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リボン便り
シャケ Zo くん

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。

NPO 法人わくわくかん 第 19 回定期総会

事業所の特徴を明確に！
NPO 法人わくわくかんの第 19 回定期総会が、去る 5
月 23 日、赤羽会館で開催された。
齋藤縣三理事長は、開会にあたっての挨拶で、
「内外と
もに厳しい状況が続いており、障害者福祉を取り巻く環
境はとても安閑としたものではない。そういう中でわく
わくかんが頑張っているのは、みなさんの取り組みがし
っかりしているから。理事会で厳しい意見も出ているが、
総会の中でしっかりと意見を出していければと考えてい
る」と語った。
続いて、定足数の確認、議長、
議事録署名人の選出を行い、職員
の藤井さんを議長として、各議案
の審議に入った。
第１号議案事業報告では、グル
ープホーム、ヘルパーステーショ
ン、相談事業所の住広さんが報告。
グループホームについては、定員
6 名に対し、1 室が空きとなっているがみんな元気に生
活している。ヘルパーステーションは、他の職員の協力
を得ることがあったが、収益につなげることができた。
相談事業は、相談員が増えたことで 1 人あたりの担当す
る件数が減ったが、全体では 100 人近くの方が利用さ
れているといった報告があった。
第２号議案決算報告は、橋爪さんより、活動計算書お
よび貸借対照表から、経常収益計 13160 万円、固定資
産に係る部分を中心に説明があった。
第３号議案監査報告は、安部監事から、計算書等にお
いて、すべて整合性が有り、数値が一致していた旨の報
告があった。昨年度予算については、達成している部門
もあるが、収益を主に出している部門は予算に達してい







ないことから、今後の予算を適正に立てていくには工夫
が必要との報告があった。配食サービスについては、コ
スト削減でマイナスを減らしていくという状況にはない
ことから、理事会でも、今後も問題を検討していくこと
となったとの報告があった。
第４号議案事業計画（案）は、大きな変化のあるリボ
ーンプロジェクト、配食サービス等から報告があった。
リボーンプロジェクトの古場さんからは、他にも就労移
行支援事業所があることから、事業所
の特徴を明確にしていくことで、利用
人数を増やしていくことにつなげてい
くことや、定着支援事業の開設に向け
て準備を進めていくことなどが報告さ
れた。配食サービスの西野さんからは、
利益の拡大とコストの削減について、
中長期的に赤字を減らす運営体制作り
を中心に話があり、新たな取り組みと
して、障害者福祉センターの給食提供を受託したことが
報告された。
第５号議案予算（案）は、橋爪さん、齋藤理事長より
報告があり、主にＡ型の予算および全体での経常収支、
約 13860 万円、について説明があった。
第６号議案役員改選は、山下さんより、河東田理事が
5 月 31 日の任期をもって退任、他の役員については引
き続き継続（案）が提出された。
全ての議案について、承認を得て、審議を終えた。
その後、理事長より、ざっくばらんに意見を聞きたい
とのことで、主に配食サービスやヘルパーステーション
について、実際に働いている方々も含めた意見交換がお
こなわれ、総会を終えた。

６月０９日（土）はたらっくす 16:00～（自立訓練室）
６月０９日（土）愛知県しげんカフェ見学ツアー 主催企業組合あうん
６月０９日―１０日（土）
・
（日）
おちゃのこ祭祭 10：00～ 滝野川会館
６月１６日（水）共同連東北マラソントーク 11：00～エルパーク仙台
６月２５日（月）現場協議会
16:30～（スカイブリッジ）
６月２６日（火）家族懇談会
16:00～（自立訓練室）
＜わくわくかん６月予定表＞
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玉ねぎは、日持ちを良くするために収穫
してから１ヵ月ほど乾燥させて出荷した
ものですが、新玉ねぎは収穫後にすぐに出
荷されています。すぐに出荷するため新玉
ねぎは、皮が薄く、水分がとっても多くや
わらかいです。

(毎月 3 回 8 の日発行）
増刊通巻第 6131 号

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

栄養満点！新玉ねぎ

新玉ねぎの丸ごと煮
＜材料（2 人分）＞
・新玉ねぎ…2 個
・鶏ひき肉…50g
※できれば、もものひき肉がよい。
・しょうが（みじん切り）…小さじ 1
・だし…カップ 2+1/2
・みつばの葉…適量
・酒…大さじ 1
・うす口しょうゆ…大さじ 1+1/2

＜作り方＞
①新玉ねぎは皮をむき、上下を切り落
とす。鍋にひき肉、しょうが、酒大
さじ 1 を入れ、へらで混ぜる。
②鍋を中火にかけ、へらで混ぜながら、
肉の色が変わるまで火を通す。
③だしを加えて沸騰させ、新玉ねぎを
入れて弱火にし、アクを取る。うす
口しょうゆ大さじ 1+1/2 を加えて
15 分間ほど煮たら、適量の煮汁と
ともに器に盛り、みつばの葉を添え
る。

新玉ねぎは玉ねぎと違って辛味が少
ないので栄養素を摂取するのに非常に
向いています。
玉ねぎは、にら、にんにく、長ねぎ、
らっきょう等と同じユリ科の野菜でい
ずれも殺菌作用があり、免疫力が高ま
る食材として認められています。
「１日一個の玉ねぎは、医者を遠ざけ
てしまう…」という格言がイギリスに
あるほど玉ねぎは身体に良い野菜なん
です！
玉ねぎのパワーをご紹介します。
1. 血液をサラサラにし、高血圧を改善
2. 毎日食べれば血糖値が下がる
3. 代謝がよくなりシェイプアップに
効果
4. 血流が良くなり美肌効果
5. 免疫力が高まる
6. 抗アレルギー効果
7. 興奮を鎮めストレス解消
8. 細胞を活性し冷え性を改善
9. オリゴ糖で便秘解消
10. 骨の健康を保つ

今年も、理事会・総会を終了しました。大筋、
7 年間の事業を継
理事会でも事業計画・予算と承認されました。 続し、地域のケアマ
ただ、開設以来 7 年間赤字が出ており、大きな
ネからの紹介の多く
改善が実行できないまま運営を継続してきま
ありそれなりの実績
した。
を残してきていると
法人の理念にある「共に働く」ということに
考えます。赤字とい
最も実践に近い事業所であ
う
地域に根差した事業に徹し
ること、精神障がいの方の経
課
済的な自立を少しでもサポ
題
8 年目迎え方向性を明確に
ートしたいという法人とし
もありますが、個人的には配
ての思いもあり運営を続けてきました。働く当
食サービスを立ち上げた経緯やこれまで配食
事者スタッフも自分自身で働くことで、生活を
サービスがあり地域に根差した事業が出来た
支えるということを希望されています。
ことなどもろもろ含めて検証し、法人全体が目
今年、8 年目を迎えるにあたり配食サービス
指している方向性等も含めて、内・外の方のご
の中長期計画を立て、今後のスタッフの世代交
意見をいただきできながら計画を立てていき
代を見据えて方法性を明確にしていく予定で
たいと考えています。
す。
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自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会

（毎月 3 回 8 の日発行）
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＜外出報告＞～上野～

プログラム紹介 「書道」
4 月 16 日月曜日、書道のプログラム
が有りました。毎月 1 回行っている
もので、墨をすり、毛筆で半紙に書く
本格的な習字です。毎回、課題と自由
課題の 2 つのお題を書きます。今回
のお題は「若葉」です。一見、何の事

4 月 11 日外出プログラムとして上野に

は無いのですが、バランスをとるのが

行きました。ラジオ体操もそこそこに

難しく何度も練習しました。その甲斐

して、王子駅に行きました。王子駅か

あってか、それなりに出来ました。自

ら京浜東北線で上野駅公園口前改札へ、

由課題は今回参加者が少なく「自由」

裏目的のシャンシャンを見るためにま

「朧」「爆発」3 点でした。いずれも

ず整理券をもらうために、動物園でチ

個性が現われた達筆でした。
（Y.O、 Y.H.）

ケットをゲット、主目的の東京国立博
物館でアラビアの道（サウジアラビア

〈卒業にあたって〉

王国の至宝）を見ました。シンドバッ
トの冒険のごとく金銀財宝がザクザク

私は 5 月いっぱいで響を卒業する予定

と思ったら、ローマ帝国時代の石柱な

です。響での思い出はたくさんあります。

どの展示が、前半をしめ、砂の地域だ

まず響は朝の掃除から始まります。そし

から、石も特別なものなのかと考えました。少し早め

て毎日決まったプログラムを行う、そんな生活を約 1 年

の昼食を食堂で取り、少しフリータイム。時間になっ

半過ごしてきました。そんな 1 日 1 日が一番の思い出だ

たので合流場所で、落ち合い、動物園に行きました。

ったように思います。優しい響のメンバーさん達に恵ま

裏目的のシャンシャンを見るために、列に並びました。

れてとても感謝しています。私はこれから B 型の作業所

シャンシャンは、木の上で寝ていました。
（ちなみに、

へ行きます。慣れない環境で不安もありますがやっと働

シンシンは、
『リアルたれぱんだ』していました。）時

けるという嬉しさもあります。そして次のステップとし

間制で見終わった後、みやげ屋をひやかし。時間もき

て A 型作業所の就労を目指します。これから大変なこと

たので、京浜東北線でそれぞれの駅でおりる、現地開

もあると思いますが、響での楽しかった日々を思い出し

散となりました。充実した 1 日をすごすことが出来ま

て頑張ります。ありがとうございました。

した。

（A.K）

（M.S、O.K）

＜パンケーキ作り＞

混ぜます。これが、意外と体力を使いました。次は焼
き。フライパンホットプレート 2 台を使い、何枚もの
パンケーキを作りました。皆で作ったパンケーキ。焼
き加減も調度良く焼ました。いざ食事タイム。メープ
ルシロップを大量にかけて食べる人もいました。→W
さん。皆で食べるパンケーキは、より一層美味しかっ
たです。とても楽しい時間でした。
（O.M）

響には「○○さんの時間」というプログラムがありま
す。このプログラムはメンバー、スタッフの中で誰か
1 人を決めて、その人（○○さん）のしたいことを何
でもできる時間です。今回は K さんの「パンケーキ作
り」でした。
まずは生地作り。大量の粉と玉子をまぜ、のびるまで
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「ジョブスキルトレーニング」
」
年度の切り替わりに職員の変更もあ
りましたので、一部のプログラムを 4
月からリニューアルしています。今回
は、その中から「JST」をご紹介しま
す。
「JST」とは、Job related Skills
Training の頭文字を取ったもので、職
場における基本的な対人マナー等に
ついて、ロールプレイをしながらコミ
ュニケーションスキルを習得するこ
とを目的としたプログラムです。初回
の 4 月は『会話をさえぎり、用件を伝
える』をテーマに行いました。ここで
は、自分が報告をしようとしたら、上
司が他の方と話をしていて終わりそ
うにないという設定をしています。本
来なら、相手の話をさえぎるのは大変

失礼なことですが、急ぎの用件等は
話を止めてでも伝えなければならな
いときもあります。そんな場面で、
相手を不快にさせずに用件を伝える
ときのポイントを整理し、ロールプ
レイで実践していただきました。
このトレーニングでは、働くよう
になったときに想定されるような場
面を設定し、今のうちから練習して
おくことで、実際の場面でも慌てず
に対応出来るようにすることを目標
にしています。月 1 回のペースです
が、いろいろな場面設定をして、リ
ボーンにいる今から日々の訓練で練
習をたくさんしていただき、自信を
つけてもらえたらと思っています。

こんにちは。4 月にわくわくかんに入
社した U と申します。リボーンプロジ
ェクト、ボランティア響会で勤務して
おります。昨年までは都内のクリニッ
クのデイケアで働いておりました。よ
り具体的な社会復帰支援に携わりたい
と考えていたところ、縁あってわくわ
くかんで働かせていただくことになり
ました。

ビジネスマナー担当の
新人です！
現在週 1 回ビジネスマナー講座を担
当しております。これまで『挨拶』
『身
だしなみ』
『敬語』などをテーマとして
取り上げてきました。特に敬語は、普
段から使うことで身に付くものです。
先日、講座で覚えた敬語を訓練生の方
が早速使ってらっしゃるのを聞きまし
た。その姿が普段よりも凛々しく見え、
とても嬉しかったです。これからも、
すぐに使えて役に立つマナーを取り上
げていきたいと考えています。

1 年ぶりに茶話会を開催
1 年ぶりに 5 月 8 日に茶話会を行ないました。日頃は、就職に

・皆の近況や考え

向けて業務訓練や就職活動に奮闘している日々ですが、茶話会

ていることがきけ

では普段の日常から少し離れて、気分転換の目的でもあります。

てよかったです。

普段はコミュニケーションを取るといっても、休憩時間ぐらい

お菓子やのみ物が

しかなく、それぞれ個々の過ごし方をしているので限定的な会

たくさんでたこと

話になりがちですが、お茶を飲みながらテーマに沿って話を進

に驚きました。

める内に、話が弾んで意外にも情報交換の機会に繋がることも

（S.A）

あります。今回は堀副理事長や新任の U スタッフを迎えて、和

・茶話会は、皆の前で発表をするのは、緊張したが、これも良い経験

気藹々と話が弾み、親睦を深められる時間となりました。

だと思って頑張りたいと思う。職員の方に質問をして、リボーンに入
った理由を聞けてよかった。（K.H）

＜茶話会の感想＞

・業務の感じとは違うふんい気ですが、このリボーンの感じも良かっ

・2 回目の実習をする場所が自分にできるか心配になっているのを言う

たです。（S.H）

ことができました。自分が感じている事があるのに気付き、それを発

・近況についてで１人ずつ発表したのですが、皆さんとても真面目で

表できてよかったです。（K.S）

偉いなと思いました。皆さんの近況報告を聞いて自分も頑張らなけれ

・今回のことで自分が何を学べたか理解できていなかったかなと思い

ばと思いました。職員の方の福祉の仕事に入ったきっかけや、興味の

ます。
（U.F）

あることなどの話を聞けて有意義な時間を過ごせました。（K.Y）

・私は今、糖質制限をしているのですが、お菓子の誘惑には勝てませ

・皆さんの色々な話が聞けて良い時間でした。ありがとうございまし

んでした。どうしてリボーンで働く事になったか等のスタッフさんの

た。（S.K）

お話が聞けてよかったです。（K.M）
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急増した A 型事業所数
年

事業所数

利用者数

2010

447

3,596

2017

9,814

66,894

「Ａ型の大量解雇問題を考える～地域で支えよう！

れがなく、賃金

障害者のＡ型雇用～働きたい人が働ける社会を目指し

未払いに加え、

て～が滋賀・草津市で５月１９日午後から開催され

解雇した利用者の次の受け入れ先をさがす責務を果た

た。

さなかったという。

記念講演は、久万真毅記者（山陽新聞社）が「全国

特別講演には全Ａネット理事長の久保寺一男さん

で起こるＡ型の大量解雇問題、取材の中で見えてきた

は、ヤマト財団や日本財団の助成金でＡ型事業所の実

こと」を報告しまし

態調査や良きＡ型のあり方のフォーラム開催を報告し

た。大量解雇は、倉

た。特別報告はＡネットあいち（ＡＮＡ）理事長の齋

敷市のあじさいグル

藤縣三さんから「事業所が単体でなく共同で仕事を受

ープ 283 人、福山

注でき、販売を共同できる仕組みをつくろうと考え、
～山陽新聞特集見出し～

市の一般社団「幸せ

愛知障害者就労共同受注ネットワークを設立した」と

の庭」106 人、倉敷市の㈱フィル 170 人、愛知の

報告があった。

㈱障害者支援機構 153 人の実情などがなまなましく

続いて、シンポジウム、「地域で支える障害者のＡ

報告された。2010 年代非営利法人が多かったＡ型

型就労」が滋賀県就労継続支援Ａ型事業所協議会（Ｂ

は 2017 年には株式会社が過半数を超え、図表のよ

ＡＮ）代表 中崎ひとみさんの司会で、㈱ＤＩＰＰＳ

うに急増した。岡山がダントツだが、あじさいの解雇

の清水崇志さん、湖北の就業・生活支援センターの阿

通知～破産に対し、岡山労働局と倉敷市は迅速に対応

藤誠介さん、滋賀県相談支援協議会の松岡啓太さんと

して再雇用につながったのに対し、フィルの場合はそ

の間で交わされました。

ともっと事業体が「共に働くフォーラム」

協同組合の連携機構(JCA)が出発！

ワーコレ系の５団体が現場交流

～地域の課題の解決に向けて設立～
日本協同組合連絡協議会（以下「JJC」）は、２０１８年
４月１１日、新たな連携組織「一般社団法人

東京のともっと事業体が「共に働くフォーラム」を 6 月 3 日（日）
午後１時半から府中市のル・シーニュで開かれます。この事業体は、
ＮＰＯ法人こすもす、ワーカーズ・コレクティブスーユンタン、Ｎ
ＰＯ法人コンチェルティーノ、共に働くワーカーズえんこらしょ、
一般社団法人ワーカーズ・コレクティブぷろぼの工房からなってい
ます。
協同労働、協同経営、協同出資の働き方であるワーカーズ・コレ
クティブの中には、社会参加に困難を抱える方々とその人らしく働
く場として、共に事業をおこなっている事業所があります。たくさ
んの共に働く現場を知って一歩踏み出そう！という企画です。
また就労継続支援Ｂ型事業所などの福祉的就労との連携、生活ク
ラブ生協との連携を通して「共に働く」という働き方がさらに広が
ることをめざし、障がいがあっても無くても共に暮らす社会の実現
を進めようとしています。
パネラーと取り組みは以下の通りです。
池田敦子さん（ＮＰＯ法人ＶＩＶＩＤ）高次脳機能障害者を中心と
した就労継続支援Ｂ型事業所運営／山本真也さん（ワーカーズ・コ
レクティブ轍あい）生活クラブ生協の配送業務委託事業／加川佐智
子さん（ワーカーズ・コレクティブ Harmony）生活クラブ生協の
デポー業務受託事業／重田益美さん（共働事業所よって屋）片付け
事業を準備中／コメント村上彰一さん（生活クラブ生協東京専務理事）
主催：ともっと事業体 共済：東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合

日本協同組

合連携機構 (略称：「JCA」)に変わりました。
経済がグローバル化する中、貧富や機会の格差とその拡
大、孤立などが世界共通の課題となっています。また、わ
が国には、人口減少・少子高齢化による協同組合が、地域
の課題に取り組み、“持続可能な地域のよりそいくらし・仕
事づくり”に取り組むことを目標にスタートしました。
わが国の協同組合には、約６，５００万人が組合員とし
て加入しています。業種は農林水産業・購買・金融・共
済・就労創出・福祉・医療・旅行・住宅など多岐にわた
り、事業高は１６兆円にのぼります。さらに世界では、協
同組合の組合員数は１０億人超、事業高は２９２兆円に及
び、地球規模で協同組合の存在感が高まっています。
地域に目を向けると、原発事故で汚染された土壌スクリ
ーニング活動、組織の特性を生かした環境保全活動、高齢
者のための仕事おこし、子どもの居場所づくりなど、異な
る業種の協同組合が連携して社会的課題の解決に取り組ん
でいます。JCA は、日本の協同組合の力を結集して、各地
の協同組合間連携支援や政策提言を行い、社会的課題の解

●事前申し込みを！連絡先 メール probonokobo@gmail.com,

決に貢献したいとうたっています。
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米朝会談の開催場所にシンガポールが挙がりました。どんな街
か、2 年間滞在した K,H さんに書いてもらいました。（編集部）
シンガポールに滞在していたのは、私が高校生の時、

のではないか？

もう 10 年以上前のことになるので現在のシンガポールと

と思うこともあ

は多少異なることもあるかもしれないが、私がシンガポ

る。そして、こ

ールという国について思うこと、感じることを書いてみ

の額がとても高

たいと思う。シンガポールでは、主に中華系・インド

い。日本にも、

系・マレー系の 3 民族が生活している。

禁煙や、街内美

シンガポールの面積は東京 23 区と同程度の大きさなの

化を訴える広告

で、とても狭い領土に 3 民族が共存しているということ

はあるが、シンガポールのように罰金の記載はないの

になる。地下鉄で少し移動すると、街の景色が全く違う

で、日本でも罰金制度をもっと採用すれば、街がもっと

光景になることも珍しくない。こんなに狭い空間に、異

美しくきれいになるのではないかと、思うこともある。

なった考え方や文化を持つ人々が共存しているのは、世

シンガポールの法律はとても厳しく、国民から不満が

界的にみてもとても珍しいことであろう。

でることもあるかもしれないが、厳しい法律を保ってい

また、世界では、宗教や人種・考え方が異なるという

るからこそ、治安が良く、美しいシンガポールが成り立

ことで、戦争に発展することもあるのだから、シンガポ

っているのであろう。人々を統治するには、時には厳し

ールの治安がとても良く、争いも殆どないということは

くすることも必要なのである。

奇跡的である。

なお、日本であまり知られていない、シンガポールの

では、なぜシンガポールの治安が良く、国の統治がう

豆知識を 2 つほど紹介しよう。なんと、シンガポールに

まくいっているのだろうか？

は、マーライオンが 5 頭いるのだ！

シンガポールの法律は、とても厳しいことで知られてい

またシンガポールでは、かつて日本軍の進軍により、

る。死刑制度もあり、麻薬密輸で有罪になると、死刑の 大量の虐殺が行われ、それを追悼する碑の立つ公園があ
み適用されるそうである。また、街には罰金の公告が張 り、私は行ったことがある。若い時（高校生の時）に、
り巡らされていて、「喫煙をしたら罰金○○シンガポー そのような貴重な経験が出来、良かったと思う。
ルドル」とか、「ごみを捨てたら罰金○○シンガポール

世界中が、シンガポール社会のように、各人が共存し

ドル」という看板が目に付く。こんなに沢山看板が設置 共に支え合って社会を構成していく、そんな世の中にな
されていると、街を歩いていても、息が詰まってしまう ることを祈るばかりである。
私は 2011 年に入職し、ずっと配食
年前から姉の勧めでゴルフを始めていま
現場からのひとこと⑫
サービスで働いています。
す。これがとてもストレス発散、気分転換
7 年ほど経ちますが、振り返ってみ
になります。友人、家族とのゴルフは和気
ると本当に多くの人に支えられて来たなぁとつくづく思
あいあいとくだらないことを言いながら緑の中でボール
います。職員の出入りがとても多く、変わるたびに大変
を打って 1 日過ごしてます。全く知らない人とも回った
な思いをしましたが、A 型で働いているみんなが頑張っ
りします。人見知りなので最初は緊張しますが、昼食く
てくれ、1 日 1 日どうにか働くことができました。
らいには仲良くなってます。
今まで何回か共同連の大会などに参加しましたが、障
ゴルフをやっている時はほとんど仕事のことは考えて
がいのある人もない人も共に働くという考えには非常に
いません。自分の打つ球、フォーム、コースのことでい
共感しその考えのもと働き続けたいと思っています。実
っぱいだからです。このまったく忘れるというのが気分
際、私は出来ないことがとても多いです。私が風邪など
転換にはとてもいいようです。
で休んだ時もみんなが頑張ってくれます。私はみんなに
これからも色々なことがあると思います。A 型のみん
迷惑をかけないよう時に楽しく、時に厳しく働き続けて
なに支えられながら自分の体調にも気を付け、1 日でも多
いきたいと思ってます。
くみんなの笑顔が見られるといいなぁと思います。
仕事なのでどうしてもストレスは溜まりますが、私は 2
わくわく配食サービス K
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