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拶 2013年も宜しくお願いします。
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くまもと障害者労働センター
代表 倉田 哲也

さて、私どもくまもと障害者労働センターは、
今年 28 年目を迎えます。
昨年末の餅つきは、新
たに加わった５名の仲間と共に賑やかなひと時
となりました。
人が増えてきたことを実感でき
る一年ではありましたが、一方では共生･共働の
理念・足元を確かなものにすることも求めら
れてきた年ではなかったかと思います。
行政の施策も、これまでの「障害者自立支援
法」
にかわり、
「障害者総合支援法」
が、今年 2013
年４月１日から実施されますが、その基本理念
には
「法に基づく日常生活・社会生活の支援が、
年末恒例 ORANGE CAFEでの大餅つき大会。
みんなでぺちぺち。
共生社会を実現するため、社会参加の機会の確
保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること」
が掲
げられています。
中身はともかくとして、ここにも共生の言葉があります。
しかし労働センターが目指す
共生、これまでこだわってきた共働とは、障害の有無にかかわらず個々の得意な事を仕事として、苦手な
事は他の人とカバーし合っていくことです。

それが、
「人を尊び、差別のない共生･共働の社会を目指す」
くまもと障害者労働センターです。
本年もくまもと障害者労働センター一同頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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第３回 お れ ん じ 村 だ よ ！

昨年 10 月 7 日、恒例の秋祭りを

長嶺ふれあい秋祭り開催

開催しました。長嶺南 2 丁目ふれあ
い公園での開催も３回目（1 回目は
雨で身障センターになりました）に
なり、去年より多く、２５０名以上の
方に参加して頂けるイベントとなりま
した。
当日は、晴天に恵まれて屋台（特
にかき氷はもうパニック）
、月出小学
校の月出 BB キッズのビッグバンド、

今年そろえたはっぴで、くまもんダンス。毎日練習した技で会場をわかせました。

西原中学校の合唱、おじさんバンド

The Sessions などのステージ発表、
コーラの早飲み大会、
くまモンダンス、
抽選会と盛り上がりました。
協賛金や協賛品を下さった事業所の皆様、本当にありがとうございます。また、ステージを飾ってくだ
さった出演者の皆様、本当にありがとうございます。おかげさまで、とっても良いお祭りにできました。
そ
して、
参加してくださった地域の皆様、
もっともっと楽しくするので、来年も是非ご参加下さいね！！

メインイベントの特賞が当たった瞬間。おめでとう！少年。

地元小・中学校のステージ発表も大盛況でした。

共同連マラソントークお知らせ

にするようになりました。
しかし、実際には「健常者」と「障害者」、施設では「職員」と「利用者」
と分かれ、
「 共生」より「共存」に近い現状があるように思えます。
障害のある人の問題だけではありません。難病者、ホームレスの人、ニート
やひきこもりと呼ばれる人など、現代の社会から排除され、生きづらい状
況にある人々がいます。
そうした人々も、切られず、分けられず当たり前に働ける場所。
そんな場所が広がっていけば、共に生きる社会が少しずつ現実のものに
なっていくのではないでしょうか。
この機会に、皆さんが日頃感じていること、本当に誰もが安心して生きて
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いける社会とは何なのか話してみませんか？

日時：２０１３年２月１６日 土(曜日
１３時～
場所：熊本学園大学 号館
高橋守雄記念ホール
内容：講演と討論

たくさんの人々が生きる現代。その中で「共働」
「共生」という言葉をよく目

参加費無料・どなたでも参加できます

共に働き、共に生きる社会。皆さんはどう考えますか？
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11 月から勉強会 実習・見学コーナー

望年会の感想

労働センターはおかげさまで、障害の

おかげさまで、実習や見学の問い合わ

事務部三森です。
「私は、今年で労働セ

ある人ない？人あわせて 28 名が働く場に

せを頂くことも多くなり、10 月から 12 月ま

ンターの忘年会は２回目でした。今年は

なりました。毎日忙しく目の前の仕事をこ

で、できるだけうけいれてきました。その

私が幹事を務めましたが、他にも三人、幹

なしていく毎日ですが、少し立ち止まっ

なかから感想などをおりまぜて、少しご

事が居たので、あんまり負担は無かったの

て、「くまもと障害者労働センター」って

紹介させてもらいますね。

ですが、島櫻っていう居酒屋さんに電話で

何？を考えてみよう！ってことで、勉強会

まずは熊本支援学校中等部のお二人。

を開くことにしました。まずはセンターの

二人とも最初は緊張

成り立ちから。保田窪時代を中心に、代表

していましたが、す

の倉田より講義をうけます。みんないつも

ぐにみんなとうちと

より神妙な面持ち、じゃなく楽しげです。

けて、初めての職場

労働センターが当たり前にあったのでは

実習を頑張ってまし

の予約や、普段から労働センターに関
わってくださってる役員の方々に、出欠の

た。以下、感想です。
「おかし作りが楽し
かったです。大変お
せわになりました。あり

確認の電話を基本私がしたので、緊張し

が とうご ざ い ま し

ました。心臓がバクバクでした。でも、お店

なく、障害を持つ当事者の地域で生きた

た。」
・・・M.Tくん。「現

に予約を取る電話や役員の方々に確認を

い！という想いによって成り立っているこ

場実習おせわになりま

取る電話は、今までした事が無かったの

とを勉強しました。

した。お菓子 作りやカ

で、予約や確認の電話を出来るようにな

続いて、夜の ORANGE CAFE で、労働セ

フェでの実習がたのし

り、少し大人になったかなぁーって思いま

ンターだけのことじゃなく、熊本の障害者

か っ た で す。」・・・

した。それと、お店も良い所を予約出来た

運動の歴史を学ぼうということで、1960

M,Kくん

かなって思いました。料理も美味しかった

年代後半の頃からの話を、百田さんより

労働センターでの経験が、少しでも今後

し、皆でわいわい盛り上がれたので楽し

聞きました。こちらはなかなか神妙です。

の二人のお役に立てたらうれしいです。

青い芝の会、わっぱの会、共同連、みちし

続いて、見学です。地元の方をはじめ、

お会・・・今でも交流のある団体もあり、

遠くはわざわざ大分県からも見学にこら

そうなんだぁ・・・と聞いています。特

れました。写真は熊本市北区の民生委員

に青い芝の会のことは、今回初めて知った

のみなさんです。昨年に引き続き 2 回目の

人もいて、『今度は「さようなら CP」を見た
い！』という声があがりました。また、今で
も熊本で活動している、ホープ印刷さん、
ふくし生協さん、ライン工房さん、ヒューマ

かったです。幹事を務めた皆さんお疲れ

ンネットワークさんとも、根っこではつな

様でした。次回は、私もできたら二次会参
加したいです。」
製造部磯脇です。「労働センターにき
見学となりました。カフェで食事をされ、お

て、１０ヵ月たちまして、初めての忘年会。

れんじ村事務所・工場を見学後、代表倉

とても楽しく、記憶がないくらい、とても

田のお話を 1 時間程させて頂きました。民

楽しかったです。」

生委員さんは様々な支援などが必要な方

販売部松村のり（ニューフェイス）で

がっていることも知りました。やはり、こう

と接する機会が多いと思います。そんな

す。
「僕は初めて、１２月からおれんじ村に

いう機会をもたないと、これからの運動

時に私たちとの出会いを、いろんな選択肢

来て、５日目で忘年会に参加しました。そ

を担う人材に伝わっていかないことばか

のひとつにして頂けたらうれしいです。

れで忘年会も、初め

りです。参加者からは「よかった」という

これからも、できるだけ実習や見学を受

てでいろんな料理が

声が多く、継続的に続けていくことを決め

け入れていきたいと思っています。機会が

出たり、緊張したり

ました。少しずつでも学んでいって、日頃

あればどうぞ声をおかけ下さい。出会いこ

しました。すごく楽し

の活動にいかしていこう、と思った勉強会

そが私たちの財産ですので、喜んでご対

かったです。」

でした。

応させて頂きますよ。

追伸：12 月、1 月も継続中！！です。

-3-

ORA

NGE

C
通信 白亜祭出張カフェ AFE
カフェ 上村より

『第 48 回白亜祭、初めて参加したのですが、コーヒーがよく売れました。
大

学生も多かったですが、一般の方もたくさんきてました。
手話教室に来ている大学生がきてくれ
て、手話を指文字なんかを使っていてうれしかったです。
昼ごはんは、焼きそばを買ってたべて、
おいしかったです』
カフェ 松尾より

『朝から雨が沢山ふってて、せっかくの祭りが・・・と思っていたら、大学

生はとても元気で、こっちまで元気になれました。
販売は、淹れたてのホットコーヒーやシフォン、
くまモンクッキー、アンダギー、FTのチョコレートなどで、寒かったのでコーヒーが良く売れまし
た。
コーヒーを作っていた上村さんは大変だったでしょうね！
（笑）
手作りの看板を持って、大学生に負けないように呼び込みするのも楽し
かった♪
「倉田さんが講演に来たんですけど！」
と、
小学生の女の子とお父さんがお客さんで来てくれて、
おれんじ村の活動が広がっている
ことも実感しました。
色んなイベントに参加し、
おれんじ村を知ってもらえたらいいなと思います。
』

K!! おれんじ村ウェブサイト
C
E
CH
リニューアルしまたよ！！
IT 部のお仕事開発に、おれんじ村の自前ウェブサイトを公開しました。
まだ作成
中のページもありますが、是非のぞいて見てくださいね。
まだまだ素人が作っている
ので、
いたらない点などご指摘頂くと嬉しいです。
そして、
長年サイトの面倒をみて下
さった office webrun さんありがとうございました。 IT 部頑張りますので、どうぞ
応援宜しくお願いします！！

http://www11.ocn.ne.jp/～with1985

NE
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このおいしさもサプライズ！
？

オリジナルくまもんクッキー新発売
この 10 月からおれんじ村のオリジナル製品が増えました。
全国区
になっちゃったくまもんの人気にあやかったパッケージのクッキー
です。
味はプレーン・チョコナッツ・甘夏・カフェオレナッツの4 種類。
当然国産小麦、
フェアトレードカカオ、
水俣産無農薬甘夏などを使用
したこだわりの一品です。
おかげさまで、製造が追いつかない売れ
行きです。
おとぼけくまもんのパッケージをみかけたら、
「今さらく
まもん～？」
なんて思わず、
どうぞご賞味くださいね！！
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お礼とお願い

12

私たちの共働事業は、障害のある
人もない人も一緒に働いて、厳選し
た材料を使用し、安全なお菓子を製
造し、皆様のお手元へ届けることで
成り立ちます。
この３か月で、延べ か所の事業
所やイベントで販売をさせて頂きま
した。
紙面上ではありますが、厚く御
礼申し上げます。
いつもごひいきに
して頂き、
ありがとうございます。
おかげさまで、 年中は順調にす
ぎました。
今年度も残すところわず
かとなりましたが、どうぞ今後とも
よろしくお願い申し上げます。
製造部＆販売部
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編 集 後 記

年度３号は、 月～ 月のこと
をまとめてお届けします。
前号の目
標に３か月毎の発行を挙げました
が、おかげさまでなんとか今回は達
成できました。
今回の記事には間に合いませんで
したが、年末には新しいメンバーが
増えたり、カフェのイベントを開い
たり、たくさんの方の見学を受け入
れたりしました。
次号では特に新メ
ンバーをご紹介しますね。
ブログ
「おれんじ村の村民日記」
も
よろしくお願いしますね。
久島＆藤堂
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