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2015年 5月号 No.170    

LGBTとは… 
L=レズビアン（女性同性愛者）
G=ゲイ（男性同性愛者） 
B=バイセクシャル（両性愛者）
T=トランスジェンダー（性転換
者・異性装同性愛者など）とい
った性的少数者の方々の総称
である。最近では、I＝インタ
ーセックス（男性と女性の両者
の性的な器官や特徴がある人）
を含めた LGBTIという表現も使
われるようになった。 

渋谷区が性的マイノリティに対して「パートナーシップ条例」をスタートさせた。国際的に多文化共生の立

場からマイノリティへの人権に対する理解が広がる中、44 か国で認められている制度が行政区から始まった。

この仕組みが定着していくことを願ってその意義と次回は当事者の声を聞いてみたい。 

渋谷区のパートナーシップ条例─性的少数者が生きやすく
日本の人口の 5.2％、600 万人が存在すると考えられている

性的少数者=LGBT の方々の権利を守る条例が、今年 4 月、東京

都渋谷区で全国初の条例が施行されました。この条例の目的は、

男女平等と多様性を尊重する社会の推進を行うために、多様な

個人を尊重し合う社会の実現を図ることとなっています。渋谷

区は幅広く性質の異なるものが存在するダイバーシティとし

て新たな 1歩を踏み出しました。世界的にみると、こういった

例は決して

少なくあり

ません。現

在パートナ

ーシップ、

同性婚が認

められてい

る国は 44

カ国あり、

その中には

ドイツやイ

タリア、ア

メリカ・ワ

シントン州

と言った先

進国も含ま

れています。 

現在日本

では、婚姻

関係以外の

第 3 者が行

えることを国として制限をし

ています。例えば緊急入院時

に面会をすること、手術に同

意すること、アパートなど住

居に同性 2 人で入居するなど、

婚姻関係では当たり前に出来

ていたことが出来なかったの

です。今回の条例では、区が

パートナーと認めたものは、

その不平等な禁止事項をなくし平等に尊重するとし、条例に違

反したものは指導・勧告を行うと定めています。つまり国では

禁止しているものが、渋谷区内では認めると判断したというこ

とになります。 

国は以前より日本国憲法で語っている婚姻関係の解釈につ

いて、両性の合意のみに基づいて成立する「両性」は男性と女

性であると語っています。しかし、実際にはそのような記述は

ありませんし、判例もありません。日本国憲法をどのように解

釈するかが問題なのです。このような渋谷区の動きに同調し、

世田谷区、横浜市など全国で条例案の審議をしています。2020

年の東京オリンピックに向けて様々な人を受け入れようとす

る動きが各地で活発になっています。 

切らない・分けない共生社会の実現を目指すためには、障が

い者や難病当事者、生活困窮者の他、様々な社会的マイノリテ

ィの方をどのように社会に包括していくかが大切なのではな

いでしょうか。 

※パートナーと認められるには、任意後見人契約の為の公正

証書を作成し、登記を行っていることが必要です。区は今年度

中の発行を目標としています。 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

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。 

✧ 4月 30日（木）特定非営利活動法人 わくわくかん 理事会 定例総会  
✧ 5月 09日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 
✧ 5月 25日（月）現場協議会  16:30～ スカイブリッジ 
✧ 5月 26日（火）家族懇談会  16:00～  自立訓練室     ＜わくわくかん 5月予定表＞ 

http://image.itmedia.co.jp/l/im/nl/articles/1502/12/l_aoyagi_150212shibuya2.jpg
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新じゃがと 

鶏肉の煮つけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作り方】 

① じゃがいもは皮をむかずに良く洗い、一口大に切り、

水にさらしてざるにあげておく。 

② 鶏肉は皮をとり、1.5㎝角大に切る。 

③ グリーンピースはさやから出し、塩ゆでしておく。 

④ フライパンに少し多めの油をしき、じゃがいも、鶏

肉をそれぞれさっと炒める。 

⑤ ④をなべに移し、材料がかぶるくらいのだし汁を入

れて煮る。人に立ちしたらしょうゆ、酒を入れて、

材料がやわらかくなるまで煮る。 

⑥ 火を止めたら③を入れ、混ぜ合わせる。 

♠グリーンピースのさやむきは、ぜひ子供にお手伝

いさせ、しょくよくをそそらせたいですね！ 

 2歳児くらいならできます。 

♠じゃがいもは、できればピンポン玉くらいのもので、

くし形に切るといっそうよいでしょう。 

♠残った鶏肉の皮は捨てずに冷凍しておき、だし用にし

てもいいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花見の季節 

新年度が始まって、わくわくかんは大きく変わりまし

た。開拓校がリボーンプロジェクトと

合併し、就労移行支援事業所が 1 ヶ所

になりました。開拓校があった地下の

スペースは、グループホーム、ヘルパーステーション、

就労支援センター、相談事業になりました。A 型の事務

所はそれほど大きな変化はないのですが、それでもスカ

イブリッジの地下の雰囲気は、大きく変わりました。

 

 

4 月 4 日（土）に 3 ヶ月に 1 度の全体ミーティングを

行いました。体調を崩している人が多く、出席者が通常

より少なかったのが残念だったのですが、この 1 年間の

業績の伸びをみなで確認するよい

機会となりました。 

ミーティングの後に例年通りお花見を、すぐ近くの公園

で行いました。もうすでに桜は散りかけており、しかも

非常に寒い日だったのですが、幸い雨は降らず、和気あ

いあいと楽しい時間を過ごせました。 

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 

【材料】4人分 

じゃがいも………小 3個 

鶏もも肉…………200ｇ 

グリーンピース…10さや 

しょうゆ…………大サジ 1 

酒…………………小サジ 2 

油…………………適宜 

だし汁（かつお、昆布など）…1.5カップ 

 

すっかり模様替え・・・ 
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3/31（火）「フリーゲームの時間」の感想 

あなたはご存知だろうか。ボランティア響会では、時

折『人狼ゲーム』という大変面白いゲームをしている事

を。気になる方は響（ひびき）にお越し下さい。 

（人狼マイスター） 

☆響メンバーへインタビュー☆ 

インタビューされる人：Sさん（ひびき歴 1年 1ヶ月） 

 

Q，ひびきに通い始めたきっかけは？ 

A，ひびきに通っていた友人の紹介です。 

Q，ひびきに通って変わったことは？ 

A，料理の大変さを知り母親の偉大さがわかりました。 

Q，バイクに乗り始めたきっかけは？ 

A，親友がツーリングの翌日に亡くなったので、供養

のために乗り始めました。今後も乗り続けるつも

りです。 

Q，秘密を一つ教えて下さい。 

A，喫煙所では人に言えない話をしています。（笑） 

Q，最後に 1言お願いします。 

A，9時 10分ちょうどに響の部屋に入ると 

気分がいいです。・・・DO MY BEST！ 

4/17（金） 体を動かす会（スポーツ） 

縄とびを飛ぶのが難しかったです。ホッケーは体

を動かして楽しかったです。バレーは3対3で人数が

少なかったけど楽しかったです。  （Ｉ） 

「君に届け」より（S） 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 
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■新しい事業所の感想（センターに移動して） 
・前に一ヶ月ぐらい体験した事もあり、慣れるのは早かったです。 

会社ですと人数が多いと思うので、人数が多く勉強になります。

      （O） 

・センターに引っ越して最初に感じたのが明るく感じた事、以前は地

下で外が見れなかったのが、桜が見えたりして気分も一新です。

      （T・K） 

・明るくて、きれいな場所だと思いました。新しい気分になりました。

      （M.C） 

・以前の場所とは違い、外が見える部屋に移ったことで、目の前に

桜を見ながらの訓練スタートでした！ 鳥の声にも私はすごくいやさ

れました。いいスタートがきれますように。みなさんよろしくお願いし

ます。      （M） 

・新しいスタートを切ったように新しい気持ちが出てきました。また新

しく頑張ろうという気持ちになりました。   （S） 

・とても明るくてきれいな部屋です。皆さんほんわかしています。新

しくなったあかばね、一度のぞきにきて下さい （ちくわぶ） 

・おしゃれな雰囲気がして緊張します。採光がよく明るくて気分がよ

くなりますが、またそれはそれでその明るさがやっぱり私を緊張させ

ます。（笑）     （N） 

「猫島ミルの日常」 

 

○月×日（天気）曇りのち雨 

はじめまして。猫島ミルといいます。サビ色の雑種です。ちょっと

毛が長いです。４才くらいの女の子です。よろしくお願いします。

今日はうんちが出にくくて、家の中を走り回ってしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

あかばね就労開拓校が 

合併して講座型でスタート！ 
 

あかばね就労開拓校が平成 27 年 4 月 1 日より、リボーン

プロジェクトと合併し、障害者福祉センター４Fに移転する

と共に、名称がリボーンプロジェクトに変わりました。今後

は リボーンプロジェクトの中で、旧開拓校の講座型のプロ

グラムを展開して参ります。 

それに伴い、3月 27日(金)移転準備、3月 28日(土)移転。

慣れ親しんだ赤羽とお別れし、3 月 30 日(月)より新事業所

でのスタートとなりました。移転準備～再スタートまでの、

皆さんの声を集めました。 

■引越しでテンヤワンヤ 
・ラックの解体の時、十条（リボーン）でわかりやすく組み立てて

欲しいので、わけて、袋にいれたり、結んだりしました。みんな

でやったので楽しかった。   （O） 

・システムラックの解体には一苦労しました。でも男２人で行っ

たおかげか早くに解体でき良かったです。（T・K） 

・荷造りと梱包作業をやりました。一時間ほどでしたが良い運

動になりました。    （M.C） 

・リボーンへ移るための引っ越し作業は、役割を話しあって決

めて手分けして行いました。指示があったので、早く終わったと

思います。私は梱包作業を手伝いました。動きやすい服装でよ

かったので、やりやすかったです。ラクな服っていいなー。 

無事に終わって、後で開拓校梱包の仕方をほめてもらえて、う

れしかったです。    （M） 

・引越し作業は思ったより物が多くてびっくりした。次の日に荷

物はこび。金曜と土曜日にでたのですが土曜日の荷物運びは

大変でした。腰が痛くなりました。  （S） 

・一時間かけて梱包、翌日引越しを手伝いました。荷物の多さ

にびっくり！！       （ちくわぶ） 

・ひたすら梱包、梱包…。引越しはスピードが勝負！と思って、

ラック解体の音がトントンカンカン響くなか、箱にものを詰めて

はひもで縛って、それをどんどこどんと積み上げていました。

     （N） 
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この 4 月 1 日より、あかばね就労開拓校とリボーンプロジェクトの統合がおこなわれました。同じわくわくかんの 

事業ですが、実施場所はそれぞれ違っていました。今後は、共に北区立障害者福祉センター内での運営となり 

ます。 

3 月 30 日に、お互いの紹介と親睦を目的に、堀会長を交えて茶話会が行われました。今回は、職員の自己  

紹介もあり、また、日頃あまりすることのない、職員への質問もありました。新しい結びつきの出発となる会はいつ 

も以上の盛り上がりとなり、午前の 2 時間では物足りないくらいでした。 

パソコンの覚え方 ～覚えるためには忘れろ～ 
 

今月はリボーンプロジェクトのパソコン

講座についてお伝えします。 

まず、事務職の求人票を見ると、必要な経

験の欄に、『パソコン』・『Word,Excel 等』と

書いてあることがあります。そこで皆さんは

一様に、『パソコンが使えるとはどのくらい？』

という質問が出てきます。 

この質問の答えは、業務内容によって変わっていき

ます。例えば、データ入力のお仕事であれば、限られ

た時間の中で、どれだけ正確に入力できるかが問われま

す。もちろん速さも求められますが、入力ミスがあれば、

信頼性を損ねるという点では、あまり意味があり

ません。 

リボーンプロジェクトの

体験では、タイピング講座を

受けてもらっています。その

時、最初にパソコンの経験を伺

います。その時の答えとして多

いのは、『パソコンの経験はあるけれ

どもうまく使えず、かえって苦手意識を持った』、『これ

まで全く触れたことがなく、年齢的にいまからでも間に

合うのか』、『ホームページを見たり、メールをしたりす

るが、Word や Excel はほとんど使ったことがない』、な

どです。主に不安の訴えが多いように感じます。  

リボーンプロジェクトのパソコン講座では次の二つの

方針を大切にしています。一つは、『覚えるためには忘れ

てもよい』、もう一つは、『自分自身で問題解決ができる

スキルを身に着けよう』、というものです。  

今回は、『覚えるためには忘れてもよい』、とは何かに

ついてお話をします。 

パソコンの覚え方ですが、次の三段階で覚えてもらう

よう、お伝えをしています。まず、第一段階は、『知るこ

と』、そして、第二段階は、『忘れてしまうこと』、最後の

第三段階は、『思い出すこと』、です。 

パソコンが便利になるということは、それだけ覚える

ことも増えていくということです。結局、よく使う機能

は記憶に残りますし、そうでない機能は忘れてしまいま

す。それはごく自然なことなのです。 

『知らないこと』と、『忘れたこと』は、全く違いま

す。忘れるということは、一度は

見聞きしたということです。 

パソコン講座では、第一に知っ

てもらうことを重視しています。

狙いは、まず知ってもらい、頭の

中に知識の引き出しをつくるこ

だからです。 

しばらくして、操作が分からないと

の質問が来ます。ここで、『知らない』

と、『忘れた』との大きな違いが出て

きます。『知らない』ということは、

質問も抽象的で、ご本人も戸惑って先

が見えていません。『忘れた』という

ことは、少なくとも何かができること

分かっているのです。質問も具体的に

なり、次への見通しも立てられます。 

あとは、どう思い出すかです。頭の

中に引き出しはあります。要はこの引

出しをどう開くかがポイントになります。 

習った時の資料やメモを見返す。書籍やマニュアル

調べる。今ならインターネットで調べるという方法もあ

ります。最後には人に聞くという手もあります。  

そして、操作を教わり思い出すと、ある種のひらめき

の様な経験をします。パッと光が差し込むような体験で

す。そのひらめきが、その時のエピソードとなって、記

憶に定着し、実際に使えるようになるのです。  

企業であれば、同じことを何回もたずねることは、で

きないかも知れません。しかし、ここでは何回でも同じ

質問をしてもらっています。メモを取っていても、数日

後にそれを見ても、よく分からないこともしばしばです。 

けれども、不思議と三回以上同じことを聞く方はあま

りいません。一回しか聞けないというプレッシャーがか

えって覚えることを抑制しているようです。リラックス

した状態でメモを取りながら操作を聞く方がかえって覚

えやすいようです。 

また、パソコン講座に限らず、業務はできるだけ楽し

みながら従事して頂きたいと思っています。お仕事をす

るということの、大切さと喜びの片鱗を感じてもらえれ

ば、幸いです。
 

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 
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施設外就労という働き方 

共同連 第2回「農と食―農福連携」セミナーでの発言②

社会福祉法人 八ヶ岳名水会 のはら樂団（山梨） 

施設長    仁田坂 洋子さん 

 

 山梨県北杜市にある社会福祉法人八ヶ岳名水会、春の陽（生

活介護、就労継続B、就労移行、生活訓練、定員４０名）との

はら樂団（生活介護、就労継続B、定員２０名）は多機能型事

業所です。春の陽は農場を中心とした、畑作と稲作、養鶏、リ

サイクル、炭焼き、薪作りの活動を、のはら樂団は豆腐、菓子、

ジャムなどの食品加工とその販売、食堂の営業を行っています。 

 歴史は入所施設の通所の農場として、

農作業を行うことから始まりました。地

域から畑や養鶏所を借りてスタートしたので、地域の理解と協

力が必要でした。地域の仕事をいただき、田んぼに肥料をまく、

倉庫の片付けなどを行う日々でした。そんな中、自主製品を作

る企画に、地域の特産物を使った仕事が作り出したいという話

になり「豆腐」と「そば」作りを始めました。原料となる大豆

は市役所と農協の協力を経て、現在は北杜市産の大豆を使って

います。そばは近隣の農家より仕入れています。 

 施設外就労という働き方をしている方が、就労継続 Bと就労

移行のサービスに 14 名います。一般就労へはまだ難しいが、

継続 Bでは少し物足りない、就労へ向けた社会での訓練が必要

な方がその対象者です。農作業を行っている実習先は、養鶏作

業が２カ所、トマト農家が１カ所です。それ以外にも、製造業

の工場などの実習先があります。施設内での作業場とは違い、

より社会に近い場の仕事なので作業時間や緊張感が違い、良い

経験になります。その緊張感は、賃金が施設内より高いという

ことに反映されるので、社会へ出る前の状況を見ることができ、

精神的な成長も支確認できるので、訓練としても有効です。 

 昨年よりスタートした事業ですが、地域の有機農家さんとの

協同の「TSUENOWA」プロジェクトがあります。これは、北杜市

役所の職員、浅川裕介さんの主導でスタートしました。その理

念は、「仕組みで支える地域の輪」TSUE(杖)は、人を支える道

具です。 ただ人を直接的に支える”モノ”としての杖でな

く、みんなが支え合って暮らせる地域を仕組みによって支え

る"コト"としての杖になること、 さらに知恵の輪のように簡

単には離れない、 持続的で濃いコミュニティーの再生を 目指

すことからTUENOWAと名付けました。 「福祉」や「産業」とい

う枠にはめ込むのではなく、 地域の中で支え合い、いろいろ

な方々が 地域づくりに関われる仕組みを提案していきます…

というものです。実際の作業は近隣の農家より単発で仕事をも

らいます、例えば大葉の袋詰め、ジャガイモの植え付け、種用

ニンニクをばらす、ニンニクの芽をマルチの穴から出す、など

その場である仕事を依頼され、農家さんの畑や施設内で行い、

委託料をいただくという仕組みです。昨年は、５カ所の農家さ

んより、延べ日数で４０日ほど仕事をいただきました。地域と

の協同は、重度の方の仕事作りにも役立っています。北杜市に

ある「里くら」という地域づくりの社団法人が堆肥作りを提案

下さり、しかもシルバーや公園の落ち葉の処理を間に入り、堆

肥作りへと集積していただけました。私

たちは切り返しや水文補給、おからなど

を投入し、切り返しを行う作業を続けて

います。そして、この堆肥が地域の有機農家へと繋がっていく

のです。それ以外に、地域の養鶏所と連携し、鶏糞の散布作業、

卵の販売作業などを実施しています。 

 地域と繋がるということは、自分たちが支援してもらうだけ

という姿勢ではなく、私たちができる仕事を担うということで

す。北杜市の農業者、製造者の一員として仕事を地域に求め、

作物の消費や加工を、原材料を地域に求め、同時に販売も担う

ということです。しかし、福祉施設としての役割も忘れてはな

らないと思っています。私たちはあくまでもしょう障がいを持

っている方達の側であるということです。地域へ出て行き、自

分たちのできる仕事を担うことによって、経験や賃金のアップ

が望めます。人と接する機会も増え、人間関係も広がります。

また、障がい者を理解してもらう啓発の機会がそこにはありま

す。障がいを持っている方達の地域への適応をゆっくりと、社

会の状況を少しずつ受け入れ、彼らなりの事情や、成長の過程

を地域の方へ伝えていく。それが私たちしょうがい者施設の職

員の担う役目であると思っています。そんな利用者さんの状況

に併せ、時代に合う現場作りをしていくことができるスタッフ

の育成も急務であると感じています。 
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リサイクルと農畜産事業を軸に就労支援 

社会福祉法人 月山福祉会（山形）  

理事長 石川 一郎さん 

 

平成 17年、104坪のリサイクル工場を新設（トボトル、ドリ

ンク瓶、その他の物 一切をこの工場まで収集運搬し機械と手

作業で分別の上、缶類はプレスし売り払いを行っています年間

3,500万円ほどの売り上げがあります。 

この事業への全体投資額は概ね 1億 5千万円程度で各種助

成・補助制度を活用していることから自己負担額は 1/3位です。

この事業での借入金が平成 23年 6月頃全額返済になり無借金

状態になることを見込んで「農畜産事業」にウイングを広げる

構想を持ちました。 

丁度その頃、廃業によって売りに出されている「牛舎」があ

ることを知り、敷地面積 1,500坪、1棟 120坪の牛舎が 5棟、

80坪の堆肥舎と敷き藁を入れる倉庫の計 7棟それに 16坪ほど

の管理棟があり、平成 10年新築の物件でした。                                                      

  理事会の議を経て平成 23年土地と建物を買収し 8月「山形

県中小企業共済組合」の火災共済に加入しました。 そして、

肉用鶏 600羽と短角牛 6頭を入れ飼育に入りました。ところが

3月 31日から庄内地区に風速

42m~46mもの「爆弾低気圧」が襲来、

牛舎 1棟がペシャンコに潰れ、2棟の屋根が吹っ飛び、サイロ

も倒壊するなどの大被害が発生しました。 共済組合から「こ

れを復旧」する為の見積書の提出を求められ、6,100万円降り

るとの連絡がありました。「保険には入っておくものだ」とそ

のありがたさを噛み締めました。          

畑地は土と砂地（庄内砂丘地）両方があります。土の畑は雨

が降れば抜かるんで入れませんが、砂地はお構い無しの利点が

あります。借地と自家所有併せれば 2.1ヘクタ－ル、その他借

地（約６０ア－ル）に「庄内柿 20本」ブル－ベリ－350本、い

ちぢく 20本があります。                                                                                    

1. 肉用鶏、短額牛(赤身肉牛)の飼育とその展望                          

障害者施設で採卵養鶏ではなく肉用鶏を飼育・販売している

例を聞いたことはなく、薦める人があって「やまがた地鶏」に

取り組み 3年半になります。山形県は米沢牛に代表されるよう

に黒毛和牛ですが、口の中に入れると蕩けるような高級牛はそ

の肉自体に脂肪が 40%含有の食肉です。又、牛に失明寸前まで

飼料調整し(ビタミン A)サシ(脂肪)を入れます。そんな健康に

良くない牛は敬遠し、山の牧場でさんさんと降り注ぐ太陽の下、

走り回り牧草を腹いっぱい食べた健康な牛で、噛めば噛むほど

コクと甘みの出る赤肉の短角牛を導入しました。山形県内でこ

の牛を飼育しているのは私達月山ファ－ムのみです。                            

その結果、4年前との比較で子牛が倍値に跳ね上がっていま

す。そこまで予測したのではないですが、繁殖を手がけて 3年

になります。自ら子牛を生ませ一環経営をしないと成り立ちま

せん。販売面ではようやく 4年目にして牛と鶏を引き受けてく

れる「中卸」の販売業者に出会いました。又、地元鶴岡市に本

拠を置き一番店舗数を多く持っている「ス－パ―」からも「や

まがた地鶏」の引き合いがあり、数店舗の商談に至りました。  

中卸業者から月 2頭の出荷を要請されていますが、牛は 1年 1

産、生まれた雄は肥育牛に雌は繁殖牛にして育て月 2頭のサイ

クルを作るのにこれから 3年はかかります。鶏は生まれて 130

日で「と鳥」(4本足はと畜、2本足

はと鳥)し、食肉になります。27年

度は 1,200羽を予定しています。 

2. 地産・地消…学校給食への納入 

 畑地（土）は以前から「だだちゃ豆」栽培などで自家所有地

20ア－ルと借地 20ア－ルほどは有りましたが、２６年に、牛

舎隣接農地８０ア－ル（土の畑）と砂丘地に３０ア－ルを新た

に購入すると共に７０ア－ルほど砂地畑を借地。 

今年の春からは玉ねぎ、ねぎ、だだちゃ豆、さつまいも、ば

れいしょ、すいか、雪下にんじん、だいこん、白菜、きゃべつ、

落花生などを植えまます。２７年１月下旬、「雪下にんじん」

を雪の下から掘り出し、平地から３０ｋｍの積雪量の多い山手

に運びコンテナに入れたにんじん４００Ｋｇをブル－シ－ト

で覆い、その上に重機で１ｍ５０ｃｍほど雪を掛けて「簡易雪

室」と洒落てみました。２月中旬～下旬にかけ１００Ｋｇづつ

２回に分け取り出し、その都度周囲の雪を又上にかけ、３月１

６日残り全量を東京都日野市の「温もり市」という小売と卸し

の青果会社に送りました。    

３．販売先の確保と付加価値を付ける為の加工 

鶴岡市学校給食にも「優先調達法」を梃子に野菜納入の「基

本協定」を結び、現時点ではねぎ、にらの納入を打診されてい

ます。                         

この３年半農畜産部門は投資と勉強の時間でした。収支は大

幅赤字で、一般農家ならば倒産に至るプロセスですが、「支援

費収入」と「リサイクル事業」に支えられて持ち応え、ようや

く明日への展望が開かれるところまで来ました。来年・２８年

度、国・県の助が付けば第２月山の新施設建設を目指していま

す。 
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第 2回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年 5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   ： 家族支援について 

個人面談会 ： ※（事前にお申し込みください）17:00～ 

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

 

平成 27 年度上半期スケジュール 

6月 30日 断薬についてチャレンジしている精神障がいの息子に父親として今している事 

7月 28日 精神科医の話 8月 25日 生活困窮者自立支援法 

9月 29日 当事者の居住について 10月以降のテーマは決まり次第発表いたします 

「はたらっくす」報告 
困難と直面したとき 

突然ですが、今働かれてらっしゃる方を含めて、これから社会

で働くことをご希望なさっていらっしゃる方、仕事に限らず困難

な場面と直面したときに自分自身がとる行動パターンは把握なさ

れていますか？そこには人それぞれのスタイルがあって自然だと

思います。 

 今回は困難と直面したときのことを私の観点から述べさせてい

ただきます。 

「困難」の「困」は「こまったこと」。「困難」の「難」は「むず

かしい」こと。私の解釈では「むずかしい状況にこまってしまう」

といったところでしょうか。 

 病状次第では確実に逃げたほうが良い面も往々にしてあること

でしょう。その逆に乗り越えてみて学ぶことも多々あることかと

思います。その判断を下す主体者は他の誰でもありません。そう、

あなた自身、私自身です。 

 まずは困難から逃げる面について考察してみます。逃げ方にも

何通りかあるように思えます。例えば「一目散」の逃げ方は急場

の緊急避難的な心構え。「飛ぶ鳥跡を濁さず」は潔さや気品ある心

配り。「撤退戦」はギリギリまで踏ん張ってみて活路を探る逃げ方。

逃げ方ひとつとってみても他にも多種多様かと思います。逃げ

るという行為はそれ自体誰かを傷つけてしまう可能性と誰かを守

る可能性とを常に含んでいますね。 

 次は困難を乗り越えるためのヒントを探ってゆきたいと思いま

す。精神面からのアプローチをかけますと、その人個々人が培っ

てきた「人間力」というものがキーになりそうです。本来人間は

強さも弱さも優しさも冷酷さも内包していると私は考えています。

こういった自分の長所・短所をよく知ったうえでどう方策を立て

てゆくのかが方策面からのアプローチになります。また長所は短

所の裏返しと云われるように状況下においては正にも負にも両者

にもなりえます。こういったことを踏まえて現実の仕事や生活の

困難を乗り越えてゆくのには、相対的と総体的、かつ応用力のあ

るアプローチではないでしょうか。 

 人生においては失敗もあれば成功もあります。とかく失敗して

しまうと沈み込んでしまいやすいもの。逆に成功してしまうと自

惚れてしまいやすいもの。失敗も成功も父母のような存在。必ず

何かを生み出してくれる価値があると信じれるならば、そこに自

然と困難を打開できる智慧も生まれてくるかもしれませんね。 

 長い人生ですからどうかお身体第一に、自分らしくを心掛けて

この先の人生を楽しまれてください！ 

次回の『はたらっくす』は 5 月 9 日(土)の 16:00～18:00 で

す。ご来訪、お待ちしております！         （A.M） 

 

 

 

障がい者と共に働く場を作るには！ 

日時 2015年 5月 30日（土）・31日（日） 

会場 山形県鶴岡市 月山福祉会 作業所月山 

5月 30日（土） 13時 30分～16時頃 作業所月山見学 

18時 00分～ 交流会 会場 いこい村庄内 

5月 31日（日） 9時 30分～12時 00分 事業振興シンポジウム 

～商品をどう作り、どう売っていくのか～ 

東京・宮城・山形の報告を受けながら「共に働く」ことを考えます。 

 

 

＜シンポジスト＞ 

認定 NPO法人やまぼうし 伊藤 勲 さん（東京・日野市） 

特定 NPO法人 あしたや共働企画 長尾 すみ江 さん（東京・多摩市） 

社会福祉法人月山福祉会 久保田 健 さん（山形・鶴岡市） 

社会福祉法人 はらから福祉会（宮城・柴田郡） 

コーディネーター NPO法人 麦の会 飯嶋 茂 氏（宮城・仙台市） 

＜問い合わせ先＞ 

特定非営利活動法人 桑の木 共同連東北ブロック事務局 担当 角田 

TEL／FAX：022‐281‐9840 MAIL：kuwanokishien@yahoo.co.jp 

共同連マラソントーク＆共同連東北ブロック交流会 
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会社を元気にしたければ 

F(女性)・E(高齢者)・D(障がい者)社員を大切にしなさい 

坂本光司 坂本光司+法政大学大学院教授 

 

生きていてつらいことや 悲しいことや 

うれしいことや 楽しいこと 

人間も動物も みんな生きているあかし 

つまづいては 一つのハードルを 

のりこえなければいけない 

その一つのハードルを のりこえたとき

に 達成できる 

生きていくうえで 食べたり 飲んだりして 

一生けんめいに 生きている 

きっと赤ちゃんも生れて 母親の 

おなかからでてくる 

いつかは 死がおとずれる そのときは 

天国へ のぼるとき 

生きていくのは すごーく むずかしい 

皆 少しずつ 一つのハードルを 

のりこえて 少しずつ 皆 成長している 

大人になり 働き かせいで 大切なお金を 

いただく それは生きているというしょうこ 

死んだら もう何ものこらないのだから 

生きて 生きぬいていこう 

きっと いいことも わるいことも 

のりこえてこそ 生きているのだから…。 

そして 一生けんめいに泣き 親につたえる 

そして 子供が成長していくうえで  

皆 生きようと 頑張っている 

（グループホーム わくわくかん）

精神障がい者が 

〝自信を取り戻すこと 

─NPO 多摩草むらの会 
本書は、全国にある「景気超越型企業」の経営を主に取

り上げ、その経営方針である「人の幸せ本位経営」「自利

でなく利他経営」が存在することを紹介し、総じて社会的

に弱い立場にある 3 人の社員、「女性(female)」・「高齢者

(elderly)」・「障がい者(disabled)を主役として雇用してい

る企業が紹介されている。

なお、景気超越企業とは、

景気の波に左右されず好業

績を維持する企業のことを

いう。 

 第一部、総論ではここに

取り上げる「3 人の主役」

について、日本の現状につ

いて述べている。女性については、人口に対する性別比を

見てみると、女性の方が多いのにもかかわらず、労働力人

口では女性の方が 15％程度低くなっている。また雇用形

態についても、女性ではパート・アルバイトの形態が多い。

こと就業という社会

参加の面では、男性

と比較して女性は弱

い立場に立っている

ということがいえる。

高齢者については、

より生かすことが日本における企業経営の大きなカギだ

と述べている。日本の構造の変化は著名であり、少子高齢

化が進んでいる。特に 65 歳以上の高齢者は今後 25 年間

で 350 万人増加すると考えられている。このような点を

鑑みると、今後「高齢者向けのサービス」が増えていくこ

とが考えられる。その開発に適しているのは、やはり当事

者である高齢者であろうとしている。最後に障がい者雇用

であるが、誰もが障がい者となりうる可能性を示唆したの

ち、障がい者の多くが社会参加、とりわけ「働きたい」と

いう強い思いを持っていることを論じている。人の幸せは

「人に必要とされること、人の役に立つこと、人にほめら

れること、そして、人に愛されること」であるという。そ

の幸せを手に入れるため、どのような困難があろうとも、

立ち向かっていくのである。 

 

 第二部では、実際に社会的に弱い立場にある 3

人の主役を雇用し、その力を存分に発揮させてい

る企業の事例が述べられている。どの企業も積極

的に雇用をしているだけでなく、その特色を踏まえ

活躍させることによって、経営状態も非常に良好である。 

まず女性の雇用に力を入れ、その力を発揮させている「株

式会社ファースト・コラボレーション」である。当企業は

不動産業を営み、逆ピラミッドの企業構造の中、顧客満足

度日本一の社員がいる。言うまでもなく、この職員は女性

である。通常の企業との大きな違いは、社員全員が仕事を

楽しんでいるということである。 

次に高齢者雇用に尽力しているのは「株式会社マ

イスター60」である。当企業は日本最古の高齢

者に特化した人材派遣会社である。同社は、「雇

用機会を創出し、人々の生きがいを広め生涯現役

文化をひらめきます」という企業理念と、「年齢

は背番号、人生に定年なし」、「60 歳新入社員、

70歳選択定年」というスローガンを掲げている。

働くことが生きがいであったサラリーマンを、年

齢という背番号で退職させてしまうのはもったいない。

60 歳を新たな節目として迎え、より充実した人生を歩ん

でいこうという姿勢である。 

最後に障がい者雇

用に力を入れている

のが、レストラン・

弁当など様々な事業

を展開する「NPO 法

人多摩草むらの会」

である。同法人が経

営するレストランは、大雨の日でも満席になるほどの大盛

況である。代表の風間氏は、精神障がい者が働くうえで一

番大切なのは、「自信を取り戻すこと」としている。働い

ている人一人一人が、やりたいことをやって認められ、自

信を取り戻す。そうすることでまたチャレンジ精神が生ま

れ、できる範囲が広がっていくという、良い循環が出来て

いる。 

 このように、景気超越型企業は「3 人の主役」をそれぞ

れの持つ強みや興味、特徴を踏まえたうえで雇用し、独自

に経営システムを構築している。社会的に弱い立場にある

主役を既存の役割に当てはめるのではなく、立場を理解し

たうえでビジネス自体を創出している。それぞれの能力が

存分に発揮されてこそ、不景気でも負けない組織を作り上

げることが出来るのであろう。 

詩 

「生きること」 
ウッドペッカー 
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＜わたしが体験したこと＞ 

 
 

始めて自分のことを語りたいと思います。あまりいいたく

はないことではありますが、 

人の目を怖れないで新しい自分の生き方として生きていき

たい自分がいるまた、同じような境遇で悩んでいる人に読ん

でもらえたら幸いと思い書くことにしました。 

病名を知らされたのは、高校生の終わり頃でした。高校 1

年生の時にクラスメートから受けたいじめがきっかけで約 6

か月の不登校になり、家に引きこもっていたなか、ある日突

然幻聴に悩まされ、不眠になり心療内科に通うことになりま

した。同時にカウンセラーにもつくことになりました。2人

目のカウンセラーの先生が交代する際、母親に告げた病名が

統合失調症でした。通院してから約 2年くらいたってからの

ことです。 

ふりかえってみると、小学生の頃から、集団生活は苦手で

したし、まわりの人とのコミュニケーションにも悩んでいた

し、作業においても集中力がつづかず頑張っているわりには

ミスが多く、苦労していました。ですから学校に行けない、

行きたくない日々も多々ありました。当然、不登校も長くは

休まないけれど大学生まで数回体験しています。 

数回体験している不登校の理由は主に、言葉の暴力による

「いじめ」です。例えば、事業中に発言したことばにチャカ

されたり、球技が苦手でしたからミスをすると罵倒されたり、

行動が鈍いためにからかわれたりと、中、高校生の時代はつ

らい日々の連続でした。友人がやっとできても 1年でクラス

換えで離れてしまったり、転校されてしまったりと側にいて

くれる友人がいませんでした。なんとなくクラスになじめな

い浮いた存在でしたから、余計に前向きになれない自分がい

ました。病気の原因は長く続いたストレスだと思っています。 

そんなにつらい学校生活をなぜやめなかったのだろうと

思う方もいるでしょう。確かに、やめて他の道もあるのでは

ないかと日々考えていたこともあります。が、もともと中、

高一貫校への進学を決めて受験の道を選んだのは、自分でし

たから高校は卒業したかったので、勉強だけは頑張りました。

高校の卒業が決まった時は、これでつらい学校生活に終止符

がうてると心の底からうれしかったです。 

環境について勉強してみたかったので、大学に進学したわ

けですが、学問としては幅広い知識が必要なことに気づき、

選んだ学科に少し後悔していました。高校までのつらい学校

生活は無くなったものの、相変わらずの人間関係で、すっか

り自分から近寄ることはしなくなってしまいました。 

就活に大きな不安（病気のこと）があったので、新卒ハロ

ーワークを訪ねてみた所、一般枠男子での就活は、避けて障

害者枠での採用にすべきとのアドバイスを受けました。当初、

上野の就労センターへ通うつもりでいたのですが、トレーニ

ング期間が短い為、こちらのわくわくかんにお世話になるこ

とになりました。初めは手帳を交付してもらうことに抵抗が

なかったわけではありませんが、まわりの方たちに理解して

もらうことの方が生きやすいということに気づきました。い

ずれは手帳をもらわなくても生きられる日が来るかも知れ

ませんが、それまで、自分とうまく向き合いながら頑張ろう

と思っています。家の外へ出ると常に緊張していることもあ

り、顔がこわばる為、笑顔が作れず根暗にうつるのが少々悩

みの種でもあります。あたえられた環境の中で自分にできる

仕事を 1つ 1つ増やせるように努力したいと思っています。

不器用にしか生きてこれなかった自分がいて、これからも続

くであろう自分がいる。将来を考えると不安がぬぐえないこ

ともあるけれど支えてくれる方たちのお力を自立できるよ

うに頑張ります。 

(w.k) 
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