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2015年 2月号 No.167 

特定非営利法人わくわくかんでは、1 月 14日（木）、周愛利田クリニックの八木眞佐彦先生による精神保健 

福祉相談支援の職員研修が開かれました。テーマは「依存症（アディクション）について」です。 

“依存症”について 
私たちが仕事で日々関わる当事者の方にも、依存症を抱

えた方が少なくありません。その意味で、依存症の人がどの

ような困難に直面しているのか把握しておくことも、私たちの

日々の業務にとって重要なものとなります。八木先生による

と、依存症とは、ある行為により、①社会的損失（学校関係・

仕事・学校・経済・事件や事故など）、②身体的な損失、の

どちらか、または両方があるのに、それをやめられないような

体験がある場合に診断されます。 

 また、依存症には、アルコール、

ニコチン、薬物、摂食障害などの

「物質依存」、ゲーム、ギャンブル、

仕事、買い物などの「行為依存」、

恋愛、共依存などの「関係依存」

があります。かつては、問題のす

べてを患者や家族の責任として、

徹底的に困らせる「底をつかせる」

という考えが主流でした。しかし、

「底をつかせる」ために、健康・人

間関係・時には生命など失うもの

が非常に多いという弊害があり、逆効果になるということが分

かってきました。現在では、「今あるもの（事）を極力失わずし

て、本人のニーズを見つけていく作業」、つまり、問題を持つ

本人に気づきを促し、ストレングスを活かして回復につなが

る「底上げ」の考え方が主流になっています。以前、私が断

酒会のミーティングに参加させていただいた時、依存症から

の回復者であるスタッフのもと、参加されている当事者の方

が自分の体験を赤裸々に力強く話していて、聞いている

我々も共感するとともに、強く心を動かされたのを覚えてい

ます。私たちが支援業務を行っていくなかで、なかなかうまく

いかないケースに悩むことも少なくありません。 

そんなとき、ともすれば利用者の側に問題があるように思え

てしまうこともあります。 

しかし、八木先生のお話からも明らかなように、依存症は

患者一人の努力によってどうにかできるものではありません。

自分の意志でコントロール出来ないからこそ依存症と言える

のであり、一見すると社会常識から逸脱した行動をとってし

まったとしても、ただその人を責めても解決には至りません。

先生からは、「人が一生懸命生きようとし、葛藤する中で依

存症を発症している。そこを否定せずに、共感することで、も

ともとは『自己治療』のはずが、

社会的、身体的、心理的にむ

しろ深刻な問題を生じ損失体

験を繰り返していることに気づく

きっかけが生まれると確信して

いる」という言葉に、だれでもが

罹患する可能性がある依存症

に対して、伴走者として関わる

支援者のあるべきスタンスに気

付かされました。 

今回の研修で最も印象に

残ったのは、「健康な支援者

がいてこそ、当事者に伝わる」、

「しかし、誰もが病む存在である」ということでした。私たちは、

どうしても「健康でなければいけない」、「病気になってはいけ

ない」と、なかば強迫観念的に考えてしまい、「健康でない自

分」や「病気である自分」をネガティブに考えてしまいがちで

す。 

しかし、人間は誰もが常に健康でいられるわけではありま

せん大切なのは、「常に健康でいる」ことではなく、常時健康

でないことを前提に、「健康を取り戻せる環境」や「自分を出

せる安全な場所があることが大切」という八木先生の言葉に、

気持ち楽になり、まさに目からうろこが落ちる思いの研修でし

た。     （K.K） 
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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。 

✧ 2 月 6  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 

✧ 2月 14日 (火) はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 

✧ 2月 17 日（火）障害者就労面接会 13:00～ 東京体育館 主催：東京労働局・都内ハローワーク 

✧ 2月 18 日（水）精神障害者の生活のしづらさ 13:00～ 都庁第一本庁舎 5F大会議場 

✧ 2月 21 日（土）第 2回農と食の社会的事業所を創るセミナー 13:00～ 法政大学エッグドーム 500円 

✧ 2月 23日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 2月 24日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室           ＜わくわくかん 2月予定表＞ 

「底をつかせる」から「底上げ」へ 



 

 

 

 
 

新春を迎えて～気持ちもあらたに～ 
開拓校の新年がスタートしました。年末年始を挟んで久しぶりに再会した皆さんの印象や、お正月

の過ごし方を含めた近況、今年の目標などを伺いました。 
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就労移行支援事業 

北区赤羽南 2-6-6 TEL：03-3902-9996 

 

新春の花・水仙 

K さん撮影 

・今年の目標は新しいことにいろ
いろチャレンジしていき、新しい
ことを新しく発見して将来の就職
に役立てればな、と思います。 

（S.Y） 

・新年、お正月には初
詣に行き、新たな気持
ちで立ち上がろうと思
いました。久しぶりに、
ゆっくりと休む事がで
きて、元気も十分に取
り戻しました。去年ま
でとはまた違った、前
進した一年にしていき
たいと思います。 

（M.Y） 

・スタッフがよりいっそう明るくなっていました。皆さんも去年より
明るくなっていて、にぎやかになりそうです。 
初詣に行った。上野にお正月の買い物に行った。大変だった。 
今年は就職して、そこでずっと働けるように開拓校で学んだ事を生か
したいです。スタッフや共に学んだ人達、支えてくれる家族に感謝し
たいです。 
プログラムが変わって、去年の 4 月のプログラムの方が良かった。一
気に変わって、頭の中がパニックになった。スタッフが変わったので
ビックリしました。      （M.M） 

・年末年始に娘の子供達を預か
ったり、面倒を見たりと忙しく
過ごし充実した日々でした。以
前は消えてなくなりたいとか、
考えていたが、お正月を楽しく
過ごしもっと生きたいと思え
るようになった。  （W.R） 

・昨年は秋に腰を痛めたため、年
末年始はあまり動かず、帰省や旅
行も控えました。結局寝正月でし
た。 
 私（と家族）にとって非常に大
きな出来事は、全日本フィギュア
スケート選手権で、町田樹選手が
引退したことです。これで芸術的
なスケーティングをする選手がま
た一人現役を退きました。残念で
す。 
 お正月は久しぶりに漫才を見る
ことができて、妻とネコと私で笑
っておりました。（ニャニャニャ 
回笑）こてこての上方漫才を見ら
れて良かったです。  （N.Y） 

・私は都内で、お正月をむかえました。大
みそかは、おそばを食べました。いつもは
弟の手打ちそばですが、彼が今年はインフ
ルエンザ A 型にかかってしまい、フツーの
おそばをゆでて食べました。暮れは家事
（料理）をしたりしました。栗きんとん（ス
イートポテトの作り方と途中までにて
る。）を母に教えてもらいました。開拓校
のプログラムが役に立ち嬉しかったです。
おみくじを 10 円で引いたら大吉でした。 
今年の目標は就職をしてみたい。特例子会
社？花屋？着付けを生かした仕事？ここ
にきて迷いがある。向いているか、つらく
ならないか、恐い。毎日・・・。自分を活
かせるか。続くのか。良い結果になるとい
いです。     （M.M） 

・お正月、1 月 5 日から開拓校
が始まるので、休みの間なるべ
く夜更かししない様気をつけ
ました。いとこや、いとこの子
供達、叔父さん、叔母さんと
色々久しぶりに話し、元気をも
らいました。今年は、就職し、
来年の今頃は、安定して働いて
いたいと思います。 （O.S） 

・前年度、目標たてて
いたことが達成できな
くて落ち込むのではな
く又、新たな目標をた
てて、努力できる環境
を整えていく。（K.M） 
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今月のレシピ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 白玉粉、上新粉をまぜ合わせ、水を入れ、耳たぶ位の固さにこねる。 

2. 1 をまるめてたっぷりの湯でゆでる。（まん中を少しへこませると火の通りが良い） 

3. 2 をまるめてたっぷりの湯でゆでる。だんごが完全に浮いてきたらすぐあげる。冷水を通し、水気を切る。 

4. あんこをのせる。（固さは好んで。ゆるくしたい場合は水を少し入れ火にかける） 

 

 

 

年末、12月 18日（木）にわくわくかんの全体忘年会が開か

れたのですが、一昨年に引き続き忘年会で出された食事・飲み物

は配食サービスで準備をしました。今年は赤羽会館が耐震工事中

ということで使用できず、やむなく障害者福祉センター4階で行

われました。木曜午後の弁当配達と重なる形で食事の準備や搬入

を行うので、うまくいくか心配をしたのですが、それほど問題な

く行えました。ただ盛り付けを、響の人を中

心に手伝ってもらったのですが、結構慌ただ

しい感じになってしまい、そこが来年に向け

た反省点だと思います。 

 忘年会で準備した食事は、ピザ・寿司や揚げ物・焼きそば・デ

ザート等だったのですが、各テーブルでほとんどがなくなり、余

りを持ち帰りにして生ごみをあまり出さなかった点は大成功で

した。Ａ型の売上としても、忘年会による部分は大きく、昨年

12月の売上高は過去最高となりました。 

一方、Ａ型では 12月 27日（土）に恒例の忘年会を行いまし 

た。今回は例年と違って、午前中に大掃除を行い、午後に全体ミ 

ーティングと忘年会を実施しました。

場所もいつもは開拓校の部屋を借りて行ってきたのですが、予定

が重なり、赤羽会館が移転中の旧赤羽中学の教室を使いました。 

 現在配食サービスで働いている 26名中、22名が参加してミ

ーティング・忘年会を行いました。パーティプレートを囲んでの

食事のほか、グル

ープに分かれての

絵スチャーゲーム

やビンゴ大会など、

楽しい時間を過ごせました。ただし、こちらの忘年会では食事が

大量に余ってしまい、仕事納めで働いているセンター勤務の職員

に余りを持っていって食べてもらいました。 

 「終わりよければ全てよし」ではないですけれど、それぞれ楽

しい忘年会になり、配食の売上が順調に伸びていることとあわせ

て、個人的に昨年は充実した 1年だったと感じています。今年も

いい 1年であるようにと願っています。     （Y．S） 

２つの忘年会を担って… 

 

材料…1 人分 3 ヶ 

白玉粉……8g 

上新粉……4g 

水………10cc 

あずき（市販） 

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 

白玉だんご（あんこ添え） 
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クッキング感想/1月 14日（水） 

メニュー 
おでん、鶏ごぼうご飯 
コールスローサラダ 

・ただ食材を煮込むだけかと思ったが、作ってみて
煮込む順番とか奥が深いと思った。（O） 

・量が多くて、食べ過ぎて苦しい。いつものごぼう
ごはんの味だった。（T） 

・もち巾着は初めて食べた。おいしかった。（K） 

・もち巾着が特においしかった。（F） 

・ニンジンの千切りが難しかった。サラダがあまる
かと思ったが、丁度よかった。 

 ただ煮込むだけかと思っていた。（S） 

・キャベツを 1 個、千切りにしたので疲れた。 

 ドレッシングの味付けがうまくいった。全部おい
しかった。（Y） 

・初めてもち巾着を作ったが想像ほど難しくなかっ
た。コールスローがシャキシャキしてておいしか
った。大根を前日から煮込んでいたことに感謝。
（T） 

・家ではフライパンでゆで玉子を作ったことが無か
った。うまくいって良かった。 

大根の味がよくしみてて良かった。（S） 

・コンブは結
ぶ の が 難
しかった。
す べ っ た
り 切 れ た
り。 

 だしの味
を 決 め る
の が 難 し
かった。塩
を入れると味がしまるのが新発見。（S） 

・ニンジンの千切りが疲れた。塩水につけてしんな
りさせるのを初めて知った。ごはんもおいしかっ
た。（I） 

・15 人分のつゆの量が難しかった。バラエティーに
とんでいて良かった。コールスローの味付けがとて
もおいしかった。（U） 

・ゆで玉子を作る時、常温に戻しておけば良かった。
おでんはよく味がしみていた。（K） 

・全体的においしかった。おでんの大根は今まで好
きでは無かったが、今日のはおいしかった。（A） 

 

 

自立訓練（生活訓練）事業 

OKさんの初チャレンジ！ 4コマまんがをお届けします。 

〒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 

４ 
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    今年のリボーンのスローガンを決める！！ 

    ～明るく前向きに生きていこう～ 

2015 年１月、新年が始まりま

した。今年も実り多き年となるよ

う、みんなで励んでいきたいと思

います。模擬企業であるリボーン

プロジェクトでは、理事である堀

さんが会長職として、毎週朝礼の

中でひとこと話をしてもらってい

ます。 

新年を迎えるにあたって、堀会

長と共に新年会を催しました。お

餅を頂きながら、今年の抱負など

を分かち合い、一年のリホーンの

スローガンを決めました。それぞ

れから我が家のお雑煮も紹介して

いただきました。 

みなさん、もちろん、就職が第

一の抱負ですが、その他、次のよ

うなものがあがりました。「『楽』

の漢字をモットーとし、考え方を

変えていく」、「気持ちの落ち着き

を図っていく」、「元気に、前向きに、生きがいを大切に」、

「自身の安定を得、就職に繋げる」、「焦らず、目標を常に

持つ」、「考え過ぎない、適度に割り切る」、「時計を買う」、

「早寝、早起き、体調管理」、「漢字を覚える」、「出会いを

大切に」、「自分の世界を広げる」「風

邪をひかない」、「攻めていく」など

です。それぞれの個性が溢れていま

す。 

お雑煮は、関東風の根菜野菜と鶏

肉が入った醤油ベースのだしのもの

が多い中、しょっつると比内鶏、キ

リタンポが入るもの、白だしで丸餅

の関西風、白みその少し甘めのもの、

とにかく具だくさんのお雑煮など、

それぞれの家庭での地方色がいろい

ろでました。 

盛り上がっていく中で、今年一年

のスローガンを決めました。 

今年のスローガンは、「明るく前向

きに生きていこう」に決まりました。

それ以外にも、「早寝、早起き、体調

管理、休みの日も規則正しく過ごそ

う」、「気持ちをコントロールして過

ごす」、「Never Tomorrow Again

（明日をあきらめるな）」、「Ca va bien（元気ですよ）」、

「Let it go（ありのままで）」など、どれも甲乙つけが

たい中での、決定となりました。 

 

 

 

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 

《感想》 

・内容にも示した様に、何がすばらしいかといえば、健常

な人たちは、感じる事のできない生きる事のすばらしさを

彼ら、彼女たちの作品の中に感じられて、私自身も、とて

もあたたかい気持ちになりました。そして、色んな創意工

夫がフツフツとわいてきました。 

・障害者作品展の見学に行きました。私がすごいと思った

のは、陶器と書道です。陶器は、常人ではとても作れそう

にないようなフォルムで大変感動しました。書道も出展す

るためにとても練習されてから、この作品展に出展された

ように思いました。あと 1 階ではフードコーナーの豚汁や

パンなど食欲をそそるようなものがあり、私も食べようか

と真剣に悩みました。豚汁は、私が行った時にはもう売れ

切れになってしまったので、来年は是非食べたいと思いま

す。 

・無添加の食品販売は体に優しい感じがして好感が持てま

した。陶器や書道作品の展示も素敵に感じました。その他

にも障害者などが一生懸命作った作品がたくさん見られ、

良い経験となりました。 

《内容》 

・1F では模擬店会場があり、作業所で作っているパンや

障害者センターで配食の方たちがつくっている豚汁や餅

など美味しいものが目白押しです。訓練ホールでは、車椅

子試乗体験があり、実際乗ってみて、どうだったのかを学

べるコーナーもありました。さらに二階の障害者地域活

動支援室（きらきら）では、ビーズ細工教室や押し花教

室や作品展示などがありまして、中でもビーズ教室は一

押しです。私が一番押しているのは三階のわくわくかん、

野菜・惣菜販売です。 

・わくわくかんは野菜などを販売していました。当セン

ターの機能訓練室は絵画を展示し、革細工を販売してい

ました。公益社団法人発達協会は指輪、ストラップ、飾

り箸などを展示・販売していました。つばさ工房は無添

加のクッキーやジャムを販売していました。陶秀会や陶

喜会は陶器を展示・販売していました。北区肢体障害者

協会はランマットやコースターを展示・販売していまし

た。他にも様々な作品が展示・販売されていました。 

・まずは、おどろくのは、北区の中で、こんなに色々な

障害者の方の為の活動が行われていること。わくわくか

んの中では、A 型の配食サービスの方々のおかしやおそ

うざい、無農薬の野菜の販売…その他作業所の工房で作

られたパンやジャムの販売や、手作りのアクセサリーや

ストラップの展示と販売。でも、なによりすばらしいと

思ったのは、彼ら、彼女たちの作品のクオリティーの良

さ。どこからこんなあたたかいエネルギーが生まれてく

るのか…私は、つくづく人間として生きることのすばら

しさを感じているからなのかと思います。 

第 32 回 北区 障害者作品展を見て  
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第 11回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 2月 24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   ： 「バーチャルハルシネーション」 

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  03－3906－9997 

 

 

2015年 1月 17日（土）、北区障害者福祉センター4F

にて、「社会的事業所を創る会」（主催は東京都障がい

者就業支援事業所の会）が行われました。2014年の 8

月より「当事者の会」を立ち上げ、すでに 5回の定例

会が行われ、参加の方々から「一般就労でも福祉的就

労でもない、新しい就労の場

である『社会的事業所』に関

心があるので、ぜひ議論して

いきたい」との声が上がりま

した。そこで、NPO 法人共同連代表の堀利和さんより

「共同連の考える社会的事業所とは何か」について語

っていただきました。参加者は、当事会 8名を含む計

17名でした。とても盛況でした。 

堀さんから１時間程以下の説明がありました。①

1971年に共同連のルーツ「わっぱの会」発足、②小規

模作業所のあり方についての議論（健常者である職員

と障がい者の関係が訓練・指導関係であり、それを差

別と批判）、③1984年に「差別と闘う全国共同体連合」

（共同連）発足の経緯、④同一時間・同一賃金や最低

賃金の分配金、⑤イタリアの「社会的協同組合 B型」・

韓国の「社会的企業育成法」について学ぶことで、ひ

きこもり、ニート、依存症者、刑余者、ホームレスな

ど、社会的に排除された人を

30％以上と、そうでない人との

共働する「社会的事業所」につ

いて。 

堀さんの講演を受け、率直な疑問・質問・意見をい

ただき、充実した会になりました。「ベーシック・イ

ンカムではなく、ベーシック・ワークこそが必要です。

働ける人も働けない人も社会的事業所であれば働く

ができる、すべての人が働くことを通して所得保障を

得られるわけです。また、人は働くことで生きがいが

あるだろうし、働くことを通して人はつながると思い

ます」と言われた堀さんの言葉がとても印象的でした。 

 

 

 

平成 26年 12月の「はたらっくす」は 13日（土）

の 16～18時に行われました。今回は、最近就労さ

れたAさんと私の現状を話し合いました。Aさんはと

ても積極的に働いておられて、頼もしく感じました。 

私は、今わくわくかんヘルパーステーションに登録を

して、ヘルパーの仕事をさ

せて頂いていますが、1ヶ

月学校に通って資格を取

り、すぐに仕事に着き、わ

くわくかんの非常勤職員

にもならせて頂いて、正直

に言うと、洪水がザッブ～

ンと来た心持になりまし

た。具体的には、仕事に入

ると調子が下がる様になりました。  今は、全く今

まで触れなかった新しい仕事に着いたのだから、多少

緊張するのは当たり前で、それに無理に抵抗するのは、

酒を呑んで酔うな、という様なものだ、とにかく仕事

に慣れよう、と考えています。勿論、頓服の薬は飲み 

ます。 

ですが、仕事はほぼちゃんと出来ています。それは

何故かというと、利用者さんの笑顔を見るととても気

持ちが和んで落ち着き、本当に不思議なのですが、調

子が治るのです。まさか、ピア（同じ・対等）の仲間

の力を、こんな所で教え

られるとは思ってもみま

せんでした。本当に周り

の皆さん、私を助けて下

さって、心より有難うご

ざいます！ 

今年も「はたらっくす」

に少しでも興味がおあり

になれば、働いていたり

働きたいとお思いの、当事者の方の皆様のご参加をお

待ちしています。次回のはたらっくすは、2月 14日

（土）の 16～18時にわくわくかんで行います。開

催時間内にいつ来られても、退室されても自由です。 

（M・H）

 

『社会的事業所』をめぐって議論 
  都の就業支援事業所の会の主催で 

12月 「はたらっくす」 報告 
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昨年の「第 5回日韓社会的企業セミナー」で話題になった 

韓国の「社会的経済基本法」の現状を追ってみました。 

年末にも成立かと注目されていた「韓国社会的経

済基本法」についての状況が明らかになった。これ

は 1 月 20 日、明治大学で開かれた第 81 回社会的企

業研究会（藤井淳史代表）で「韓国社会的経済の現

在」を講演した金亨美

（ キ ム ヒ ョ ン ミ ）

(財)ICOOP 協同組合研究

所所長は、「グローバル社会的経済 2014」と「協同組

合基本法」による協同組合の現状に触れた後、「社会

的経済基本法」をめぐる動きを伝えた。 

これによると、与党のセヌリ党は、昨年の 4 月 7

日、社会的経済基本法に関する公聴会を開催、4 月

30 日には 67 名の議員連名で社会的経済基本法案を

提出した。10月 10日には第一野党（新政治民主連合）

から 65 名の議員連名で社会的経済基本法案を発議、

11 月 11日には野党正義党（旧民主労働党から分離）

から10名の議員連名で社会的経済基本法が発議され

た。その結果、12月 3日、国会の企画財政委員会に

おける公聴会が開かれた。しかし年末、予想外の大

統領府の事項で国会が空

転することになり、年内に

与野党合意で成立が予想

されていた基本法の成立は果たせなかった。 

キム所長は、韓国国会の定数が 300 名で、与野党

間で合意すれば、修正提案の発議者が 142 名である

ことから、3月末をメドに成立するのではとの見通し

を語った。この法案が与党の上位法を必要とする統

合政策推進体系の必要性から発議され、それぞれの

法案の違いを超えて、韓国国会の 80年世代の民主的

感覚が生き続けていることを語った。 

 
著者は、高級ホテルである「リッツカ

ールトン」の前日本支社長を勤め、ホ

スピタリティを軸に日本各地で人材、

組織、地域づくりのサポートを行う。

本書は、現代社会においてインターネ

ット環境が急速に進み、SNS サイトなどを通した人間

関係について疑問を投げかけ、そのような架空の世界

でつながらない生き方の重要性を論じている。特にホ

スピタリティは、実際に人と人が接することで感じら

れる概念である。ホスピタリティを極めた著者が現代

社会の生き方について問う。 

 哲学者である森信三氏は「人間は一生のうち会うべ

き人には必ず会える。しかも、一瞬も早すぎず、一瞬

も遅すぎないときに」という

格言を残している。現代社会

に当てはめて考えてみると、

ネット環境の急速な広がり

やスマートフォンなどの開

発により、いつでもどこでも誰とでも、

つながることができてしまっている。

また、そのような人間関係により、常

日頃から他人に対して気遣い、気疲れ

してしまう人も少なくない。特に SNS

サイトなどでは投稿した発言やブログ

などにの読者の反応に、異常なほど執

着する人も存在する。このような事例は、先の格言に

は全く当てはまらなくなってしまう。言うなれば、人

間が本来持つ「偶然性」を奪ってしまっているのであ

る。これに近い言葉としては、C,G,ユングが概念化し

た「共時性(シクロニシティ)」があるが、現代に生きる

人たちは、これを否定する形で生きている。しかし、

テクノロジー開発や普及が進んでいる現代で、それ自

 

体を否定してしまっては仕事につくこともできず、は

たまた学校すら卒業することもできないだろう。著者

は、電子機器を拒否するのではなく、その使い方につ

いて警鐘を鳴らしているのである。「歩きスマフォ」と

いう言葉を聞いたことがあるだろうか。歩きながらス

マートフォンを操作することの略称であるが、外に出

ればどこでも見られる光景になってしまっている。ま

た、SNS サイトでは、サイト上でブログを掲載した際

や発言をした際に読者の反応として「イイネ」ボタン

をクリックすることができる。この読者の反応を気に

するあまり、自分の言いたいことがネット上でも、リ

アルな人間関係でも言えなくなってしまっている。先

に挙げた「歩きスマフォ」は、周りを見ることができ

ないので危険な場面に遭遇しや

すいし、言いたいことが言えな

いことでストレスを溜めやすく、

精神疾患に繋がることもしばし

ばあるだろう。このような事例

は、インターネット上で他人とつながっている

ように見えても、つながっている実感を得にく

く、精神的に満たさせれるどころか消耗してし

まっている。 

つながりという側面から社会を見てみると、

現代は自分たちが創りあげたもので、自分たち

を苦しめてしまっており、社会的な「自家中毒」

の状態になってしまっている。いつでもどこでも誰と

でもつながることができるからこそ、自分自身が主体

的に「いつ」、「どこ」で、「誰」と繋がるのかを選択す

る必要がある。また、他人とのつながりについて「ど

のように」繋がるのかもしっかり考慮する必要があり、

それを踏まえたうえでこそ、真の人間関係が築いてい

くことができるのではないだろうか。  (ポプラ社)

書 評 

H.S 

ネットやスマートフォンの広がりの中 

『あえてつながらない生き方』高野登著 

 

韓国社会的経済基本法の成立は年を越す 
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<死>に向き合う<生> ― 映画「生きる」（黒澤明）の感想 ― 

 人間は 2度生まれると言われている。これはルソーによる「第 2の誕生」の
ことである。第 2の誕生とは、人が思春期を迎え、自分を強烈に意識するよう
になることである。第 2反抗期を乗り越えたあとに迎える自我の確立であると
言える。 
 映画「生きる」は、名匠黒澤明監督の人間存在を考えさせられる映画であっ
た。主人公の渡辺氏はなんの変哲もない定年間近な公務員である。彼は、何も
しないことを生業とし、波風立てずに生きてきた。彼の自慢できることといえ
ば、20 年間皆勤であったことくらいであろう。しかし、その人生もあること
を境に一変する。主治医に胃瘍と余命を間接的に宣告され、死に直面する。あ
まりのショックに、1 週間ほど放蕩するが、侘しさが募るばかりであった。そ
んな時に、部下であった若い女性から退職届を受理するようにお願いされる。
彼女は、公務員という「つまらない」仕事をやめ、自らのやりがいのために玩
具工場に転職する。渡辺氏はその女性と何度か食事をするうちに、仕事のやり
がいを思い出す。死期を感じながらも、周囲の反対を押し切って、住民たちの
要望であった公園を完成させる。そして、完成した公園のブランコで、雪降る
中「ゴンドラの唄」を歌うのである。この歌の歌詞「命短し、恋せよ乙女」と
は主人公の心情を語っていることだろう。この翌日、渡辺氏は死体となって発
見される。 
 冒頭に述べたように、自我の確立が第 2 の誕生であるならば、人生の意味に気づくことは第 3 の誕生ということにな
ろう。自我の確立は、親との精神的・経済的自立を意味することが多く、そのような意味では映画「生きる」の渡辺氏も
達成できていただろう。しかし、人生の意味に気づくことは死に向き合った人でないと難しいのではないだろうか。死に
向き合う、死について考えることは逆説的に生に向き合うことである。渡辺氏は余命幾ばくかの時点で死に向き合い、自
分自身の生の意味について考えることができた。劇中でも「人が生命の美しさを知るのは、死に直面した時だけ」という
台詞が使われていた。現代社会においては医療技術の開発や公衆衛生の改善等により、死に直面する機会は少ない。快適
に生活ができるという点では、素晴らしいことであろう。また、CGの進歩によりドラマやゲームでは生き物を簡単に殺
すことができてしまう。これでは、人が死について考える機会が減ってしまう。少し前に話題になった小学校では、豚を
自分たちで飼育して成長させ、その豚を食べるという教育があった。これには賛否両論があったが、子供たちは生と死に
ついて体験的に学ぶことができたのではないだろうか。今一度、自分たちの「生」と「死」について考えていきたい。（H.S） 
 
私が紹介するのは、私が飼っている猫まいち

ゃんです。飼い始める前は近所の倉庫で他の

親子の猫と 3匹でいました。ところが親子

の猫が別の場所へ移ってしまい、一人ぼっ

ちなっていたところ、私の父と出会いまし

た。状況を知らなかった父は、酒屋の店主

に話を聞き、一人で生活していることを知

らされました。実は僕たち家族も 2か月近

く家出している猫が見つからず途方にく

れていた頃でした。そんな中一人ぼっちだ

ったまいちゃんは父の足にこすりつけて

飼ってもらおうと必死でした。飼おうと思

ったきっかけは家出をした猫にどことな

く似ていたから。 

もう一つは、今まで他の猫と一緒に暮らしていた子猫がある

日、一人で生活していくのは辛かろうと思

ったからです。 

そして家に連れてきて父以外の家族と再

会したところ、僕らが暖かく迎えようとし

たのですが、まいちゃんは、自分から僕ら

一人ひとりに足にこすりつけて励まして

くれました。当時私は、引きこもりがちで

あまり家族と話さなかったのですが、その

輪を取り持ってくれたのがまいちゃんで

す。やんちゃですぐ外に出たがる猫のまい

ちゃんですが、僕にとっては心を救われた

ように思います。現在では飼い始めて 13

年になります。外に出たら中々帰ってこな

いまいちゃんですが、僕にとっては、とても大事な猫ちゃんで

す。     (投稿:O.K) 

 
 

 

就労支援センター北わくわくかん 

登録者（2014年 12月末）490 名 

就職者 2名（一般事務、生命保険事務） 

グループホームわくわくかん 

現在グループホームは、男性 2 名女性 2 名が利用しています。新

入居者が決まらず、寂しいと思いきや、卒業生の S さんがボランテ

ィアとして、足しげく顔を出してくれます。同じ住まいにもかかわ

らず、口下手で会話が無い男性入居者の二人、S さんとはそれぞれ

に面識があり、仲良し。そんな S さんが、お食事会・防災訓練に参

加してくれる度、今まで会話が無かった二人の間に穏やかな空気が

流れます。ただの世話好きの寂しがり屋だと思っていた S さん。そ

んな Sさんのおかげで皆の集まる場に笑顔の花が咲いています！ 

◆編集後記◆ 

共同連機関誌「れざみ」が、”あらためて差別と立ち向かおう”を特

集している。沖縄から／アイヌの立場から／被曝二世／水俣病差別

／在日として生きる／部落差別がそれぞれのきびしい自分史を踏ま

えて誇らしく語られている。「共に働き共に生きる」「分けない、切

らない」運動にネットワークしあって連なった人たちが、地域コミ

ュニティで社会的事業所に連なる日の続編に期待したい。 

 

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・ハローワーク上野・飯田橋・品川・王子・

池袋・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・（株）ECA・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 

 

他多くの方にご協力いただきました。 

誰にでも人懐っこいまいちゃん！ 




