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 2020年度 基本方針より 

 当法人は今年度で 12 年目となる。当初は就労支援 A 型事業所として始まり、

就労支援 B 型となり、事業所の在り方も変化している。「働く」を基盤にしな

がらも、経済的自立だけではなく、現在では就労支援と生活支援に加わり地域

での生活支援へと変化している。それに伴い、工房いなほの事業所の在り方も

就労を軸に置きながらも、一般就労にもつながり、生活の安定につながる就労

「支援」を再考する必要が生じている。 

 その理由は当事業所を利用する利用者の状況や利用者の希望や望む生活は

多様となってきている。就労を希望する人から工賃を目指す人、生活の安定を

第一の人、あるいは医療的ケアが必要な人や今後必要であろう人、一般就労し

今後一人暮らしを考えている人等様々となっている。 

 今後取り組んでいく福祉の方向としては地域で生きる人の支援を深めるこ

とである。就労と生活を分けることなく、就労も生活も地域も余暇も含めた全

体的な支援を行い、その人が生きていく生活の土台を強くしていく必要があ

る。この支援の担い手は訪問支援であると考えられるが、この支援の持続的に

行えるには当法人としての財政的な基盤やそれを担う人が不可欠である。 

 私たちは重点的に取り組んでいくのに必要なのはパレットに代表する事業

を担っていく人の人材育成と福祉事業へ集中する人員体制の構築、当法人の理

念継承といった人に関しての取り組みと云える。更には当法人が継続していく

財政的な基盤を作り、その基盤を活かして、行政や民間が行えない事など NPO

としての事業を行う体制を整備して発展させていくことで、地域を創り地域に

貢献していく法人となることを目指していく。 

 今年度から3年をかけて福祉事業を行う体制整備と当法人の理念継承を重点

的な課題として行っていく。この体制を整備については運送事業を事業化する

ことで、福祉を担う人材の増員を行っていくことにする。理念継承については

理念継承を目的としての場を月 1 回設けていく。(理事長 波多江文哉) 
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萌日記  2020.６.2１～７.20 

 

・非鉄金属班納期に対しての意識などをもっと持っても

らうことを含めて、朝礼をするようになりました。業務

上の打合せや、出荷日が決まればそこに向けてみんなで

頑張ろうと確認しています。 

・新しい電動フォークリフトが入りました（6/26）。

初めはちょっと感覚がつかめないところがありました。

ぶつけることなく大切に使いたいと思います。 

・７月になり、休業していた職員も復帰しています。パレ

ットなどの売上は、４月５月６月で、前年比５パーセント

売上減。今後も先行き不安があります。 

・たいしょう食堂実行委が大正地区センターで開かれまし

た（7/7）。 

・プログラムとしての調理が再開されました（7/9～）。当

面は週１回から、畑で採れた野菜も活用して続けていく予

定です。 

梅雨が延々と続いています。

なかなか収まらないコロナも含めて、みなさまご自愛

のほどを（岡）。 

 

 

萌と地域活動の今 （４） 

 

緊急事態宣言も一応終了して、世の中全体がゆっくり再起動している感の今日この頃

です。萌がお世話になっている原宿地域ケアプラザも、地域活動を再開しようかという

段階で、先日「たいしょう食堂」の実行委が開かれました。 

各地の子ども食堂などの取り組みは、３密を避けるために休止を余儀なくされてきま

した。そこで模索している新しいひとつの形が「フードパントリー」。寄付などで募っ

た食材を、食の支援のために配布会を行っている事例があります。配布の対象者をどう

するかとか、相談会を併設したりとか、地域によっていろいろ試行錯誤しているようで

す。 

たいしょう食堂も、大勢が集まる食堂という形での取り組みは当面難しそうです。「食

の支援」を必要な人にどう届けるか、せっかくできた支援の輪を何とか活かせないか。

戸塚区原宿型の新しい取り組みを、もう少ししたらご紹介できると思います。  

早速活躍する新フォーク 

非鉄金属班の朝礼風景 

コロナ対策で食堂の換気 
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福祉の話～～医療そして福祉の専門性を考える～～～ 

医療にも歴史がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現代の医学は素晴らしい発展を遂げている。昔は、医師は何でも見た時代もあったが、今は内科・

外科・泌尿器科・精神科等々科によってはっきりと分かれて特化されている。それぞれの「専門性」が

存在する。 

 数年前亡くなった利用者は、お腹が張ると言って、医院に行ったが、いつもの医者が休みで、たまた

ま違う医院に行った。便秘と思われたのか、坐薬を渡された。夜、お腹がおかしくなり、トイレで座薬を

入れ、そのまま具合が悪くなり、救急車で運ばれて亡くなった。  

 昨年亡くなった職員は、いつもの時間になっても来ないので、電話をしたら、「脊柱管狭窄症かな？

背中が痛くて起き上がれないので、救急車の中にいる」と言っていた。救急車が運んだのは整形外科

だったので、その後自宅に帰り亡くなった。その後思うには、心臓から来る痛みだったのだろう。 

 医師が専門性に特化していくほど、A科は Aだけみて、B科は B しかみなくなり、Aは実は Bの病気

だと考えないようになってきている気がする。つまり、総合的に身体をとらえなくなったということになる。

死はＡにもＢにもやってくる。人間の総体に訪れるものである。病気を持っている人も、生活があり、生

活しているという感覚の欠如みたいなものを感じる。病気だけを見ているような・・ 

 福祉でもよく言われる、「専門性」をもった人材育成・専門家同士の連携・・一歩下がって、その「専

門性」とは何なのか？国家資格のことか？福祉大学出身ということか？ 

 私は福祉における「専門性」とは、利用者たちとの関わり・支援の模索・悩みの中から培われていくも

のだと思う。つまり、現場なくしてありえないという事だ。だから、専門性を持つ人材育成とは、地域で

生きていこうとする利用者の声を聴き・悩み・共に失敗する支援者を育てていくことである。では、経

験があればよいのかというと、経験を裏付けていく自分自身の「学び」が無ければ、経験主義にしか過

ぎない。酷な言い方かもしれないが、学ぼうという姿勢がない人は支援者には向いていないと思う。障

害者の上に甘えて安易に存在してしまうからだ。 

 専門性とは、その独自の立場にあるのではなく、トータルに生きていくことへの哲学を持つことであり、

真摯に自己と向き合うことができるかという問いである。（波多江久美子） 

  

 紀元前５世紀以来ギリシャの医神アクレピオスの神殿を拠点としつつ、独自の医学論を体系化したの

は、ヒポクラテス派の医師たちであった。当時は病気に罹っている身体を理解する第一の手がかりは、

患者たちの訴えと身体の表面に現れる症状の記録だった。西洋世界においての医学の転換は、１２世紀

の大学の設立から続く学問の再興期、特にイスラム圏科学の輸入の活力を得てからだという。 

 だから病院という概念が西洋に入ってきたのは、十字軍の時代にアラブの世界に病院があることを知

ったからのようだ。西洋に病院が現れたのは、１１０２年ないし１１０３年の事だという。最初の病院

は、宗教的観念を土台としていた。 

 つまり、「病院」という概念は始めからあったわけではなく、歴史の流れで生まれてきた概念なのだ。 
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ポポラの会学習会報告（7/4） 

 

近くにドリームハイツという団地群があり、その中に、いこいの場と食堂を兼ねた「ふらっとステ

ーション」がある。 

そこで精神障害者支援をされているポポラの会が月一回開催されている。今月は学習会で講

師として話させてもらった。テーマは最近の福祉につい

て、計画相談を中心に話をした。 

計画相談は障害者が地域で暮らすために利用してい

る、またこれから受ける障害福祉サービスの計画案を

作成するもので、昨年から計画相談を受けないと原則

障害福祉サービスは利用できなくなった。本来は障害

者が地域で暮らしていくために、障害福祉サービスを利

用するのであって、生活者であることが望ましい。その

ためにはまず地域の住民として地域で暮らしているという実感が必要で、そこから働く、遊び、学

ぶなどを考えていく。その中心となるのが障害を抱えて生きるというリカバリーの考え方が非常に

大切であるというような話をした。(波多江伯夫) 

調理を再開しました 

 

コロナ騒動で中止していた調理をはじめ

た。私は調理をした経験がない。利用者と作

るのは緊張する。ボランティアで来てくれるＴ

さんの協力のもと、ベテランの利用者に迷惑

がかからないように、やっている。7 月９日の

メニューは生姜焼き、ポテトサラダ、味噌汁

の３品。７月１６日は野菜炒め、きんぴらごぼう、味噌汁の３品。

自分は調理が初めてだったので家で練習をして挑んでみたが、

結果としては良かったほうだと思う。調理は簡単なものしかできないがそれでも出来た時の達成

感がある。色々なメニューが決まってその料理に挑戦してみて調理のスキルアップを目指しつつ、

利用者ともに料理を活動ができるようになりたい。（小島） 

  ７月２４日、萌の畑で採れた、じゃがいもと玉ねぎで、手創りコロッケを作成した。６０個は作っ                  

たと思う。みんなたくさん食べてくれた。萌のコックさん

が大活躍した。丹精込めた野菜たちを大切にして作りま

した（所長）                                     

                      

  

ふらっとステーション全景 
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～カンボジアンロックの失われた世代ついて～          

時は 1960 年代。 

フランス統治時代には既にギターなどの楽器と、ポップスやR&Bなどが流入してきていたカンボ

ジア。最初のロックバンド誕生は、53 年の独立から数年後。シハヌーク前国王統治時代にまでさ

かのぼる。首都プノンペンが東洋のパリと称えられるほど美しく、平和であったこの時代、自ら映

画を撮り、自作曲を歌う文化人でもあった国王ノロドム・シハヌークは、新たな西洋の文化を自国

に取り込むことに寛容な、むしろ意欲的な人物であったという。 

また、ベトナム戦争の影響により、AFN（米軍向けラジオ番組）の電波が入るようになったことで

カンボジア人の耳にも本場のロックが届けられた。そこから、カンボジア伝統音楽とダンス音楽や

ロックが時間をかけてブレンドされた個性的な「クメールロック」なるものが誕生した。63 年頃には

カンボジア全土にロックバンドが出現し、カンボジアにもロックという新たな文化が巻き起こったの

だった。が、しかしその隆盛は長くは続かなかった。 

ベトナム戦争も佳境に入った 70 年。シハヌーク前国王の外遊中に親米派のロン・ノルがクーデ

ターを決行し政権を奪取。反ロン・ノル派としてのクメール・ルージュの台頭を招き、指導者ポルポ

トによる悪夢の時代が幕を開けたのだ。農業以外の概念を否定された人々は地方での強制労働

に追い立てられ、東洋のパリと謳われたプノンペンは人が居ない街になった。知識人ほか、文化

人も、華やかだった時代の香りを残すものとして次々に処刑された。その殺戮の結果は惨憺たる

もので、約 200 万もの国民が目を覆いたくなる拷問の末殺されたの

だった。その中にはクメールロックのミュージシャン達もおり、悪しき

アメリカ資本主義と反体制の象徴としてそのほとんどが殺された。ク

メールロック黄金時代のレコードやマスターテープは焼却され、現在

で は ほぼ 残 ってい ない 。 (現在 Don’t Think I’ve Forgotten : 

Cambodia’s Lost Rock And Roll というコンピレーションアルバムが購

入可能で、史料価値、音質ともに優れていると思います。) 

ロックには反体制というメッセージが付与されている場合が多い。しかしこのクメールロックから

発せられる反体制的な匂いは皆無と言っていい。「西洋の文化を吸収して我々もやろう。」「平和を

謳歌しよう」というメッセージにあふれている。文化や芸術の誕生にはその時代が繁栄されるもの

だと思うが、このクメールロックは、シハヌーク統治時代に伝わった西洋の新たな表現方法を駆使

し、自分らの民族性に合うように変容した全く新しい文化の誕生だった。しかしそれが後にクメー

ル・ルージュによって中国の秦の時代に行われた焚書坑儒のように跡形もなく消されたことがこの

失われたクメールロックの存在を他の同時代アジアロックに比べて希少にしていると感じている。

また、華やかな時代から暗黒の時代へのターニングポイントに花開いていた文化であることもそ

れに起因しているかもしれない。彼らの音楽から革新的な表現を模索した人々の熱量を感じ、今

は居ない人々の肉声が今日を生きる僕にも自分を保ちながらも取り入れることの大切さを説いて

くれるのである。                                          （關）  
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＜寄稿＞ 障害者の就労支援について                   

 

私たちは社会に存在するいろいろな集団に所属して、人間関係を学んでいく。それは家

庭をはじめ、学校であったり、余暇活動の集まりであったり、そして職場であったり。し

かし、家庭の事情や病気や障害など諸般の事情で、その機会を奪われた人は現実的に少な

くない。だから、その部分を補完するための機関は、人格を形成し、人が成長するために

はとても重要だと思う。 

 

青年期に精神疾患を発症し、社会とのつながりが希薄な方が、再び社会につながること

は容易でないはずだ。それは本人のせいではなく、病気のせいで、ひいては社会環境のせ

いであると思う。しかし、環境が整っていれば、例え入院しても、働くことは可能である

と事実がそれを示している。ただ、まだまだ環境が追いついていない地域は多い。 

 

私は働きたいという方の就労のお手伝いをしている。そこで大事なのは本人が働きたい

という気持ちである。いくら病気が良くなっても、職場環境が整っても本人が働くことを

希望しなければ、サポートすることは困難である。逆に働く気持ちがあれば、病気とうま

く付き合う方法もあれば、職場では苦手なことを配慮してもらうことで、本人の能力を発

揮することはできる。しかし、病気や障害を理由に就労を諦めるさせる機関がある。する

と、その考えは暗示をかけるように、本人は「働けなくてもしょうがない、この施設でず

っと過ごす」と選択しがちである。是非、福祉施設には利用者が働きたい、自立したいと

いう気持ちを育むようなサポートしていただきたい。そして、もし結果が伴わないことが

あっても、チャレンジしてもらいたい。チャレンジした人生としなかった人生はあまりに

も違うと思う。 

 

ここ最近、就労支援をしていて、障がい者雇用が当たり前になると感じていた。徐々に

社会に認知され、業種も増えて、働く障害者は確実に増えている。しかし、今回のコロナ

の影響で障害者の雇用は一瞬にして厳しくなった。会社は正社員を守るため、それ以前に

会社を残すために必死になっている。飲食などサービス業の障がい者求人は著しく減った。 

そんな中、働きたいと就労にチャレンジしているメンバーが工房いなほにいる。頼もし

い限りだ。きっとその思いは、コロナ禍の逆風の中でも良い結果をもたらすと思っている。

それは、働きたい、自立したいという気持ちが育まれているからだ。 

また一人、工房いなほを卒業していくメンバーがでるのを楽しみにしている。 

 

株式会社こねくと 田村大幸 

  



7 

 

私の読書                                                

 

芥川龍之介「歯車」(岩波文庫) 

 

「だれか、僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるもの 

はいないか?」で終わる歯車は、芥川龍之介が自死する数か月前 

に書かれ遺稿となった短編である。 

主人公「僕」が、湘南海岸にある自宅から東海道線に乗って結 

婚式に行き、東京のホテルに滞在して作品を書く。その間に、 

姉の家に行き、精神病院を受診して、友人やキリスト教関係者に 

会い、疲れて自宅に戻って過ごすという私小説であるが、全編に 

わたる雰囲気は、不安に怯え、精神をむしばみ、発症する兆しが 

ひしひしと伝わってくる。歯車が右目の奥に舞い始める不気味な 

暗示、何気ない<レインコート>、<火事>、<赤光>などが自分に 

関係しているように感じる注察や被害感に神経をすり減らす。 

芥川は母親が精神の病になったことや姉の夫が自殺したことに 

怯えていることは歯車の中でも書いている。しかしそれだけではないように思える。芥川が生き

た 1920年代という時代背景が影を落としているように思えてならない。 

 日清・日露戦争で産業革命を成し遂げた日本は、社会整備も社会保障も乏しく脆弱であった。

しかし富国強兵を叫んで朝鮮を併合し中国まで占領化しょうと狙っていた。世界の列強は植民地

の再分割で 1914年第一次世界大戦となる。またロシア革命が起きて世界を震撼させた。西欧は

第一次世界大戦の処理で混乱していた。その間隙をぬって日本は中国を占拠し始める。    

芥川は新聞社の特派員記者として中国にわたり、上海や杭州を見て回っている。清王朝の重臣、

辛亥革命によって誕生した中華民国の勇士、若き社会主義者らと面会し、庶民のすさんだ生活を

描き、また壁に書かれた排日の落書き、ロシアのソビエト政府の話なども江南游記に記している。

そして「現在の支那なるものは、詩文であるような支那ではない。卑猥な、残酷な、食意地の張

った小説にあるような支那である」(上海游記) と当時の植民地化された上海を記している。国

内においては、普通選挙や結社の自由などの獲得運動、文化の自主的運動などの大正デモクラシ

ーの終焉を迎えていた。そして目の前には日本の中国への侵略が差し迫っていた。中国視察後、

芥川は次第に心身が衰え、神経衰弱となり腸カタルを患う。 

自殺する寸前に、「何か、僕の将来に対しする唯ぼんやりとした不安」と記した芥川が見てい

たのは、戦争と植民地の中で、文化も遺産もかなぐり捨てて、卑猥な、残酷な、食意地の張った

生活する人間たちの悲惨さだったのかもしれない。「ある阿呆の一生」の中で、英雄という題で、

「--略—-誰よりも民衆を愛した君は誰よりも民衆を軽蔑した君だ、誰よりも理想に燃えあがった

君は誰よりも現実を知っていた君だ。君は僕らの東洋が生んだ、草花の匂いがする電気機関車だ」

と記しているが、芥川にはもう生きる力は失われていたのだろう。(は) 

  

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   利用者の高齢化問題 

            創設当時に 38歳の利用者は 

            48歳に、50歳の方は 62歳 

            に、23歳の方は 34歳に、 

            41歳の方は 52歳に、51歳 

の方は 60歳になる。私も 52 

歳だったが、9月で 64歳。 

私も含め、神経痛だ腰痛だと、梅雨時は体調が今一だった 

            10名金沢区から一緒に来て、5名が 

           まだ、ここにいる。前は朝 7時には来て 

           いた方も、朝 9時の出勤となった。 

            非鉄の分解の 2名。彼らも昔は、釘打ち 

           機でパレットを打っていた。 

            まだ、パレットを打っている 2名は、接骨 

医院や整形外科に治療に通っている。 

     

   長きにわたり、工房いなほを支えてきた彼らの高齢化に

対しての作業提供の仕方、通って来るここが、いつまで

も楽しい場であるための支援を考える時期に来ている

気がする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

工賃は、売上－かかった経費＝工賃になる。だから、売り上げが落ちれば工賃

もさがる。毎月固定で支払うことはなかなか難しい。このことは、渡すたびに説

明するが、なかなか理解が難しいようだ。 

 工賃は、従事した仕事、時間、仕事量によって決まる。能力で評価していけな

いことになっている。従事している仕事で一番売り上げが高いのはパレット班で

ある。だから、パレットに従事している方の工賃はやや高めである。B型は時給

ではないので、どうしても、毎月変動がある。これを理解してもらうことが、ま

た難しい。                       （所長） 


