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✧ 9 月 08日（水）働きざかりのメンタルヘルスセミナー（うつ病） 北とぴあ 電話申込 

✧ 9月 12～13日 第 32回共同連全国大会 札幌・北星学園大学 C館  

✧ 9月 19日（土）はたらっくす 17:00～ 障害者センター４Ｆ コミュニケーションルーム 

✧ 9月 28日（月）現場協議会 16:30～ スカイブリッジ 

✧ 9月 29日（火）家族懇談会 16:00～ 自立訓練室                         ＜わくわくかん 9月予定表＞ 

2015年 9月号 No.174 

    

7月 28日の家族懇談会は「日本の精神保健の課題」と題して、北区保健所長の本保善樹さ

んをお招きしました。暑い中でしたがご家族の方々と職員が参加し、多くの課題を共有しました。 

精神疾患（障害）への啓発不足―日本の精神保健の課題 

日本は精神科病床数が多く社会的入院の方がおら

れるが、先進国では入院が、二次障害を起こすことか

ら、入院期間を短くし地域で暮らすことを支える方向

にあり、世界各国の精神科病床数が減少していくのに

対し、日本は変わることなく一定数を保ち続け特異な

存在となっている。 

世界レベルで精神保健に大きな変化が起きたのは、

2001年にWHOが精神保健・メンタルヘルスの特集

した時である。多くの誤解、偏見に対してマスメディ

アが公的キャンペーンを実施し、市民を教育すること、

セルフヘルプグループの結成を支援し、政策の決定に

地域、家族、当事者参加を保障する事が盛り込まれ、

欧州諸国で精神保健政策上の順位が上がっていった。 

精神障がいを持つ方への誤解・偏見 

精神障がいへの誤解・偏見は１９００年代の座敷牢

や民間病院への収容であり、戦後の民間病床数の増大

やマスコミによる誤解の助長が影響している。精神疾

患、障害に対する普及啓発の不足から精神障害を持つ

人への誤解、偏見は今だ根強くある。「精神障害のあ

る人の近隣への転居」（内閣府調査 2007年）につい

て「意識する」と回答した人がドイツ、米国では 20％

以下であったのに対し、日本では 72.8％となってい 

る。また、統合失調症の人は隣に引っ越して欲しくな

いと思う人の割合は、

欧州の 2倍である。し

かし、精神疾患は一生

涯には４～5人に１人

が羅漢し、犯罪者も一

般人の 1／3以下であ

る。また、多くは健康

回復は可能であり、重

度の場合でも支援に

より就労が可能な例もふえている。 

当事者は、人として尊重され、希望を取り戻し、地

域社会に生活し、自分の目標に向かって挑戦しながら、

かけがえのない人生を歩むことを願っている。また、

ＷＨＯは、セルフヘルプグループの効果も取り上げて

いる。当事者を支えるにあたっては、精神保健の専門

家である必要はなく、相手に対し共感、敬意、理解を

示すことが必要である。 

公衆衛生的アプローチの必要性！ 

イタリアは、すべての精神病院が 2000 年に閉鎖

され、社会協同組合の繰り広げる就労メニューによっ

て多くの場で働く場が展開されていると言う。お話を

お聞きして、専門職の問題と身近な問題と地域全体の

こころの健康に働きかけが大切な事を痛感しました。 

 

リボン便り 

ＳＳＫＵ 
 

NPO法人わくわくかん 
編集 〒115-0044 
東京都赤羽南 2-6-6  
TEL：03-3598-3337 

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。 
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今月のレシピ 

豆腐とツナのハンバーグ風 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年の 8 月は例年にない暑さでしたが、配食の仕事

も暑くなると大変になります。まずは、自転車の配達

やポスティング、営業など自転車で外に出る業務は、

酷暑のなか自転車を 1 時間以上こぐことになるので、

本当に大変です。戸建てや集合住宅

へのチラシのポスティングのほか、

区内の地域包括センターにチラシ

を置いてもらっていて、定期的に顔

を出してチラシを補充するのです

が、猛暑のさなかに自転車で出るのは、体力的にかな

り消耗します。次に車での配達も、車の中はクーラー

が効いているとはいえ、結構きついものがあります。 

 その他、洗い場の仕事も夏になるときつくなります。 

やわらかくてあっさりしたハンバーグです。 

お豆腐を使っているので、カロリーも低く 

お財布にもやさしいです！！ 

 

 

 

元々体力が必要な業務ですが、厨房のエアコンの風 

向きの関係で、夏には洗い場のあたりは大変暑くなり

ます。さらに夏には持ち帰った保冷剤を拭く業務が付

け加わります。最後に洗濯も、屋上にある物干し台ま

で洗濯物を持って猛暑のさなかに往

復するのは、相当に体力を消耗する仕

事となります。 

 猛暑の季節は体調を崩しやすいも

ので、例年当事者職員の欠勤が多くな

りがちです。今年も他の季節と比べて、疲れや生活リ

ズムの崩れが若干多いようには感じますが、長期に休

む人は今のところいなく、何とかみんなでこの暑い夏

を乗り切ることが出来ればと願っています。 

【作り方】 

① たまねぎ、しいたけはみじん切りにする。 

② 豆腐はかたくしぼっておく。 

③ ツナ缶はざるにあげ、水気をきっておく。 

④ ①②③、溶き卵、しょうゆ、酒を入れよく混ぜ合 

わせ、4等分にする。 

⑤ 小判型にし、フライパンに少し多めの油をしき、 

両面きつね色になるように焼く。 

 

 

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 

豆腐 -------------- 1/2丁 

ツナ缶 ------------ 60g 

たまねぎ ---------- 1/4個 

しいたけ ---------- 2枚 

卵 ---------------- 1/2個 

しょうゆ ---------- 小サジ 1 

油 ---------------- 適宜 

 

 

 
♣さっぱりハンバーグのできあがりです。 

夏 の 暑 さ に つ い て 
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川 柳  ～テーマ「秋」～ 

★秋になり 焼き芋食べる 季節かな (ユキ) 

★やきいもを たべるわたしは ふとるかな(えびはら ゆきの) 

★怖かった お化けを好きに なるハロウィン (A・M) 

★夏過ぎて 笑顔と響く 秋の声 (P.N.ゆうこりん) 

★夏がすぎ 食欲の秋 つぎは冬 (S・K) 

★秋になり 熱かんのみたし まちどうし (橙) 

★コスモスは 響きをうるおす 秋の花（いぶし☆銀） 

★秋ふかし しょくよくまして はらがでる (H・I)  

   ★朝そうじ 落ち葉がふえた ひびきかな (ざっきー) 

★ひびきでは だんごつくるよ おつきみに (うさちゃん) 

 

外出の感想 ～東京タワー～ 
 

☆初めて行って感無量でした。のっぽん兄

弟に会えて感動した。 

 水族館はフグでも色んなフグがいたりし

て感動した。(K) 

☆特別展望台にも行きたかった。初めて行

って感動した。

 景色の中でディズニーランドを見つけら

れず残念だった。(S) 

☆水族館に色々な魚がいて面白かった。お昼

にモスバーガーの限定バーガーを高いから

やめた。食べれば良かった。(I) 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 
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介護職員初任者研修講座開催中 

～王子光照苑で実習～ 

6 月に始まった介護講座も終盤になってきました。眠気と戦った座学は
少なくなり、和気あいあいとした雰囲気で演習を行っています。今月から
は実習も始まり、私は 8月 13日に行ってきました。 
午前のプログラムは体操でした。片腕しか動かせない人、座ったままラ

ジオ体操をする人など様々でしたが、ご自分のできる範囲で参加しようと
する様子が見られました。午後はカラオケで、童謡や軍歌などを歌い生き
生きとしている表情が印象的でした。 
おじいちゃん、おばあちゃんと暮らした経験がない私は接し方に初めは困
惑しましたがとても充実した 1日を過ごすことができました。 

         (T.M)

＜企業見学の感想＞ 
☆F 社（東京都中央区）主な業務内容：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 
・今回、就労継続 A 型事業所を初めて見学しました。経理や事務の現場をいつか
見てみたいと思っていたので勉強になりました。本当に自分に合う職場なのかは、
理屈ではなく、実際に訪れることで、分かるような気がしました。週 5 日から受
け入れていて、ハローワークから応募するとうことで、すごいなと思いました。
こちらの A 型では、パソコンのソフトを使い、より深い会計の実践ができ、また
次の会社へのステップとしての役目もあるのだと分かりました。(M.M) 
・アットホームな研修先で、説明をしてくれた人もふんいきがよくて質問に 
もたくさんこたえてくれてよかったです。A 型に興味があるの
と経理だったのでいって良かったです。(Y.S) 
☆A 社（埼玉県さいたま市）主な業務内容：菌床しいたけ  
の生産、販売 

・就労継続 A型事業所ということで、また、うつ症状患者 
の支援に力を入れているということから、自分自身に身近 
な職場見学であった。また、自然に関する仕事内容である 
ことも興味を引かれた。ただ、まだ設立が間もない(今年 4 月
設立)ため、これから仕事内容や施設自体の拡充を図るようで
あり、良い面を言えば、これから自分から様々な仕事を提案す
ることも可能だと思い、魅力を感じた。(Y.N) 

プログラムコースの作業プログラムを紹介させていただきます。

週に２回１時間ずつ、参加者の皆さんは楽しみながらも各自クリ

エイターとして、集中して取り組んでいます。 

◀作業プログラムを紹介▶ 

「作業」の時間ではその言葉のとおり、手先を使った物作りをし

ています。いえ、むしろ「工作」や「工房」と言ったほうがいい

かもしれません。（個人的には「工房」という名前が気に入って

います。） 縫いものをしたり紙を素材にカゴをつくったり、ある

いはしおりを作ったりと目の前の作業に没頭できます。素晴らし

い絵を描く人もいますし、ハッとするようなセンスを持った人が

沢山いて、そういう人たちの感性に接することは、自分自身の感

性をも豊かにしてくれるものです。もちろん集中力を必要としま

すが、丁寧にすればするほど「作品」が完成したときの達成感は

ひとしおです。 

また、ここで作られたものは「販売」があれば 

「商品」として売られます（＝お嫁に出 

されます・笑）。販売に参加するのは必須で 

はありませんが、自分たちのつくった作品を 

自分たちで売ることができます。 

目の前で直接(！) お客さんに自分の作品を 

買っていただいた時の喜びは、体験した者し 

か分からないかもしれません。これこそ「仕 

事」だろうと思うこともあります。下手でも構

わないのです。心が込められたものに対しては、

気に入って下さる方がきっといると思っています。 こうしたこ

とも含めて「作業」は充実した時間を与えてくれます。医師にも

言われたですが、手先を使って一つひとつの行程に集中すること

で、精神的な安定が得られます。 

損をするようなことは何もないと思います。私は様々なプログラ

ムの中でも「作業」、いえこの「工房」が最も好きです。 

（ねこじま）

 

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④ 

プログラムコースのど根性アサガオが、どんどん

成長してついに天井に到達しました。更に伸びる

場所を求めて、先端が彷徨中です。ついにグリー

ンカーテンが完成です・・・！！ですが・・・花

が咲きません。アサガオは今年は咲かす事は出来

るのでしょうか？ 

 

「通勤」mado 
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ハングル表記にチャレンジ 

日韓社会的企業セミナーに参加 

8 月 1 日に明治大学で行わ

れた第 6 回日韓社会的企業セ

ミナーにおいて、前日までの

備品等の準備や会場設営、案

内スタッフなどリボーンプロ

ジェクトも参加しました。 

特にリボーンでは、横断幕

や講演者名、案内板など備品

関係の作成を中心に担当して

いたのですが、日本人・韓国

人両方の方が参加するセミナーの

為、誰もができるような工夫とレ

イアウトが必要でした。 

そのため、ほとんどの備品に日本語表記とハングル（韓国語）表記の両方を

用いて作成しました。主にハングルは職員が日本語を翻訳し、訓練生の方はデ

ータをコピーして備品作成をしました。希望する訓練生の方には、PC でハングルを入力する方法を学び、実

際に見本を見ながら入力し作成をしました。訓練生は皆さんハングルに携わることが初めてでしたが、言葉は

わからなくても来場した方が気持ちよく参加して頂ければ…そんな気持ちをこめてハングルが併記された案内

ポスター（右上）を PC の文字盤（下）で作成したおかげで、おおぜいの方に好評を得ることができました。 

日韓社会的企業セミナーに参加して 

内容： 午前中は当日のセミナーのお手伝い。（前準備）
お手伝いのポジションを、外の案内を希望させていた
だいたのですか、定位置は物販とのことでした。当日
は 3,000円で服売した本何冊売れました。仕事のほう
には気持ちを集中させていただきました。 
感想： 感謝した始まり、感謝で終わるという、本当
に気分の良いセミナーに参加させていただきまして、
ありがとうございました。韓国語や英語力話せたなら
ば、もっと素晴らしいコミュニケーションが慣れてい
たかもしれません。 A．M． 
内容： 日韓社会的企業セミナーの会場設営と受付の
担当とセミナーそのものへの参加。 
感想： 横断幕をはる作業でこれをどのようにして作
ったのかと、問題に思いました。受付は韓国の方への
担当で、言葉もわからずどうなることやらと思いまし
たが、皆さん名札を自分で見つけて取って行かれたの

ですんなり終わりました。事前の準備で名札作成に携
わったので、うれしく思いました。講演は難しかった
です。 O．H． 
内容： 韓国における法制備と日本の現状。 
感想： 日本は保守政権が長すぎたためが、法制備が
欧州や韓国に比べて遅れていると思った。 担当、道
案内、あまり人が通らなかった。 H．Y． 
内容： まず、韓国の方から、社会的経済基本法制定
と社会的経済の発展についての講演があり、次に日本
の方から、日本における社会的企業の現状と課題につ
いての演があった。 
感想： 正直、特に韓国の方からの講演の内容が難し
く感じてしまい、自分自身、社会についての勉強が足
りていないと思いました。日本でも、障害の有る無し
に関わらず、うまく働ける環境ができてくれれば良い
と思いました。 Y．Y． 

 

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 

日本語とハングルが併記された横断幕 

（講演するイ・インジェ教授） 
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第６回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時  ： 2015年９月 2９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   ： 当事者の居住について 

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 

８月はたらっくす報告 
 8月のはたらっくすは 8月 8日（土）に行われ、参加

者は 3名でした。ひょんな事から、参加者の A さんと、

Aさんの勤める会社の上司の方と、Aさんの支援者と、

私で、カラオケに行こうという話が持ち上がり、私は楽

しみにしています。 

次回のはたらっくすは、わくわくかんで 9月 19日（土）

の 17時からです。 

韓国の「生き辛い人」への支援の広さに驚く 

 就労関係としては、先日私は、第 6回日韓社会的企業

セミナーに参加しました。 

全 2日間の内、私は 1日目夜の交流会から参加しまし

た。交流会では私はかなり呑みましたが、韓国の方が、

韓国の焼酎と韓国ノリを各テーブルに配ってくれて、そ

れがとても美味しかったです。通訳の方が限られていた 

 

ので、韓国語が出来ない私は韓国の方とお話しするの

も限られてしまいましたが、話した中で、とても驚いた

事がありました。それは、韓国では「生き辛い方への支

援」としての間口がとても広い、という事です。日本で

言えば「精神障害者」のみで充分に支援対象になります

が、韓国ではその比ではなくて例えば「妊娠で退職後に

出産して再就職する方」も当然に精神障害者と同じ枠で

「生き辛い人」とくくられる、というお話を聞きました。 

「一体、日本は何処で道を間違えてしまったのだろう

か？」と、さだまさしさんの名曲「風に立つライオン」

ではありませんが、強く思いました。 

 次回のこのセミナーで、韓国に行ける機会があった

ら、是非に行きたいな、と私は思っています。親しく

するべき隣国である韓国から、沢山勉強したいです。 

 

大阪でもたれている「ドロップアウトコープの可能性」とい

う企画が面白そうなのでのぞいてみよう。会場はカフェ「空夢

箱」。阪急中津駅から北へ 50 メートル、セブンイレブン隣のオ

レンジ色のカフェだ。参加費は 500 円＋カンパ（ワンドリンク

込み）というお手頃価格、交流会はカンパ制という。 

8月 22日の第 2回中津プロジェクトイベントの話題提供者は

4人のいろんな社会的事業にとりくむ人。 

藤野郁哉さんは、神戸元町の高架下で、リードというカフェ

をやっておられ、この一年で、シェアハウスや倉庫（勉強部屋

に改装中）やその他のスペースを確保しドロップアウトコープ

を構想されている。 

櫨畑敦子さんは、高槻のカフェコモンズで焼いている石窯パ

ウンドケーキを売りながらドロップアウトコープの推進者のひ

とり。各種歌唱活動、勝手にモデル活動を始め、15の活動も。 

池田啓一さんは、阪神淡路大

震災の時に芦屋で学習塾をやっ

ていて被災、神戸の生協都市生

活の救援組織、地域復興センタ

ーで活動されるようになり、現在は生協と関連する福祉の事業

所で働いている。 

永田千砂さんは、箕面のちまちま工房でデザインや企画など

の仕事をし、桜井市場で障がい者と一緒に豆腐づくりで「共に

働く」場づくりを実践中。いずれも現代の競争社会の中にあっ

てもう一つの働き方や生き方を紡ぎ出している人たちだ。 

■ドロップアウトコープとは？ 

「人よりも上へ」「みんなと同じことをしなければ」―そんな焦

燥感の中で生きていると息が詰まる。近年話題になっている「降

りていく生き方」を実践するため、誰もが気持ちよく生きるた

めの「セーフティネットづくり」と「新しい生き方」の実験を

提案する企画とのこと。 

①セーフティネットづくり      

●「かけこみ窓口」の連絡網をつくろう！  

 既存の制度やサポートマニュアルをわかりやすくまとめたも

のを作成する。  

●「頼れる人」や「頼れる場所」の連絡網をつくろう！  

 生活に困った・・・・。仕事どうしよう・・・・。などを相談

できる連絡網を作成する。  

●「ハブになる人」を増やそう！  

 友達が欲しい～寂しい～死にたいまで様々な行き詰まりをカ

バーできる。 「ハブ」のような役割の人を増やし、ゆるやかな

ネットワークで若者をケアしていく。  

②新しい生き方の実験      

「新しい生活」の実験・・・・  

自分の生活を自分たちの手に取り戻すための実験。  

気が付いたら資本主義の中で、毎日消費を余儀なくされている

生活。そんな暮らしを少しずつ見直していける実験を実生活で

やってみる。  

 「新しい仕事」の実験・・・・  

企業に雇用される働き方、のみではなく自分たちでコントロー

ルできる仕事の発明と実験。  

③その他のたくらみもろも

ろ      

■シェアハウス  

一人だとすべて一人で支払

わなければいけなくなっている。「家賃」「水道代」「電気代」「ガ

ス代」「ネット代」などを共有することで支出を減らす。相性は

あれど、人との共同生活によって最低限の支出で生活できる可

能性がある。  

■食事は複数人で  

 シェアハウス同様、基本的な出費を抑えるためには誰かと一緒

に食事をすることが有効である。食材代を月ごとに支払ってお

き、日々まとめて大人数分つくる。これによってまた一段と生

活費が浮く可能性がある。  

■おためしシゴト  

 いろんな事を考案して、生活のためにお金を稼いでみよう。売

れそうなものを作ってみて、人通りの多いところで売ってみた

り、買ってくれそうな人のところへ売りつけにいこう。  

お金を稼ぐ手段を持っている人を見つけたら、教えてもらおう。 

 これらを主催するのは、共生型経済推進フォーラムとソーシャ

ルセンター研究会の 2 団体。     

連絡先 空夢箱：大阪市北区中津 3丁目 4-33  

電話  080-3139-7820 

なにやらおもしろそう!? 

大阪の「ドロップアウトコープ」 
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「亡き妹の思い出」 

——— 逝った日から７０年目に想う ——— 

 

「亡き妹の思い出」、これはぼくが小学校６年

の時に書いた作文のタイトルです。 

 

その時心を込めてこの作文を書きました。茶の間のお膳の上

で書いたあと、そばにいた父に聞いてくれと頼み、読み上げま

した。父は感動したと見えて，たまたま部屋に入ってきた母に、

ちょっと聞きなよ、と声をかけてくれました。

 

 

戦後 70年を祈念して､今年はさまざまな体験と思

いが語られています。自分も人知れず胸にいだい

ていた小さな いのちを思いや

る心を、思い 切って人々に伝

え､二度とこ のような悲劇を

くり返してはならないということをアピールす

る責務を感じて書きました。 

（６月の家族懇談会でお話いただいた山本勝美さんから） 

 

思えば、このようにして幾年月のあいだ、妹の思い出を折に

触れ心の中で辿ってきたことになります。 

妹は，１９４５年８月９日、3歳でその姿を消しました。食糧

難で栄養失調になり、また医薬品が底をつく中、百日咳から始

まり脳髄膜炎に至って、痩せて体力をなくしたからだは、あえ

なく息絶えていきました。 

病身でいながら、真夜中に空襲だというので起こされ、真夏

なのに着れる着物をできるだけ着て家族は逃げました。親たち

は、もしも火が燃え移ったら、着ているも

のを一枚ずつ脱げばいいと考えていたので

す。 

それから神社の木の下へ行き、みんなで

一晩中立ち続けていました。祖母の背中に

おんぶされていた妹はさぞかし暑かったの

でしょう、もがきながら大声で泣き続けて

いました。夜空には沢山の B29が，轟音を

立てながらくり返し頭上を飛び舞っていま

した。 

妹が息を引き取った日から 1 週間ののち

には、戦争が終わりました。 

8 月 15 日の、あの目が覚めるような青

空の下で、みんなもう気が抜けたような心境になりつつ、平和

のありがたさを全身で味わっていました。隣近所から人が街頭

に出て立ち、笑顔で談笑していました。 

その時、空には大型の飛行機が一機飛んでいましたが、それ

が日本のものか、アメリカのものかもう誰も詮索する人はいま

せんでした。戦々恐々として逃げまどう必要がなくなったので

す。当時国民学校 1年生だったぼくもその日世の中がすっかり

変わったことを肌で感じました。 

でも妹の姿はもうどこにも見当たりませんでした。 

僅か 1 週間後に訪れたこの平和な時を知らずにこの世を去

っていった無念さには限りなく胸が痛みます。 

その後の半世紀間にも、妹のことはよく思い出をたどってき

ました。とくに自分の子どもを育て始めてからは妹の思い出が

一層実感を伴って思い起こされるようになりました。 

さらに年齢を重ねるにしたがい、逝ったものに対する哀しみ

はかえって深まっていきました。西洋では「神々の愛でし人々」

と呼んで幼くして命を終えた人々を慈しんでいると聞きまし

た。 

そのようにして思いやるやさしさも痛いほど感じ取れます。 

母が妹の臨終の床に付き添っていたとき、昏睡状態だったはず

の妹が最後の瞬間に両眼を開けた、そして

一筋の涙が両頬を伝っていった、「あれは不

思議やった」とよく漏らしていました。 

3 歳にもなれば、死ぬ、という冷酷な事

実はもう十二分に分かっていました。父は、

妹が「母ちゃん、死にたくない」と幾度も

口にしていたと言います。 

またある日、両親は生前の妹の面影を残

そうと、町の外れに連れて出て写真を撮ろ

うとしました。そのため母が妹を道に座ら

せて少し離れようとすると、幾度も泣き出

し、母のもとに戻ってきたと言います。「も

う自分が死ぬ事が分かっていたから、置い

ていかれると思ったんやろう」と祖母も、寂しそうな表情の写

真を見ながらうなずいていました。 

でも妹からは限りないほどの大切なものを与えられました。

先ず、一にも二にも戦争の残虐性を憎む思いは益々深まる今日

です。それから、弱い人､悩みのうちにある人、不幸な人のこ

とは放っておいてはいけないという気持ちがはぐくまれまし

た。 

また自分もいつか死ぬという事実を見つめ続けてきました。 

そして「人の､自分の､人生は一度のみ」という一回性の死生観

が育ちました。 

妹が当時、男兄弟のなかでたった一人の女の子だったという

ことから、みんなで大事にしました。
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◆展示期間 

2015年 9月 30日(水)～10月 15 日(木)  

期間中の休館日 10 月 5日/12 日/13 日 

◆観覧時間 

火～土曜 9:00～20:30日曜 9:00～16:30 

◆会場 北とぴあ 6階ギャラリー 

◆出展者名 三位 まどか(みい まどか) 

私は、リボーンプロジェクト、プログラムコースの訓練生で

す。週 4 日通っていて、一年になります。 

この度、おかげさまで、上記の日程で、自

身初の個展を開くことになりました。絵を

描くのが小さい頃から好きで、いつか個展をしたいと思ってい

ました。（美術の教員免許を持っています。） 

 

 最近は、プログラムの販売会で自分の描いた絵を印刷して売

ったり、リボーン便りにも、mado や M.M と

いうペンネームで、絵を載せて頂いています。

お気づきでしょうか？ 

実際の絵はとてもカラフルです。お時間よろしかったら見に来

て下さい。よろしくお願いいたします。 

中島洋治さん 第 32回共同連会全国大会で 

『「神経症」というミステリー』を発表へ 

リボーンプロジェクト/プログラムコースの中島洋治さんは、9

月 12-13日の第 32回共同連全国大会の札幌で『「神経症」とい

うミステリー』という A5版 40 ページの論文を公表、発表する

予定で準備をすすめています。 

「神経症は理解できない、理解されない、されえない。…そう

断言したくなるほど神経症は難しい」から堰を切ったようにつ

むぎだされた言葉には、ご自身の体験を踏まえた深い洞察の跡

が感じられます。 

この論の白眉は後半の（a）私:主体的自己、（b）近い存在:主

体的他者、（c）中間的存在:主体的他者（または客体的他者）、

（d）遠い存在:客体的他者（または主体的他者）の分析とその

組み合わせのところ。 

中島さんは大学の文学部哲学科を卒業後、編集などの仕事を

し社会人になってからうつ病を発症された。現在、就労移行支

援をうけながら就職をめざしています。「東京都障がい者就業

支援所の会」の作業部会「当事者の会」の代表代行でもある。 

なお、パンフご希望の方は郵送料込 400円でお申し込みくださ

い。電話 03-5963-6888 FAX 03-3906-9997 

★まどかの自己紹介★ 

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 3 名が入居中です。先月入

居されたSさんに引き続き、今月はNさんが女性ホームを体験中です。Nさんの

体験にあたり、挨拶だけの時間を取りたいと、入居中の皆さんにお願いしたら、

ぜひ、お菓子を持ち寄って団欒しましょう！との提案がありました。 

新メンバーの S さんを筆頭に、皆さんでその場を大いに盛り上げて頂き、とて

も楽しいひと時が過ごせました。名ばかりの GH 集会室で、初めて集会できた

と、世話人も感動。N さんは、皆との団欒が決め手で、わくわくかんに是非入居

したい!と言ってくれています。 

就労支援センター北わくわくかん 
登録者 （2015 年 7 月末） ５２１名 

就職者  2 名（コールセンター・PC 入力） 

◆編集後記◆ 

北海道で始まった NPO社会的事業所支援機構の 8.22講演会には西

成の街づくりを進めるナイスの冨田一幸代表と共同連の斎藤縣三

事務局長が発言した。「生活困窮者自立支援法」に欠けている「中

間的就労」の出口について、障がい者等の社会的困難を抱えてい

る人の働く場と労金など社会貢献を進める金融機関などの社会的

金融の支援の両輪で、民間のモデル事業を推進する注目の動きに

労働運動の連合が本格的に関わる。前号のホームレス支援全国ネ

ットの奥田さんの「参加包摂型」の支援法と提案が続いている。 

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。 

まどかさんが初の個展 
『“ふぁんたこりあ”な世界』展 




