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2015年 8月号 No.173    

8 月 1～2 日、「第 6 回日韓社会的企業セミナー」に韓国障碍友権益問題研究所の仲間たち 29 人が

やってくる。セミナーの前後に、日本での障がい者が働く職場見学が組まれ、わくわくかんの A

型配食事業の見学や食事もとることになった。心をこめて歓迎したい。アンニョンハセヨ！ 

韓国のおおぜいの仲間がやってくる～わくわくかん A型配食も見学に～ 

今回セミナーで講演するキム・ジョンヨルさんは、

障がい者就労の社会的企業リドリックの社長さん。彼

は韓国障碍友権益問題研究所を作った人だが、2007

年の「社会的企業育成法」の「脆弱階層」に対する就

労の場づくりを進めてきた人。韓国社会的企業中央協

議会会長でもある。韓国では「協同組合基本法」もで

き今年には「社会的経済基本法」が合意された。その

もとで行政とタイアップした障がい者の働く場が生

まれている。 

しかし日本にはこうした法制がない中、さまざまな

分野で小規模な障がい者の働く場が工夫して創りだ

されている。それを見学したいというので、7 月 31

日には、多摩市の団地の中で 4 ヵ所の事業所をもつあ

したや共働企画を見学・昼食をする。そのあと八王子

のワーカーズ・コレクティブ・こすもすを訪ね、夕食

もとる。企業組合花結びやエコショップ元気広場と 3

軒並んでいる所だ。セミナー明けの 8 月 3 日には、障

がい者が働くスワンベーカリー赤坂店見学のあと、わ

くわくかんの就労継続 A 型事業の配食サービスを見

学、その弁当を食べることになっている。A 型は最賃

以上の労働条件を持つ韓国の社会的企業に近い形態

だ。そのあと、千葉のワーカーズコープのオアシスを

訪ね、ラストはホームレスやシングルマザーで企業組

合をつくっているあうんのリサイクルショップと便

利屋事業を見学する。そのあとフードバンクのある倉

庫の 2 階

の部屋で

夕食会を

持つこと

になって

いる。 

韓国の

ような制

度がない

日本の中

での社会

的事業所の自主的・自律的試みをどう受け取ってもら

えるか、その感想を楽しみにして、それぞれの事業所

は受入準備を進めている。

韓国社会において差別され疎外されている障害者たちの「平

等な生の権利回復」のため 1987年 12月に設立された。月刊『と

もに あゆむ』を発行。日本の共同連とは 1995 年以来国際交

流大会を７回開き、その後フィリッ

ピン、ベトナムと「アジア障害者国

際交流大会」へひろげた。韓国の「社

会的企業育成法」の成立によって、2009年から「日韓社会的企

業セミナー」として今年で６回目を迎え合計 13回の交流に。 

8 月の明治大学の第６回セミナーでは、1 日に基調講演が韓

国の社会的経済基本制定法を受けてイ・インジェハンジン大学

校教授と日本の社会的企業・社会的事業所の実態調査を踏まえ

て藤井敦史立教大学教授から行

われる。翌２日には「社会的企

業・社会的事業所の実態報告」の

分科会と日本の「障害者差別解消法」と韓国の「障害者差別禁

止法」をめぐる現状と課題を浮き彫りにする分科会も行われる。 

 

 

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。 

✧ 8 月 1～2日  第 6回日韓社会的企業セミナー 明治大学グローバルフロント 資料代 1,000円 

✧ 8月 03日 (月) 韓国障碍友権益研究所 11:30～ わくわくかんＡ型配食サービス訪問・昼食  

✧ 8月 08日（土）はたらっくす 14:00～ コミュニケーションルーム 

✧ 8月 25日（火）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 8月 26日（水）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室                         ＜わくわくかん 8月予定表＞ 

韓国障碍友権益問題研究所とは？ 
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今月のレシピ 

魚の梅焼き 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

現在配食サービスでは、継続的に 5 食以上お弁当を配達している大口の顧客が数ヶ所あります。すべて昼食の

配達で、食数としては月間で 800 食以上になっています。食数の割合としては、法人内部が 20％、大口の顧客

が 25％、個人の顧客が 55％といったところです。 

 大口の顧客の多くは、わくわくかんと同じような障がい者施設ですが、一番食数が多いのは S 事業所という豊

島にある高齢者のデイサービス事 業所でした。昨年の 7 月に職員がポス

ティングされているチラシを見て 知ったと言って連絡をもらい、価格交

渉などを経て何とか契約にまでこ ぎつけました。 

 北区ではデイサービスが供給過 剰気味だと思うのですが、S 事業所は

リハビリという特色があるからなのか、利用者がこの 1 年増加の一途であり、当初は平日だけだった配達も土曜

日も行うようになりました。おかげで食数は月 350 食を超えるようになり、その分こちらも主菜の選択や味噌汁

のサービス、S 事業所のチラシのポスティング代行、値下げなど様々なサービスに努めてきました。 

 その S 事業所からの注文が 7 月 15 日で終了となってしまいました。社長の意向で別の弁当屋に乗り換えると

のことです。食数・売り上げともに 1 割程の減少が見込まれます。これまでもデイサービスからの注文は大体 1

年くらいで終了することが多く、市場競争の厳しさを痛感しています。 

 

【作り方】 

① Aの調味料を合わせ、魚の上にのせてのばす。 

② グリルかフライパンで焼く。 

 

♣すずきなどに合う調理法です。 

 

 

A 

 

梅はクエン酸が含まれているので、疲労回復

にとても良いです。血液をサラサラにし、又食

中毒菌を抑制する働きもありますので夏にぴっ

たりの食材です。 

魚はさわら、あじ、鮭…何でも合いますが、白

身魚がとくに合います。 

【材料】4人分 

魚――――――4切れ 

 

みそ―――小サジ1½ 

梅肉―――小サジ1½ 

みりん―――小サジ 1 

酒――――小サジ1½ 

砂糖―――小サジ 1弱 

 

 

 

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 

注 文 の あ れ こ れ 
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外出報告 ～川口市（すたみな太郎 NEXT）～ 

«感想» 

★気合を入れて行ったが途中でお腹いっぱいになって

しまった。少ししか食べられなかったが楽しかった。

クレープを自分で作るのが面白かった。（S） 

★土手に行って疲れた。でもその分いっぱい食べた。

肉とクレープとアイスがおいしかった。今度行く時、

60 分か 90 分か難しいところ。月にいっぺん位 1 人

で行ってみたいけど思案中（太っちゃうから）（I） 

★肉を焼いてる最中は時間がもったいないので、その

間寿司を食べたがおいしくなかった。それでもめげ

ずに又寿司を食べた。

上ロースがおいしか

った。（K） 

★家族連れが多いか

と思ったら、1 人で

来てるお客さんが多

かった。噂よりもお

肉がおいしかった。

アイスもいける。（U） 

 

 

 

≪クッキング感想≫ 

メニュー：ソーセージピラフ、オムレツ、 

アップサイドダウンケーキ 
«感想» 

◆意外と手間をかけずにできて美味しいので、得した気分にな

った。だけど、量が多いと、一気に作れないので大変だった。

（O） 

◆たまごとチーズで手がベトベトになった。味は美味しそうに

見えた。（T） 

◆ピラフの味わいに近いものができた。簡単にできるなら家で

も作りたい。オムレツは皆、半熟に出来ていた。（U） 

◆玉ネギ 3 コ切り少し泣いた…。ピラフはバターと塩味で美味

しかった。ケーキはフワフワしていて美味しかった。（I） 

◆ピラフは簡単にできるので家でも作りたい。ケーキは出来上

がりが心配だったがフンワリできて美味しかった。（S） 

◆ピラフはチャーハンと似ていた。ケーキが炊飯ジャーででき

るとは‼おどろいています!大変美味しかった。（T） 

◆コンソメ汁を沢山入れたが、米はベトつかず、美味しかった。

炊飯器スイーツをまた作りたい。（A） 

◆ピラフはフライパンで作ったのに完成度が高い‼オムレツは

半熟加減が絶妙!（K）

 

 

 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

〒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 
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介護職員初任者研修講座を開講中！ 
プログラムコースでは 6 月より、介護職員初任者研

修の講座を開始いたしました。受講生は 7 名で、毎

回内外より講師をお招きし、講座を行なっています。

6～7 月は介護の基本や心身の理解、法や制度の仕組

み等が中心の講習で、普段聞き慣れない用語も多く

出てきますが、皆さん毎回熱心に学習されています。

そんな介護職員初任者研修講座について、皆さんか

ら感想をいただきました。 
〈感想〉 

・色々な経験をしている講師による講座にもだんだん慣れて

きました。最終日まで頑張りたいと思います。(K.S) 

・時間が長くて大変ですが、介護の楽しさや、楽しみ方が分

かり、とても良い勉強をさせてもらっていると思います。

(Y.M) 

・介護職員初任者研修の資格を持っていて、復習として参加

しているのですが、忘れてしまっている部分もあってまたい

ちから勉強でき良かったと思っています。(桜) 

・職場実習とも重なり休みがちでしたが、家で復習すれば何

とかなるかなと思っています。(りんこ) 

・この介護講座を受けていろいろ学びました。 

私的には難しい文章が多い

感じがしました。(U.F) 

・覚えなければならないこと

やレポートの提出に追われ

て大変ですが、やりがいを感

じています。（T.ブレンダ.M） 

〈今後への意気込み〉 
・テキストをもっと理解でき

るようにしたい。家に戻って

からも勉強しようと思いま

す。(K.S) 

・資格を取るために、頑張ります。

(Y.M) 

・利用者の方にまた来てねと言ってもらえるような仕事が出

来るようになりたいです。(桜) 

・実習を恐がらずにがんばって終わらせたい。(りんこ) 

・もっともっといろいろ新しいことを学んでいきたいです。

(U.F) 

・正しい知識と技術を身につけて、いつか親や身近な人のた

めに役に立てたらいいなと思います。（T.ブレンダ.M）  

 

 

 

 

 

2015年 4月 1日より旧リボーンプロジェクトと旧あ

かばね就労開拓校が合併し、リボーンプロジェクトと

して一つになりました。それぞれ、リボーンプロジェ

クト・模擬企業コースとプログラムコースに名称を変

え、一つの事業所として共に歩んでいます。  

月 1 日からは開始時間を模擬企業コースと合わせて

朝 9:30～の開始となり、朝の清掃を共に行なうように

なりました。また、研修や営繕、介護職員初任者研  

修等、共同のプログラムが始まり、時間や曜日別に模

擬企業に入る訓練生の方も増えています。プログラ  

 

ムコースで基礎を学び、模擬企業コースで実践する事

でスキルを習得いただけるプロセスとなっています。  

プログラムコースの訓練室のスペースが狭く、10 名

も着席すると圧迫感を感じる事や、2 コースの開始時

間が同一なのに比べて終了時間は異なるなど、まだま

だ改善の検討が必要な部分がありますが、今後も検討

を続けより良い事業所を目指していきます。 

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③ 
プログラムコースのど根性アサガ

オが、ぐんぐん伸びて背丈を超え

るほどになりました。蔓の先端は  

 

毎日行き場を探して、いっぱいに

背を伸ばしています。風にそよぐ

葉は、見る人を爽やかな気持ちに

させてくれます。どんどん茂って、

いつかグリーンカーテンになりま

すように♪ 

企業見学を実施 

7 月 23 日(木)に企業見学を行いました。実際の

企業を見学する事で、仕事に対するイメージが

湧いたり、就労先の参考にして頂く機会となり

ました。今後も継続的に行っていきます。 

 F 社（東京都中央区）発送請負、在

庫管理、印刷作業、データ入力業務、

経理の記帳代行・請求書発送業務 

 A 社（埼玉県さいたま市）菌床しい

たけの生産、販売 

 N 社（東京都中央区）パッケージ組

み立て、配送業務補助等清掃業務、

軽作業、PC によるデータ入力 

プログラムコースの今… 

「キミと。」 mado 
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「お小遣い帳」を作成 
～就職に役立つ現金出納帳の考え方を学ぶ～ 

 リボーンプロジェクトでは、6月後半より「お小遣い帳講座」なるプログラムを週 1回 1時間ほど行っていま

す。本プログラムでは、①「簿記講座」と相まって簿記知識の前準備及び復習、②エクセルのスキルアップ、③

日頃の金銭管理に、といった 3つの目的により開講することになりました。 

 

本プログラムは、簿記パートと PCパートに分かれており、専門的知識を持ったスタッフが知識やスキルをお

伝えし、交互に各パートを受講することによって、日に日にお小遣い帳がエクセル上のシートに出来上がってい

くというものです。原則としては継続受講をしていただきますが、お休みされても安心の補講システムも完備し

ております。簿記やエクセルの既学者の方には勉強してきたものの復習になりますし、もちろん勉強されていな

い方でもお小遣い帳が作成できるように初歩からお伝えしています。 

〈簿記パートの担当より〉 

 簿記パートでは、現金のやり取りを記録しておく「帳簿」へ

の記入の仕方や、簿記を語る上では避けては通れない「勘定科

目」の考え方や種類など、ベースとなる簿記知識をわかりやす

くお伝えしています。最終的には、エクセルのシート上で記入

を行っていくわけですが、現金出納帳の基本的な考えを理解し

ていないと上手に管理することができません。そのため、まず

は手作業で帳簿への記入を行い、練習をしておくことも大変重

要なことだと考えております。 

〈パソコンパート担当より〉 

『パソコンを使う目的は何か』と問われた時、みなさんは、ど

のようにお答えしますか。おそらく、『お仕事に使うためです。』

と答えるでしょう。では、『パソコンの操作を知っていれば、

お仕事は遂行できますか。』と問われた時、お返事はどうです

か。ここに大切なことがあります。それは、『パソコンだけ知

っていても、お仕事は必ずしもできるとは限らない。』という

ことです。 

パソコンで絵を描いたり、音楽を楽しんだりして、趣味で使う

時は、その限りではありませんが、お仕事で使う時は、業務の

進め方を知っていなければなりません。例えば、ビジネス文書

の作成であったり、会計処理やデータの集計であったりします。 

そこで、今回、『知識と実践』を確かなものにしていただこう

と、お小遣い講座を開講しました。せっかく習っていただくの

で、いろいろな機能を覚えて頂きたいのですが、はじめは、四

則演算を中心としたシンプルな出納帳から始めています。続い

て関数を組み合わせていき、個々の処理を自動化させていきま

す。さらに、使用者に優しい画面システムを作っていきます。

最終的には集計機能や円グラフなどの、見た目にもよいものを

目指していきます。 

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 
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第 5回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015 年 8 月 25 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   ： 「生活困窮者自立支援法」について 住友氏（北区社会福祉協議会） 

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 

 
 

7月はたらっくす報告 
 

7 月 11 日（土）に就労ミーティング「はたらっ

くす」が開かれ 2 名の参加でした。参加されたAさ

んは、わくわくかんでヘルパー研修を受けていると、

楽しそうに話されていました。 

最近、私が感じているのは「働くと豊かな暮らし

が出来る」というごく当然の事です。ですが実際に

は「別に働かない今の生活で、自分は充分です」と

いう方が多いと思います。しかしお給料を頂いて、

貯金が出来て「豊かな暮らしが出来る」というのは

とても大事な、私達のこれからのキーワードだと思

います。極端に高価でなくとも食べたい物が食べら

れるとか、趣味が広がるとか、どう表現したらそこ

を判って貰えて「自分も働いてみようかな」と思っ

て貰えるかな？と、ふと考える時もあります。 

実は「勤労」というのは国民の３大義務の 1 つで

す。「働ければ」という条件付きですが、それを言っ

たら「上手く導けば私達皆が働けます」と、私は堂々

と言えます。正に自分がその道を通って来たからで

す。 

働く魅力をどうしたら皆に伝えられるだろうか？

と思う日々です。 

次回のはたらっくすは 8月 8 日（土）の 14～16

時に「わくわくかんコミュニケーションルーム」で

行います。 

※「はたらっくす」コーディネーターである宮澤

秀一の文章が「こころの元気 7 月号」に載りました

ので、機会がありましたらお読みになって下さると

嬉しいです。 

 

障がい当事者が主人公（ヒーロー）になる事業所へ―「共生シンフォニー」の目標 

（「ひと・まち・つながり」2015.3/4 Vol.14 より） 

共同連のなかま、滋賀県大津市の「共生シンフォニー」で

は、『まちかどプロジェクト』で、スタッフのお膳立てによる

弊害を克服するため「障害当事者が主人公（ヒーロー）に

なる事業所」をめざす 2015年の目標を語っているのが注

目されます。 

２０１４年度は「障害当事者が主人公(ヒーロー)になる

事業所を目指す！」を目標としました。その結果、多くがス

タッフ主体となってしまっていた活動の見直しが行われま

した。たくさんの事を話し合えた年度になったと思います。 

 スタッフが事業や活動の

中心から外れていくなか

で、スタッフのお膳立てに

よる弊害が減っていき、メ

ンバー同士の繋がりが少しずつ増えてきています。やっぱ

り大切なのは「人間関係(つながり)」なんだと再確認するこ

とができました。 

 そして、皆で話合い、２０１５年度は「事業所内での人間

関係(つながり)の再構築を目指す！」を目標にしました。 

メンバーやスタッフともに、もう一度人間関係にスポットを

当てた事業所作りをしていこうと思います。 

 せわしない世

の中で、福祉

が制度によって

サービスと変わ

っていくなか、

事業所としての

まちかどプロジ

ェクトが単なる障害者の囲い込みの場であってはならない

ためにも、立ち止まって振り返り、個人と個人がしっかり向

き合ってゆっくりと話をしな

がら、人間関係を作ってい

きたいです。そこから何か

大きなものが生まれくるの

ではないかと感じています。 

 まちかどプロジェクト全体としても、社会との接点(つなが

り)を大切にして、障害当事者の社会参加の場としての機

能のみではなく事業所自体が地域にとって、貴重な社会

資源としての役割が果たせるように、実習生受入の拡大

や地域ネットワークへの積極的な参加などに取組んで行

きたいと考えています。 

 
人間関係（つながり）の再構築へ 
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「参加包摂型社会を創造する支援法」が必要 

奥田知志さんが「生活困窮者法」に注文 

奥田知志生活困窮者自立支援全国ネットワーク理事長

は、7月 11日、「助けてと言える社会の創造を－生活困

窮者自立支援法のこれから」と題して第 84回社会的企

業研究会で講演した。その中で、困窮者支援の 2つの方

向性として「対個人と対社会」の持論に立って、この 4

月からの生活困窮者自立支援法は「者」とあるように個

人だけを対象として、

「生活困窮者創出社

会改革法」とか「生活

困窮者自立支援社会

創造法」といった「社

会」を対象とする側面を欠いている。「参加包摂型社会

を創造する支援法」が必要になってくると強調した。 

そこには、若年層の社会的孤立がある。1990年以降の

日本の就労構造が変わり「日本型生活保障システム」が

崩れた結果、非正規雇用が 39％、1900万人、年収 200

万円以下の労働者が全体の 30％となり、5 月の有効求

人倍率は 1.19だが、求人数の 6割は非正規雇用で、正

規雇用は 0.6 程度に過ぎない。2011 年の数字だが「孤

立無業者（SNEP）」は 162万人。2015年フリーターは

182万人、ニートは 60万人。その結果「経済的困窮」

と「社会的孤立」という困窮の複合化が生じ「貧困の世

代間連鎖」によって「不安定社会」の登場しており、既

存の仕組みは対応できて

いない。「生活保障」と「就

労・社会参加」の仕組み

が必要だ。「不安定社会」

の出現は、第 2 、第 3の

危機は前提となっており、問題解決では終わらない。就

労も 1 年経てば離職は 50％を超えている。そのため伴

走や関係そのものが支援で「助けて」と言える社会をつ

くる必要性を強調した。 

奥田知志さん：牧師、NPO 法人抱樸、ホームレス支援全国ネットワーク、

生活困窮者自立支援全国ネットワークの各理事長 

『跳びはねる思考』 東田 直樹 著 

本書は、発達障がい当事者による自叙伝であり、ご本人の持つ

世界観や生きづらさが文章の端々から感じられる。東田氏は、自

閉症という障がいを持っており、言語を介しての意思疎通が非常

に困難であるため、日常的なコミ

ュニケーションの方法は、アルフ

ァベットが書かれた文字盤を使っ

て取っている。 

特に感心させられたのは、彼の人間の見方

である。「人を見かけたら、『こんにちは』を

言うだけのどこが難しいのか、みんなは不思

議に感じるでしょう。僕には人が見えていな

いのです。人も風景も一部となって、僕の目

に飛び込んでくるからです。」という一節が

ある。ここに自閉症を持たれる方のコミュニケーション上の問題

が浮かび上がってくる。しかし、ここからの一節が非常に的を射

ている。「挨拶とは、『好意を持っています』という合図のような

ものではないでしょうか。問題はどんなふうに好意を持っている

かを伝え合うことなので、それができなければ、挨拶ができても

あまり意味がないことを、話せない人ほどよくわかっています。」

と論じている。社会生活を送る上で、挨拶の重要性は幼稚園、い

やそれよりもっと前から教えられてきた。確かにそれは社会生活

を円滑に過ごす上で重要なことなのかもしれない。しかし、それ 

 

 

はいわゆる健常者から見た社会なのである。 

また、本書では東田氏と記者の方のやり取り

が記載されているが、記者の「東田さんの『夢』

とはなんでしょうか。」という質問に対して、こう答えている。

「僕はみなさんに自分の幸せに気

づいてもらいたいのです。人は辛

いことや悲しいことがあると、自

分の思いで心がいっぱいになり、ほかの考え

方ができなくなってしまいます。いろいろな

見方をすることで人は自分がそれほど不幸

ではないと気づくことができるのではない

でしょうか。」と話している。 

このような自叙伝は、ドナ・ウィリアムズ氏

の「自閉症だった私へ」やテンプル・グラン

ディン氏の「我、自閉症に生まれて」に端を発し、日本でもニキ

リンコ氏等の著者が、当事者の視点からその特徴や考え方を述べ

ている。このような資料は当事者の方へは共感を呼び、支援者の

方には当事者の方と接する際に大変貴重な資料となりうる。しか

し、気をつけなければならないのは、記されている資料をそのま

ま鵜呑みにしてはいけない。あくまで「このような特徴を持って

いる」ということを理解した上で、目の前にいる当事者の方の考

え方や世界観を尊重しなければならないし、社会に適応していく

ためにどのようなことができるのかを考えていく必要がある。 

発達障がい当事者による自叙伝 
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半夏生一田植えの終わり 

リボーン・プロジェクトＯＢ     うこっけい 
 

本日は半夏生（はんげしょう）ですね。田植えの終わりの目印ですね。 

そして、今夜はファーストムーンですが、あいにくの曇り空ですね。 

農場は昨日から夏時間で、出勤が１時間早くなります。 

私は朝３時に起きて、４時 50分に家を出ます。眠たいよぉぉ。 

そうそう、平家物語の冒頭で「沙羅双樹の花の色」とありますが 

沙羅双樹は夏椿で良かったですよね？ 

ちなみに、花の色は白ですね。 

夏椿は、朝に咲いて夕には花を落とす一日花ですね。 

ホントに平家物語の諸行無常ですね。 

確かに世の中の変化は早いですね。形あるモノは、ついには壊れ 

命も必ず終わりの時を迎えます。 

「不易流行」と言ったのは、松尾芭蕉です！ 

時代とともに変わり行くモノ「流行」、時代を経ても変わらないモノ「不

易」。この二つの考えを合わせた世界観を「風雅の誠」として「奥の細道」

に打ち出しました。夏の夜には「古典」を読んでみたくなりますね。 

＜日本各地に残る半夏生の風習＞ 

・群馬県の一地方では、ネギ畑に入る事を禁忌とする風習がある。 

・長野県小川村では、芋汁を食べる。 

・永平寺では、大布薩会を修行して、常日頃の行李を顧み、懺悔が行われる。 

・三重県の熊野や志摩の沿岸部などでは、ハンゲという妖怪が徘徊するとされ、この時期に農作業を行うことに対する戒めとなっ

ている。 

・奈良県の香芝市や大阪府南河内地方では「はげっしょ」と言い、農家では小麦を混ぜた餅を作り黄粉をつけて食べる。田植えを

終えた農民が農作業を無事に終えたことを田の神様に感謝し、お供え物をして共に食したことが由来とされている。 

・近畿地方の一部地域ではタコを食べる習慣がある。 

・讃岐の農村ではうどんを食べる習慣があり、7 月 2 日を「うどんの日」に制定している。 

・福井県大野市では江戸時代に藩主がこの時期に農民に焼き鯖を振舞ったという逸話があり、現在も半夏生に焼き鯖を食べる。 

 

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 

グループホームわくわくかんは、男性 1名、女性 2名が入居中

です。長らく空室が続いていましたが、希望者が続々体験中です。

先日、女性の Sさんは古株の Iさんと仲良くなれるか心配で、手

土産を持って来ました。S さんの心遣いに感動した I さん、一緒

に TVを見たり、Iさんのお味噌汁を 2人で分け合ったり、とって

も楽しいひと時が過ごせた様子。新しい仲間の登場です！ 

 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015 年６月末） ５２１名 

就職者  ５名（軽作業・事務補助） 

◆編集後記◆ 
今年のヒロシマ・ナガサキ・お盆を迎える心境はニガイものがある。

国破れて山河ありではないが、明治以来の戦争国家が軍隊を否定した平

和憲法九条で不戦の誓いをしたにもかかわらず、それがないがしろにさ

れた暑い夏を迎えてしまった。植民地・満州に生まれた画家の富山妙子

さんのアトリエを訪ねる機会があったが、構想新たに描かれようとして

いたのはトッケビたちがたむろする「ユーラシア」の大地。戦争と原発

によって大地が壊されていく悪夢がキャンバスに描かれはじめていた。 

悠久の大地が壊されていく構図がそこにあった。  

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・明治大学日欧社会的企業比較研

究センター・ワーカーズコレクティブネットワー

クジャパン・日本労働者協同組合連合会・社会的

企業研究会・ソウル宣言の会・日本協同組合学

会・共生型経済推進フォーラム・NPO 法人希望

の種・パルシステム連合会・生活クラブ共済連・

ドリームヴィ・（株）DI 

他多くの方にご協力いただきました。 

半夏生（はんげしょう）の風習 

半夏生（はんげしょう）の風習は、この日ま

でに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終え

る」農家にとって大事な目安でした。この日

は天から毒気が降ると言われ、井戸に蓋をし

て毒気を防いだり、この日に採った野菜は食

べてはいけないとされたりした。なお、5 日

間休業したり、七夕に農作業を休むとする伝

承が多くの地域に伝わっている。 

半夏生の花 




