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花見に行きました。
3 月 28 日、おれんじ村のみんなで動植物園に、花見に行ってきました。私は当日病院診察日だったので、
病院の診察が終わってから現地に向かいました。現地に着き、みんなが来るのを待っていました。天候も
良くて、汗が出るくらい暑かったです。暑い中、みんなが弁当を持ってやって来ました。桜の花も満開で、
花びらも風が吹くとチラチラと舞っているのを見て「きれいだなぁ」と思っていました。みんなとワイワ
イ騒ぎながらの弁当の味は、実においしかったですよ。
文：久島雅樹

産まれた？

ぴ〜す
乙女４人組。

玉ば取りにいかなん

初バス
ドキドキ︒
！！

花よりオードブル。

この後松尾は靴にやられる。
足がじゅくじゅくになります。

ボーリングって
食べれるの？
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共同連全国大会熊本大会実行委員会結成。

私 たちは出会うべくして
共同連に出会いました 。
３月１５日の午後、熊本学園大学１４２１教室は、ユニー
クな雰囲気に包まれていました。集まった顔ぶれも、運営
の初々しさ？も、何か新しいことが始まっていると感じたの
は私だけでしょうか？
文：ＴＵＮ
実行委員長に決まった代表の倉田。
共同連の第３回全国大会を阿
蘇で開催したのは労働センター
ができたばかりの年でした。熊
本で開催するのは４度目となる今
回の全国大会をきっかけに、障
害者だけでなく社会的困難者も
含めた共働共生の共同連九州ブ
ロックを結成しましょう！
講演の大場和正さん（大牟田市
障害者協議会）。
原点となったのは学校を卒業し
た時、障害のない、あるいは軽
度の障害の同世代の人と自分は行き先が違うということでし
た。こんな思いを次の世代にさせたくないと、１９７９年１２
月に大牟田市障害者協議会を発足、３障害の当事者・家族・
支援者の立場を超えて一緒に活動するための相互理解のた
めの学習会を３年ほど続けた後、就労を中心に取り組もう
と、一般就労でも福祉的就労でもなく、共に働く正に今、
共同連が言っている社会的事業所を作ろうと、行政と掛け
合い、リサイクルの業務委託を請け負いました。その時言っ
たのが、「まともな契約、まともな金額を払うなら、まとも
な仕事をします」と。それでハローワークを通じて障害者を
雇用するので、全く「会社」という感覚で、障害があろう
となかろうと、責任に応じた給料を払っています。その後、
商工会議所から分別用ゴミ袋の配布を請け負ったり、文化
施設等の指定管理者を受けたり、またと仕事を増やしていま
すが、今後はインフォーマル支援（見守り）等も仕事になら
ないかと考えたり、大牟田市障害者協議会単独ではなく、
他の団体・企業とコラボして仕事を取っていく必要を感じて
います。
これまでの経験で、工賃倍増は福祉の枠の中でやるとう
まくいかないと思っています。
「社会的事業所法」という法律、
パソコンでたとえるならＯＳができることで、地域独自のソ
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フトを入れて活動を広げられるのではないか、競争主義、能
力第一主義の労働の文化を変えられるのではないかと、期
待しています。
講演の斉藤縣三さん（ＮＰＯ法人共同連事務局長）。
２００５年に滋賀県で社会的事業所制度ができましたが、
日本国内での法制化はその後一向に進みません。その間に、
お隣の韓国や台湾では、通貨危機の影響もあり、社会的企
業が年々増加しています。日本の障害者施策を手本にしてい
ると思っているうちに、今や日本が遅れをとってしまっていま
す。この３年、生活困窮者自立支援法に期待していましたが、
やはり訓練→ハローワーク→一般就労の道しかなく、ハロー
ワークからはじき出されている人が大勢いる現実に対応して
いない。障害者施策も相談支援が中心で、相談されても行
き場がない現実は解消されない。法制化が困難な今、改め
て運動として作り直す方策を考えなければなりません。
社会的事業所とは…仲間として働く、雇用契約を結び経
済的保障を伴う所得分配をする、皆で経営を担い、「共に」
の意識を共有する…その実例を、九州でも早い時期に大牟
田の実例がありますが、ご存知でしょうか？…共同連で認
定する制度なども考えています。
講演の後、大会スローガンや会場・日程・運営のことな
どを話し合い参加者の自己紹介となりました。
労働センターが全国大会の事務局をするって !? そりゃ大変、と
とりあえず駆けつけてくれた熊本の各団体からアピール。
大場さんの話を聞きたくて。九州ブロック福岡支部は取りあえず
私たち２人でもつくりますよ。
皆で働いて生活していける場を何とか作ろうと、宮崎でやってき
ました。そんな中で、共同連には出会うべくして出会いました。
労働センターの方が数か月前ひょっこり訪ねて来られて、九州で
のつながりはそれからです。
今、共同連は若手の育成ということがよく言われますが、斉藤さ
んにしろ私にしろ、共同連の初期の段階からかかわっていた人は、
年齢は若くても「若手」と言われたことはなかった。一定の形が
できた後に入ってきた人が「若手」と言われるんだと思います。
現状がおかしいと思ったら飛び出してでも新しい運動をつくる人
になってください。
私はいろいろな団体のお世話をしていますが、共同連は昨年の
新潟大会に参加したのが初めてです。だから年齢は行ってます
が、何も「わかって」ないから「若手」です。よろしく。

以下、メモった語録が面白すぎてレポートしきれません。今
後月１のペースで実行委員会を開きますので、実体験してみ
ませんか？→電話
まで。

096 -382- 0861

追伸：この日の司会を務めたのは、前日までホワイトデーギフ
ト作りに追われていた製造部のおふたり。いつも白衣にマス
クで顔もよくわからないけど、こんなにキュートだったんだ！
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ついに『共生ホーム元気』が復活！！
障害者の地域での
自立生活を体験する場を作りたい
との想いから、
代表の倉田哲也が個人で始めた『共生ホーム元気』
。
多くの障害者の自立生活を実現しながらも、個人での運
営では限界があり惜しまれながらも閉じてしまった『共
生ホーム元気』がついに労働センターの自主事業として
復活しました。
『共生ホーム元気』では、自立生活を体験できる場と

態での開始となりました。これから始まる『元気』の住
人の想いを応援してください。
特に以下の物の寄付を募集しています。

寄付のお願い m( . . )m
ご自宅に余っている物ありませんか？
よかったら譲って下さい !
・ダイニングセット

テーブル
（１セット）
椅子

してだけでなく、障害者の住まいの場を確保することで

・テレビ（１台）

障害者が望む地域での自立生活を実現してい

・電子レンジ（1 台） ・ガスコンロ（２台）

きます。

・照明器具（４個） ・電気ポット（１個）

しかしながら、『共生ホーム元気』は、グループホー
ムやケアホームの対象にならない方（生活困窮者や障害
の認定を受けていない方）など、制度のはざまにある方
にも対応するために障害者福祉サービスや助成

などまったく受けずに運営をしていきます。その
ため、ほとんどお金がなく、家具、家電など何もない状

・布団（３枚）

・掃除機（２台）

・外に置く物置

・他日用品 etc...
皆様のあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、
お願い申し上げます。
おれんじ村一同

新人さん紹介♪
シャイな武富さんのかわりに
ばっちし顔だしの松村さん。

販売 労働センター「ここにあり」
文：恋するフォーチュンクッキー
結成集会の販売は、ゆっくり販売する事ができました。販売場所が、
部屋の中で集会を聞いていました。休憩時間になると他の事業所さ
んが買いに来て頂きました。「竹炭豆」が止められなくて好きなんよ
ねーとか聞いていると、なんだか、嬉しくなりました。大会本番は、
結成集会の何十倍・何百倍もの人が来ます。そしたら、相当大変だ
ろうな～と思いました。
大会本番の時は、他の事業所さんも「販売」されるので、労働セ
ンターも他の事業所に負けない位頑張って、売らなくてはいけませ
ん！労働センター「ここにあり」を全国にアピールしたいです。

武富 早紀子さん（たけどみさきこ・女性）
１０月から宵カフェや土曜日にカフェを手伝わせて
いただいてました。４月からは正式にセンターの仲間
入りをすることが出来ました。
知識や経験のないペーペーの私ですが…仕事をし
ていく中で吸収していきます。いろいろとみなさんに

夜♥ 共同連夜の部・交流会

は迷惑かける事があると思いますがそのときは優しく

共同連の結成集会の後一 Ken 家のぶやすという所で交流会があ
りました。
交流会に参加された人数は、20 ～ 30 名ぐらいでした。雰囲気は
楽しそうな雰囲気でした。ぼくは、どんな人と会えるのかな、自己
紹介は、緊張するなぁとどきどきしながら交流会に参加しました。
交流会が始まって、キッチンかすがいの M さんという人と名刺交
換をした後に熊本名物や名所の話をしました。緊張して、頂いた名
刺を見ずにお話しをしたんですが、からし蓮根を食べたことがあると
言われたので、「わ、熊本の方かな」と思いました。けど今日名刺
を見たら愛知の方でした！てへぺろ。
心配の自己紹介は、みなさんから「長い」とつっこみが入るほど
べらべらしゃべりました。話しすぎたのは失敗だったけど、アピー
ルにはなったので成功です。
僕は、共同連の交流会は、2 回目の参加だったので、それでも
緊張しましたが、とても楽しかったです。共同連の本番では、色々
な人と交流したいと思います。

くお願します。

文：ミッキーボーイ

教えていただければと思います（＾＾；）
何事にも体当たりしてがんばっていきますのでよろし

ちょっと控えめですが宣伝です。
子どもの日限定セット
子どもの日限定動物ポーチシリーズが再び登場します！
今年はポシェットになっている動物の中に一口サイズのサー
タアンダギーが入っています。おいしくお菓子を食べたあとも、
かわいいポシェットを使う楽しみがあって２度楽しいですよ！
子どもの日のプレゼント、ご入学のプレゼント、自分へのプ
レゼントにいかがでしょうか？数に限りがございます。見かけ
た方はお早めに・・・

♥

製造部一同
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公告
２０１３年１０月２５日に熊本市により行われた社会
福祉法人に対する指導監査において、当法人の訓練
等給付費の請求に重大な過誤があると指摘されまし
た。２０１４年１月２４日の理事会・評議員会におい

交流事業は労働センターの大切な仕事のひとつです。
県下の小・中学校が主ですが、呼んでいただければ
可能な限りどこへでもおじゃまします。感想を送って
くださった中から、一部紹介させていただきます。

て役職員一同、この指摘を重く受け止め、過誤請求
分を一括返納するとともに、再発防止に万全を期す
ことを決議いたしました。

今日は、いろんな事を私たちに伝えて下さ
り、そして、元気、勇気を下さってありがとうござい
ました。倉田さんは、とっても元気で、相手も元気で
笑っていられるようにする力があると思いました。
倉田さんのお話しで、一番心に残った事は、どう
せをせっかくに変えるということです。私は、前まで
は、「どうせできないだろう。」と最初からあきらめ
ていました。だけど、これからは、どうせをせっかく
に変えて、何にでもチャレンジしようと思います。

くまもと障害者労働センターをいつもご支援いただ
いている皆様に、このことを紙面を借りてご報告申し
上げます。

ぼくも倉田さんも他人に支えられていることは
同じなんだなと思いました。
ぼくも、倉田さんのようにどんなことがあっても
明るくいたいです。
倉田さん自身から、明るく前向きに生きるんだ
よというのも伝わりました。倉田さんはしょう害者
だからこそ経験をのりこえたからこそ伝えなくちゃ
いけないものがしっかり伝わって、ちょっと感動し
ました。また田底小学校に来てください。そして、倉
田さんが命に対する思いしっかり教えてください。

「やれることは自分でやってできないときは周
りの人にたすけてもらうという自分の中におきてを
つくっているような人」だと思いました。ちょうせん
する心が大切なんだと思いました。
また、こまっている人がいたらたすけたいと思い
ました。ぎゃくにこまっていたら周りの人にたすけ
てもらいたいと思いました。
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絵本たくさんありますよ。
市立図書館で２ヶ月おきに交換している絵本５０冊と、
ＣＡＦＥの蔵
書のたくさんの絵本が、皆様のご来店をお待ちしています。
ＣＡＦＥでゆっくり読まれるのも・・・
家に持って帰って読まれるのも・・・
絵本のよみきかせに参加して、童心に返るのも・・・
なかなか良いですよ。
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子ども絵本から大人絵本までいろいろあります。是非お気に入りの
一冊を見つけみては如何ですか？

おれんじ文庫貸出→カフェオープン時。絵本のよみきかせ→毎月第２土曜日
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お礼とお願い

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。また、バレンタイン
デーに 個、ホワイトデーに 個
と、たくさんのご注文を頂きまし
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。
春のキャンペーンも行ってい
きますので、どうぞよろしくお願
いします。
製造部＆販売部

編 集 後 記

こんにちは。今年は新メンバー
が増えて、相談支援支援事業も業
務開始と共生ホーム「元気」が復
活しました。地域密着を第一に考
え一歩ずつ歩んでいきます。皆さ
ん応援宜しくお願いします。
毎年恒例行事の「花見」が動物
園でありました。その後「ボーリ
ング大会」があり、皆さん盛り上
が っ て い ま し た。僕 はＴＶ番 組
「生ダラ」を見て、ボーリングを友
達 と 行 き 始 め ま し た。最 初 はＧ
ばっかりだったけど、段々上手に
なり、ストライク・スペアなど取
れるようになりました。今年一年
宜しくお願い致します。

ＩＴ・販売部 恋するフォーチュンクッキー
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