H) 

・今年は大変な一年だった。それでも、生活リズムやコンディ

ションは上々だった(Y.H) /・ここに来たこと(K.K) 

・業務手当で 1万円の手当が 1000円札 10枚で封筒に入ってた

こと(Y.K)/・リボーンにいること。(O.H) 

・色々な人と出逢えた事。簿記の資格が取得できた事。 

・仕事をやめたこと(O.M)/・カラオケ大会を見れたこと。(T.M) 

・堀会長を囲んでの茶話会で皆の話が聞けて、自分なりの理解

が深まった事。(H.K) /・企業見学が沢山できました(M.C) 

・日商簿記 3級に合格できたこと。勉強時間があまりなかった

ので、不安でしたが、なんとかなりました。(H.S) 

・25年間愛用していたピアノを売ったこと(F.K) 

・わくわくかんでカラオケ大会に参加したことです。思い切り

歌えたのでとっても気分が良かったです。それから念願の

宝塚に行けたことです！美弥るりが私のお気に入りです（知

らないと思うけど！！）(S.T) 

来年に向かってやりたいこと／出来るように

なりたいこと／叶えたいこと 

・就職したいです(M.C)/ ・就職(T.M) 

・来年は就職に向かって猛ダッシュしたいと思います！！がん

ばるぞー！！(S.T)/・来年は就職する(S.H) 

・就職し、健康でいたい/・PC技術のレベルアップと就職(Y.K) 

・料理のレシピを覚える(K.K) 

・リボーンを卒業して働きはじめること(O.H) 

・就職し、元気になりたい。(Y.Y) /・就職する(O.M) 

・自分のスキル UP を目指して様々なことにチャレンジしたい

です。(F.K) 

・社労士合格できますように！！(H.S) 

・ストレッチを始めて体を柔らかくする。音楽を習いたい。

(Y.H)/・就職そして元気満帆フル回転で GO!!(H.K) 

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 

9 

転職＆定着支援の現状 

就職決定

 

  

契約書の確認、記入や必要書類のサポート 初日は、職場へ同行（職場の雰囲気や

職場で指示を出してくれる方、業務確

認等）（働く方の得意なこと、困難なこ

となど職場の方にご説明する等） 
わくわくかんでの面談、電話相談の継続（職場環境・業務

内容・対人関係等）必要に応じて、職場訪問を継続して行

い職場の方の理解を深めるなどスムーズに業務が継続でき

るようにサポートします。 

具体的なサポートの内容 

（全て行うとは限りません） 



 

10 

1998年 10月 9日第三種郵便物許可 （毎月 3回 8の日発行） 

2015年 1月 8日発行 SSKU 通巻第 5018号 

第 10回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 1月 27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   ： 「家族の関わり方について」 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込みください）17:00～18:00 

連 絡 先 ： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－999

民間の賃貸住宅では、さまざまな理由で入居が困難な

方々がいます。孤独死や火事トラブル等の不安を抱える高

齢者、家賃滞納等の不安を抱えている低額所得者、ひとり

親世帯、障がい者等、住宅の確保に特に必要な方々（「住

宅確保要配慮者」）が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよ

う、情報交換や協議などをしながら様々な活動を行う「居

住支援協議会」が必要とされています。 

現在、東京都には豊島区、江東区、板

橋区の 3 つの区にしかありません。今年

5 月より東京都は「東京都居住支援協議会」を立ち上げ、

区市町村による協議会の設立促進・活動支援や広く都民へ

の啓発活動等を実施することになりました。そこで、都は

区市町村が地域の実情に応じて、「住宅確保要配慮者」へ

の支援にかかわる具体的な取り組みを実施できるように、

10 月 17 日（金）、都庁にて「東京都居住支援協議会セミ

ナー」が行われました。 

第 1 部は千葉大学大学院教授の小林秀樹氏による「少子

高齢化の進展を踏まえた安心で豊かな居住の実現」と題し

た講演がありました。その中で課題解決には、①NPO 等

によるセーフティーネット住宅を増やす②空き家活用の

推進とそのための条例整備③互助・共助を工夫した多様な

安心居住推進④公的住宅の活用を子育

て世帯へ移譲等、4 つの提案がとても分

かりやすく説明されました。 

第 2 部は NPO による居住支援活動の事例が紹介されま

した。NPO 法人自立支援センターふるさとの会の滝脇憲

氏、NPO 法人コレクティブハウジング社の狩野三枝氏、

NPO 法人サースの井上文氏による居住支援活動の事例が

紹介されました。 

 

「はたらっくす」報告 

 最近は合同面接会や合同ミニ面接会などの企業側の参加の機会
が増えてきている。 
 書類選考に自信がない方々は、積極的にこのような機会を利用な
されることもそうだが、こういった機会から直接就労に結びつくケース
は多いので迷わずに飛び込んでゆこう。そこで、直接面接の機会を
増やすことによって養える能力を考察してみる。 
① 動力と度胸がつく 
 面接には根気も必要だし多くの方々は何度も何度も足を運ばなけ
ればならない。そのため交通費や食費、履歴書・職務経歴書などの
作成にもとかく費用がかかるもの。けれどもそれらの費用を自分自身
の先行投資として割り切ってしまうことも大切だろう。
その見返りとして自分自身の行動力に繋がり、また
面接を重ねた分だけその場に動じない自分自身を
創りあげてゆくことになり、その積み重ねが就職へ
の最短切符ともなる。 
② 社側の立場に立つ 
 面接の前に該当の会社の情報をある程度下調べしておくのは、昨
今の面接では基本中の基本ともいえる。その中で会社が求める人材
を探ってゆく作業は、新しい自分自身のストーリーを演じる舞台を用
意していただいているようなもの。ただし、会社側も１２０％マッチング
した人材でなければ採用しないということはあり得ない。面接官の裁
量にも委ねられている部分も多いので、そこから会社の求める人材
を探ってゆくこととなる。 
③独自性を開拓できる 
 何度も何度も面接を受けていると、面接を受けている方々が自分
と似たようなことを口上としていることに気づかされることがある。そこ
で自分自身の強みを再確認して、その強みをどうアピールするかも
会社側に自分の独自性を認知してもらうのに必要なことではないか。
たとえば何気ない趣味ひとつにとってもそこから仕事に活かされる哲

学というものは奥深く、そういった点を追求してくる面接官の方々もい 
らっしゃるので侮れない。 
④協調性を考察できる 
 会社の組織自体がひとつの生命体の活動と捉えると、我々個々
人は細胞のひとつひとつの役割などを担っているのかもしれない。会
社というひとつの生命体をあたかもひとつの生物のように有機的に
機能させるためには、少なからず伝達物質が必要である。その伝達
物質の役割になるのが報告・連絡・相談の「ホウレンソウ」となるので、
面接では疑問があったら積極的に質問してみる姿勢が、面接官から
見たひとつの判断基準となる。 
⑤バランス感覚を磨く 
 バランス感覚とは、自分の面接での受け答えが偏ってないかどう
かを常に振り返りながら、それまで培ってきた基礎力を土台として、
応用力と総合力の芽を更に伸ばしゆくことに通じる。ひとつひとつの

面接を振り返ってみて、「喋りすぎた」や「喋らなす
ぎた」などの改善点を次の面接にどう結び付けて
ゆくか、そこは試行錯誤のいる作業かもしれない。
自分自身が受けさせていただいた面接のひとつひ

とつが、次の面接への血となり肉となる。 
 私自身を振り返ってみると、全て合格点だった面接はひとつもなか
った。不思議なことに自分でもよくアピールできたかなと思える面接
はどれも「内定」には結びつかなかったのですが、自分自身の中でも
あまり得点の高くない面接が「内定」に結びついたことはただ不思議
に感じます。 
 「内定」をいただくまでには「職場実習」もさせていただきましたし、ど
んな面接にも主体的に参加させていただきました。そして就労移行支
援事業のスタッフ・メンバーの皆様をはじめ、沢山の方々からのご協
力や支援・応援のお陰様で「内定」というひとつの到達点を通過する
ことができました。 
次回のはたらっくすは１月１０日の１６時～１８時です。現在就職なさ
っている方々、これから就職活動をなされる方々、就職活動を頑張っ
ていらっしゃる方々、有意義な意見交換をいたしましょう。（A.M).

 

東京都居住支援協議会 

4 つの方針や事例でセミナー 

面接との真剣勝負 
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にぎやかに～わくわくかんの合同忘年会～たのしく 
写真でみる日頃出会わない仲間たちが全員集合！！ 

 

 

 

「就労支援フォーム NIPPON2014」が、12月 6・7の両日

に東京で 1 千名を超える参加者のもと開催されました。全国か

ら集まるのは、熱心な単なる事業管理者や「指導員」であること

になんの疑いもないと予想しながらも、私の内なる共同連思想と、

そうでない私の現場の日々をつなぐなにかを探したいと参加し

ました。結果は意外。それを報告します。 

特別講演は「障害者の就労のグランドデザイン－ふつうには

たらく、ふつうにくらす―」。「昭和 36年、高知より上京時、唯

一の願いは（自分が）ふつうに働きふつうに家族をもちふつうに

暮らしたいだった」を話の切り口に、

手話通訳を意識してかゆっくり話す厚

生労働事務次官の村木厚子氏でした。

実行委員長の開会挨拶は、「9年前の村

木さんのことばを一生忘れない。普通

の子が大人になったら何になりたいかと語るように、障害者も何

になりたいと語れる社会にしたいと言ったのです」から始まった。 

シンポジウム「改革のグランドデザイン、その成果とこれから

の課題」では、北海道当別町ゆうゆうで、空き店舗と地場産業を

つないだ事業所起業を次々と成功させる大原氏、35歳。小宮コ

ーディネーターに「コンクリート施設の時は入ってこなかった町

の人が入ってくる、おもしろい取り組み」の時代に入ったと言わ

しめた。2003年障害者自立支援法の基礎となる「グランドデザ

イン」を起草した当時厚生労働省障害保健福祉部企画課長補佐、 

“村木姫”を爺やとして支えたという間氏も、「障害ある人な

い人共に働く街づくりの風景。福祉の街づくりではなく、福祉で

街づくりだ」と明言。セッション１「一般就労をより進めるため

に」。とつづく。 

翌 2日目、セッション２「Ａ型をよりよくするために」。特例

子会社を評価しながらもＡ型などの福祉的就労については徹底

的に批判して、働くことは労働行政でやるべきだと力説したのは、

且田氏。エフピコグループ重度障害者多数雇用企業（株）代表取

締役社長である。世間が働けないと決めつけている障害者も半年

もすれば立派に働けていると強調した。「あなた達が支援してで

きるのではない。自分の行動をふり返って反省を！」。その後の

昼食タイムにはさんとの名刺交換

をする長蛇の列。当然共同連堀代

表も名刺交換をした（直後、係員

はそこで中断を宣言。白状の威力

か共同連の気迫か）。 

セッション３「新しい風」。コーディネーターの一般社団法人

日本精神科看護協会会長末安氏や、もう一人のコーディネーター

荻原氏（一般社団法人日本作業療法士協会副会長）は、4人の新

しくしたたかな実践を踏まえ、「障害者の就労という言葉はもう

やめた方がいい」「障害者の就労ではなく人間の就労。4 人が使

っていないように、もう支援ということばもやめよう」と、締め

くくった。 

厚労省に比べ、フォーラムに参加した現場の人たちは意外にも

一歩も二歩も前に進んでいた。会場は新しい風が吹いていた。 

（れざみ購読員Ａ．M） 

“支援という言葉もやめよう” 
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昨年初老(40 歳)を迎えた身としては、「敬老
の日」にはぜひ祝ってもらおうと思ったが、40，
50 は鼻たれ小僧だとあっさり断られた。それは
政治家のことだろう。もう引退して楽隠居…で
きる程、お金ないしなぁ・・・。 
とは言え人生 80 年、初老なので「箱根駅伝」

で言えば、往路が終わって復路だね。 
歳(とし)だけ無為にとってしまったけど、精

神年齢はまだまだ子供です。さらに頭も。でも
やっぱり子供の時とは違うな、子供の頃読んだ
本を今読み返すとよくわかる。同じ本なのに見
方・立場・共感する所と反発する部分が違うね
ぇ。 
往路の道と復路の道－同じ道なのに見える

景色、気づく花、違うんです。 
本に限らず、子供の頃の作文・日記を読んでみると、えーこんなこと

考えていたのか、あぁ甘いな、うわぁ…。 
これはちょっとと顔から火がでる様なこと書いてあったりして。でも 
これってすっごく大切にしたい。往路で見えたこと、感じたこと、 
考えたこと、忘れたくない。 

復路でこれから見ていくこと、感じること、考えること新 
鮮な目と心と頭で触れたい！大人になって子供の時のアル 
バムを開くのもいいけど、かつての自分の考えたこと、感 
じたことを、大事にするためにも、写真ばかりでなく、文 
章(作文や日記)を書きとめておくのは、とっても素敵なこ 
とだと思う。(私にはある。うらやましいでしょう！) 
そして人との出会い、往路で出会った人、これからの復 

路で出会う人。善くも悪くも私に影響を与えてくれた人・ 
くれる人、人こそ宝。近頃つくづくそう思います。 
歳(とし)をとるのも悪くないですね。初老の日… 

もとい「敬老の日」には往路に乾杯！といきますか。 

 

復路に乾杯! 
リボーンプロジェクトOB うこっけい 

就労支援センター北わくわくかん 

登録者（2014年 11月末）48７名 

就職者 3名（調理補助、軽作業、清掃） 

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） 

グループホームわくわくかん 
 現在グループホームでは、男性 2名女性 2名が利用しています。先

日グループホームのクリスマス会に、卒業生が 3 名参加されました。

入居中はお互いに敬遠し、挨拶もはばかれた仲の二人が、久しぶりに

会って、ビールを片手に談笑。カラオケも例年盛り上がりに欠け、正

直職員は反対していたのですが、銀恋のデュエットで良い盛り上がり、

ホッとしました。 

◆編集後記◆ 
今年もいろんな人の投稿に助けられた。その人の瞳に映る言葉・カッ

ト・詩が紙面を飾るときの心のざわめき。年内最後に届いた心ゆるが

す本は共同体社会主義を夏目漱石、堺利彦、宮沢賢治、ウイリアム・

モリスの異色の土着社会主義の流れと労農派と宇野弘蔵につないだ

知友・平山昇さんと大内秀明先生が編んだ大著。言文一致の二葉亭四

迷が『浮雲』前に"虚無党刑気"という書名をもちいた挫折の出版には

何が隠されていたのかから始まる。漱石は神経を病んだ作家として知

られるが『それから』に見せた見事な国家と経済の分析は今のアベノ

ミクス選挙の政治風景とあまりにも似ている。脱労働力商品化に焦点

を置いたこの著はやがて大地を浸していく時代が来るだろう。 

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・なごや障害者就業生活セン

ター・わっぱの会・東京都障がい者就業支援事

業所の会・ハローワーク上野・飯田橋・品川・

王子・池袋・那須志島ふるさとファーム・公益

財団法人東京しごと財団・（株）アヴァンティ

ースタッフ・ひとまち社・（株）ECA・住まい

連・もやい・ダイニックジュノ（株）・大和ラ

イフプラス（株）・東京都ビジネスサービス

（株）・（株）フロンティアチャレンジ・周愛利

田クリニック・小峰クリニック・（株）ヒト・

コミュニケーションズ・（株）ヒューマントラ

ストフロンティア・赤羽郵便局・（株）カクヤ

ス 他多くの方にご協力いただきました。 

賀正 元旦 
（ひびき T.H） 

 

・お餅つきいつもこの時期楽しみだ 

 

恋愛の難しさには参ったよ 

 

・毎日がイキイキしてる響かな 

 （ひびき KT） 




