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コロナ禍その後

〜街の様子〜

京都は閑散とした街になった。
ほとんどの行事が中止となり、
あれほどいた外国人観光客の姿を
全く見なくなった…。
あれから約半年たった今、
どんな様子になっただろう。

半年前と比べて

街に賑わいが戻ってきた ?!

今から半年前に、京都市内に写真取材に行って
きたんですけど、通勤電車がガラガラでデパート
や地下商店街の店もどこも閉店状態でありました。
観光客や買い物客もほとんどいなくて、信じら
れないぐらい衝撃を受けました。
この時思ったのは、コロナのためにそこまでし
なきゃいけないのかと、私自身も息苦しい感情が
沸いてきました。

三条界隈は少しずつ賑わいが戻ってきた様子。

あれから半年が過ぎて、再び京都市内に写真取
材に行ってきました。半年前と比べて、徐々に元
に戻る傾向がありました。いつもと変わらず活気
があって、なによりホッとしました。
外出自粛要請が解除された今現在、どんな気持
ちなのか？やっと自由になれた気分な方が多いと
思います。
でも、今でも東京をはじめ、多くのコロナ感染

マスク常用がこれからのスタイルになるのでしょうか。

者が出ています。我々も決して、油断してはなり
ません。いつも外出する時は、マスクを必ず着用

無意識に前の人と間隔をあけたり、マスクを外さ

するように、また、家に帰ったら手洗い、うがい、

ないなど、いわゆる新生活週間を取り入れた新し

手指の消毒をしっかりやりましょう。

い形で街に人が戻ってきた感じがします。
2020.10
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街に出て思ったこと・・・

特集「 CORONA 」

〜街歩きエピソード〜

河原町五条迷い事件

鈴木翔太

インド料理をめざして行ったら反対側の七条通

出かけないというい選択肢はありません。つねに

りをずっと歩いていました。凄い道で狭い道が多

土曜日、何をしたいかを考えないといけません。

かったです。最初河原町を目指せと言われました

今まで人に任せてきたのが裏目に出ています。そ

が、僕はこけることを心配して上にある道路標識

れが大きくなってから困りごとです。

を見ずに下ばっかり見ていることが35年生きてき

もっと行きたい気持ちが僕にあったら良かった

てわかりました。

と思います。最初から家族と一緒に車いすで出か
けて行けばよかったです。家族の行動する時は、

道に迷って、気づいたのは…

ほぼ車多かったです。それがいけなかった一つの

今まで家族と外に出たことがありませんから、

理由です。母親は僕のこと好きでいてくれたのに、

自分があまり外にいきたくない子だったので35才

反抗的なことば、ばっかりを言って母親を困れせ

になるまで自分の意思で動いたことはありません

ていたなと思っていました。おねいさんよりも僕

でした。小さいころから外出が好きな子だったら、

の方をかわいいがっていってくれたのに、離れて

行きたいところをパソコンかスマホ、タブレット

と言って親にきつめの言葉を言ってこまらせてし

端末を使って探していけると思いますが、35年調

まっていました。今でも父親には反抗しています。

べることもしないで親が行くとこ行くとこについ

父は僕のこと思ってくれて言ってくれているのは、

ていくだけの子でした。それが今でもあたまの奥

ありがたいと思っています。がそれにしても、重

にあって、誰かに決めてもらえると思っているの

くなってきてるのは、翔太君が、一番よくわかっ

がいけないことは、わかってはいますが、調べる

ています。が、美味しいものには、かてません。

ことをしてこなかった自分が嫌です。それがある

ついついたべてしまいます。絶食無理です。

から人に聞いてしまう自分が嫌いです。そのプレ

ということで…

ッシャーにおびえています。
金曜日の夜は、恐怖です。いつも土曜日は恐怖

もっと前を見て走れば方向もわかるはずです。

でしかありません。もっと何でも決める事がこと

上を見る事が出来たら、周りもよく見えると思い

ができて道に迷わすに行ったり、帰れたり出来る

ます。道をおぼえるには、日曜日も外に出たほう

子になりたかったです。

がいいと思います。もっと地図調べることだって、

小さい頃から車いすに乗って道の方向練習をし

今は便利なものはありますから。

ておけば大きくなってから苦労しなくてすんだの

昔は、どこか行くときは、車で行っていました。

かもしれません。親の都合で行っていったところ

しかし、たくさん覚えることが今ではあります。

もありました。そのころからの母親の影響が大き

毎日それにうなされています。本当に家にいるが

かったです。それを僕は受け継いでいません。逆

好きな子でした。今から思うと良かったなとも思

に言うと予定の事を言うとしつこく僕が聞くので、

いました。

しょうちゃん〔僕〕には、その日が来るまで予定

毎日の中であの頃に戻りたいけど、戻れない。

を言ってくれませんでした。

それが現実だから、毎日、あの時母に反抗せずに

小さい頃から出かけるのが好きだったら良かっ

いてればお互いに腹をたてずにいることができて

たです。僕はどっちか言うと家が好きな子でした。
初めは、実家にいる頃から

普通に話ができていたのかもしれません。

土曜日に家にいるの

が好きでした。だからでかけるとき、地図で調べ
ることをしてきませんでした。それが頭にずっと
残っているので自分が何をしたいのか決められず
それがトラウマになっています。
だから土曜日に出かけない訳にはいきません。
3
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令 和三 年

制作こぼれ話

ワークスオリジナルカレンダー 2021
2021 年のオリジナルカレンダーは、お酒とおつまみや世界の鳥シリーズ、写真とイラストによる歳時記
コラージュや、日本昔話、思い出のイラスト、いのちの大切さ等をテーマにしました。
みなさんに楽しんでいただければ幸いです。2021 年が良い一年となりますように…
詳しくはホームページをご覧ください。

http ://www.kyo to -j-w o r ks.co m

=== 始まりは「とりあえず生で」・・・？ ====

した。ただ、唯一ないのが雪景色だけです。京都

昨年に引き続き、2021 オリジナルカレンダーを

は雪が滅多に降らないので、いつかは雪が降るの

絵を描きました。今回のテーマはとある日にスタ

を待っていましたが、一向に降らず、どうしよう

ッフ等との会話から生まれました。そのスタッフ

か悩みました。山陰や北陸に行こうと思ったけど、

は大のお酒好き。そしてお酒を注文する時に殆ん

コロナで自粛宣言が出されたので、結局行けませ

どの人はビールを注文しますが、なぜ注文の仕方

んでした。でも、雪がなくてもそれなりに工夫を

が「とりあえず生で」なのかなぁ？と思っていた

して制作しました。クリスマスや正月、節分などです。

のでなぜですか？と話していました。〜好きな物に

今回はいろんな意味で、いい勉強をさせていた

対してとりあえずってどういう事？〜そのような

だきました。

【えき田大輔】

話の中で酒飲む時のおつまみは何ですか？とも。
お酒好きのスタッフの奥さんがおつまみを作るレ

=== 暇つぶしにイラストレーター ?!===

パートリーが大分あると聞き、それでは各月のお

今年に入り、イベントの方が無くなりワークス

ススメの酒とおつまみをカレンダーにしてみよう

の仕事も減りつつ、暇つぶしにイラストレーター

と思い昨年に続きまた挑戦しちゃいました。

を開けてみると、聖林院のみみづくが僕の頭に浮

昨年同様、イラストを描くことでまた苦労する

かんできて、インターネットでみみづくを検索す

のだろうなぁと思っていましたが、案の定、想定

るとみみづくがダーと出て来ました。その中でわ

内でイラストを描くことは大変でした。イラスト

りかし描けそうなみみづくを選んで描いてみまし

レーターのトレース（なぞって描く）だけでしょ？

た。それから 12 個鳥の絵を描きましたが、イヌ

一から描くのと違うし簡単やろ ? と思うけどやっ

ワシの絵とクジャクの羽や同じような色の出が難

てみればわかるこの大変さ。この地道な作業…。

しく思いました。

地道な事なんて大嫌いで面倒と思う私ですがこの

何度も色を合わせ持って描いていましたが、少

作業で少しは忍耐力も付いたのかなぁ ? と思います。

し色の違いが出てきます。来年は、やれと言われ

カレンダーの出来は本作を見て頂けば解ります。

ても出来ません。

【椿森

信幸】

自分でいうのはなんですがとりあえず中々良〜も
のが出来ていると思います。☆完売御礼 !
【門野純平】
=== いい勉強をさせていただきました。===

ご当地巡りカレンダー

今年はコロナ対策のこともあって、出店やイベ
ントがなくなって、正直売れるのか心配ですが、
一人でも興味を持ち喜んでいただければ幸いです。
太郎さんカレンダー

今回もコラージュ的なことをやろうと思い、前
年は歴史ものでしたが、今年は季節ものにしよう
と思い、お客様に喜んでもらえるように一生懸命
取り組みました。春夏秋冬、それぞれ相応しい写
真やイラストを厳選しながら作品に葛藤していま

歳時記コラージュカレンダー
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びわ湖ランチクーズ
ワークス旅行記

By 日野原輝美

所員たちが自己研鑽のため ?、そして日頃の労をねぎらうため ?? に班に分かれて実施するワークス旅行。
今回ご紹介するのは今年 3 月に行った滋賀県びわ湖ランチクルーズ（日帰り）です。
〜コロナ禍の自粛直前ギリギリセーフ ?! の旅行となりました。〜
3 月 1 日（日）

いざ、びわ湖へ出発。

とにもかくにも、今回の研修旅行は新型コロナ
ウイルス感染自粛ムードのなか決行。私は子供の
遠足のように、いつもより早くワークスに着き、
みんな遅いなぁと思いながら首を長くして待って
いましたが、皆さんちゃんと時間どおり来てくれ
て一安心。目的地はお隣の滋賀県はびわ湖。それ
も豪華クルーズ船のランチです。
乗船したビアンカ号は７隻あるクルーズ船でも
一番大きな船で、イベントやパーティなどエンタ
ーテイメント性にたけた素敵な船でした。
食事はバイキング形式で、コロナウイルス感染
拡大防止の為、手袋着用やソーシャルディスタン
こんな素敵なランチなら毎日でも…。

スをとるなど、いろいろ大変ではありましたが、
美味しくいただきました。ただ、ランチバイキン
グ 80 分は短く感じましたよ（笑）
。
食後は博物館が閉鎖だった為に佐川美術館へ。
水辺に浮かんでいるような建物でした。
それぞれが行きたい所があり、時間の都合があっ
たりの中で、キャブのドライバー牧野さんの諦め
たような言葉が優しく思えました。「行きたい所
に行けば言えばいい！行ったるわ！」と聞こえま
した。
私が一番印象に残っているのは、佐川美術館の
「サラエボの戦跡」です。家族 5 人がバックのダ
ークな背景に凛とした表情をみせていました。手
元に私の家族 5 人の写真があります。親がいて子
ども達がいる。それだけが共通しているだけなの
になぜか？心に残っています。
またコロナが落ち着いたら訪ねてみたいです。

びわ湖と一緒にハイチーズ。

びわ湖クルーズ船のバリアフリー
クルーズ船ビアンカはバリアフリーに対応していて、乗船時の不安はありません。またトイレの広さも
☆コロナ禍が続いておりますので事前に運行確認してください。
問題なく、快適な観光ができたと思います。
琵琶湖汽船

https://www.biwakokisen.co.jp/ship/
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Part 10

ワークスを知るため ?! ご利用ください。

みみにちよう】

某所員がいつもつぶやいている言葉。ときに深い意味を醸し出す、秀逸な一言。
②【ダイエット絶対ムリやわ！】
同じく某所員が嘆く心の叫び ?! いや魂の言葉です。
③【デイリー】
十条油小路にあるワークス御用達のコンビニ「デイリーヤマザキ」。パンがうまい!
④【 一人暮らし、ようがんばっとるな】
やはり某所員が自身に、そしてみんなに向けて放たれる優しさ溢れる一言。
⑤【ま あ ま あ 】
我らが「おかあちゃん」=所員=が今日の調子は?で答えてくれる一言。その場が癒やされる魔法の言葉。

聖林院みみづく便り

m a y b e 所員

・・・

季節はいつのまにか秋から冬へ。今年は新型コロナウイルスで外出自粛ばかりの一年でした。みみづくさ
んも何時も来るメンバーから暑い暑いと言っていた声を聞かなくなったと思いきや、もう直ぐ寒い寒いとい
った声が聞こえてくるのだろうと、思っているに違いありません。みみづくさんに心が読まれており恥ずか
しいです。
みみづくさんにマスクを着けて貰う事が出来ないので、聖林院に行く日には必ず綺麗に拭いているのです
が、季節的に水で拭くのも私も少し迷ってきました。また今年はコロナ禍の為に、みみづく地蔵尊献灯会も
開催できませんでした。今年は密にならないようにLEDライトの点灯だけを無人で行おうという話ですすめ
ておりましたがそれすらもままならず、12月を迎えました。でもこんな時こそみみづくさんに願かけしなく
ちゃね、です。献灯会は今月の24日にネット配信する予定です。
聖林院に来ているメンバーはみみづくさんパワーか、誰一人としてコロナにはかからずいます。みみづくさ
んを拭き拭きしながらワークスメンバーがコロナにかからぬよう気持ちを込めているから?なのでしょうか。
みみづくさんに感謝しながら、どんなに寒くなっても私はみみづくさん拭きを続けます。

京都駅 バリアフリー マップ
コロナ禍の影響で最終仕上げが滞り、加えて駅の無人化
が進むなか、追記すべき情報収集に追われております。本
誌記事にも取り上げましたように、少しずつ人は戻りつつ
あるとはいえ、外出自粛の気運は依然として続いており、
多くの人が利用する駅は、これからしばらく、事前の情報
収集などが必要になるかと思います。
制作最終段階の今だからこそ、丁寧に仕上げたいと思い
ますのでよろしくお願い致します。
☆京都駅のバリアフリーに興味がある方は、以下を参照し
てみてください。
京都駅バリアフリー情報
https://www.jr-odekake.net/eki/barrierfree?id=0610116
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イベント報告

Wo r k ʼs e ve n t

椿森

信幸

毎月第二日曜は「432市」〜ほっこり〜

町づくりや地域交流の場所として、毎月第２日曜日にほっこりの場を3社合同で2年前から朝10時から、
15時まで行っています。今年はコロナ禍の為、約半年間休みましたが、ようやく８月から復活しました。
合同で行っているのは、コミュニティカフェほっこりとワークス共同作業所と山城ごはんです。山城ごはん
は季節に応じて野菜や果物の品を変えて持って来てもらっています。

来年もよろしくお願いします。432〜市

山城ごはんは、山城ではスーパーマーケットは
少なく、野菜とジャムとドレッシングとかは、作
っている所で仕入て持って来てもらっています。
ワークス共同作業所は、暑い時期はソフトクリ
ームと藍染めタオルと藍染めコースターとかを売
っていますが、寒くなると、ソフトクリームを止
めてタイ焼きを売らしてもらい、トースターで焼
き温めてお客様に出しています。後は藍染めとビ
ーズを売ります。
コミュニティカフェほっこりの方は、通常通り
に飲み物と食べ物を売られています。
年内最後の開催はコロナの感染拡大防止の為、
再度見送りとなりましたが、来年からはまた通常
通り再開できることを願ってやみません。詳しく
はワークスホームページにも掲載していきますの
で、そちらをご確認ください。

どうぞ、お楽しみに。

向島まつり2020

10月25日（日）向島まつり2020は無事に開催でき
ました。コロナ禍での自粛やリモートワークがひとき
わ叫ばれた今夏を経て、開催のための会議が始まった
のは9月28日。元向島中学校（ 向中センター）、今、借
りている愛隣館の場所で行われました。夕方 18：00か
ら教室の中で、パソコンでラインを使い向島の大学の
先生を交えての会議。〜画面越しの話し合いはこれか
らもつづきそうです。〜協議の結果、今年の向島まつ
りは、食べ物はパン、コーヒーだけにして、後は物品
販売のみ。それと体育館ではスポーツ大会を実施でき
ました。人が集まらないことの不安、いや、人が集ま
ることの不安も入り交じる、近年にない開催でしたが、
無事に終えることができたのは何よりです。
今年は多くイベントが中止となったので、特別な思
無事に終えることができてよかったです。

いが所員スタップたちにはあったと思います。

来年こそ、イベント満載でいけますように !!
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別

2020 年 7 月 29 日
伊藤壽一さん急逝（享年 70）
9 月 25 日（金）に忍ぶ会を開きました。

伊藤さんに対して私の印象は、とても寡黙な方だと思っていました。
真面目でいつも仕事熱心で、でも、時々、笑ったり、陽気に話しているところもありました。
突然の訃報を聞いて驚きました。どうか安らかに眠って下さい。長い間お疲れ様でした。
えき田大輔
色んな事をもっともっと、教えて貰いたかった。私の苦手な文庫本をいつももってらした。株も興味があり
聞きたかったな。赤ワインがお好きやった！ような記憶があります。作業ではもうすぐ、やらなアカン作業
は把握してらした。

会議のレジュメの両面コピーもね。配れよって！持って来てくれた。親睦会を引き継

ぎました。残金が沢山残っていました。減らして行こうと思ってます。すみません。貯えてきはったお金は
もとあった所に戻してあげることを考えています。上の方からダメな私を見ててくださいね。
使い過ぎとか。ありがとうございました。
日野原輝美
伊藤さんといえば私は時間に物凄い正確な人という思い出が出てきます。家がお寺の傍だそうで朝に鐘が鳴
らされる為かと思いますが、毎朝1番に早くからワークスに来られていた。昼食の時間も本当に11時50分過
ぎピタリとなると食事場に向かわれている。伊藤さんの動きが私達の時計代わりといっても過言で無い位に
本当に時間に正確な人という印象が残っている。作業面では会計の方を担当されていたみたいだ。
長い間御疲れ様でした。
門野

純平

あまりしゃべったこともありませんけど、僕の中で伊藤さんは「何でも早い」というイメージです。毎日の
ように早く来ていました。昼なら12:00になると必ずご飯を食べていはりました。また送迎車の中ではいつも
本を読んでいたイメージもあります。個人的には、伊藤さんとの思い出はあまりありません。印象は薄いです。
もっと伊藤さんとの思い出を作ればよかったです。本当に車の中でも、話していなかったのが残念に思えます。
鈴木翔太
ワークスで黙々と作業をこなしていた伊藤さん。伝票入力、ごみ袋管理、封筒やタックシールの印刷、請求
書発行…様々な仕事をしてくれていました。伊藤さんがいなくなって、仕事の引継ぎをしながらその存在の
大きさを感じています。旅行が好きで、提案すると二つ返事で「行く」と言っていました。2度ほど行きまし
たが、時間や駅ホームの場所を正確に覚えていて、昨年の島根旅行ではずいぶん助けられました。車内では
いつも景色をずっと見ていました。自宅でのアクシデントの時、誰かがいてくれたり駆け付けることが出来
たら、もっと長生きして、ワークスで働き、旅行に行ったりできたと思います。残念でなりません。
脇坂洋一
伊藤さんというとワークスの２階で静かにパソコンに向かっておられる姿と、松の間で静かに本を読んでお
られる姿を思い出します。物静かなようでおちゃめなところもあった伊藤さんでした。お酒も好きでしたね。
また一緒にのみたいです。

尾山正美
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伊藤壽一さんとの出会いは、自由人で連載中の「ワークスインタビュー」でした。穏やかな笑顔が印象に残
っています。日常の関わりが、希薄でしたから、突然の訃報に接し残念な思いです。ご冥福をお祈り致します。
金順喜
11年ほど前に、僕がワークスに入った時と同じ位伊藤さん、小田垣さん、椿森と3人微妙に入ってきました。
初めて伊藤さんに会って、話を聞いて見ると呉竹養護学校卒ですと言われても8学年、伊藤さん方が上なので、
聞くまで全然分かりませんでした。帰ってから呉竹卒の資料を見たら、伊藤さんの名前が載っていました。
ワークスの中に入った時は、同じ1階にいましたが、いつごろか2階の仕事をされるようになって、余り喋ら
なくなっていて、時々喋っていたのに突然遠いところに行かれて寂しい思いです。遠いところに行かれたの
を聞いた時はビックリしました。僕もいつ伊藤さんの近くに行くか分かりませんが、待っていてください。
椿森

信幸

伊藤さんとの思い出はワークスだけではなく、プライベートでもたくさんある。沖縄本島や石垣島、有馬温
泉等に二人で旅をした。たくさんの思い出があるが、特に鮮明に記憶している出来事がある。今も忘れられ
ない。それは、平日の昼間からビールを飲んだことなのである。沖縄本島のレストランで地ビールを注文し
た。「今ごろはみんな仕事をしているよね」とふたりでニヤニヤしながらグラスを傾けた。あの時の伊藤さ
んの笑顔が忘れられない。僕がそっちに行ったら、熱々の天ぷらでも食べながら飲みましょうね。
本当にありがとうございました。感謝です。
八木俊幸
いつの間にか長い付き合いで、いい意味で空気のような存在でした。頑固一徹、職人気質、自分の意見は曲
げない・・・人でした。有言実行ですから、滅多に「有言」しない。でも「有言」したら何があっても実行
そして完了する人でした。いなくなって初めて存在の重要性に気が付く。そんな人でした。誰よりも早く来
て、与えられた仕事をしっかりして定時になったら帰ります。自分での通所が難しくなったり毎日来ること
が難しくなったりしたけど伊藤さんは伊藤さんでした。ありがとうございました。僕もそのうちそちらに行
きますので、その節はよろしくお願いします。
大崎雅彦

岩本さん、伊藤さん、立林さん、松山さん を偲ぶ会を終えて

えき田大輔・松田光博

伊藤さんの突然の訃報を聞いて、ほんの少し前には岩本のお父ちゃんが亡くなられて、続いて職員である松
山さんが亡くなったと聞いてワークス関係の多くの方々が驚いたと思います。私は、『何で？』と一言とし
かありませんでした。実感が沸かなくて、信じられないぐらいでした。ショックを受けたり、号泣なされた
方もいると思います。立林さんが亡くなった時も、同じ心境で
ありました。そして、偲ぶ会で伊藤さんや岩本さん、立林さん、
松山さんの事を思い出しながら、ざっくばらんに会話したりし
ていました。長年付き合いがある人は、会話が弾むぐらいで、

立林さん

結構盛り上がったりしていました。これからも、あなたたちの
ことを生涯忘れません。どうか安らかに眠ってください。ご冥福
をお祈り申し上げます。

えきた大輔

伊藤さん、立林さん、松山さん天国でゆっくり休んでください。
松山さんは運転をいろいろやってくれてありがとうございます。
伊藤さんは親睦会や作業会計の仕事やってくれてありがとうご
ざいます。立林さんは本体活動や春まつりの実行委員会をやっ
てくれてありがとうございました。最後にみんなに感謝します。
松田光博
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伊藤さん

松山さん

岩本さん

皆さん、ありがとうございました。
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（2020年7月〜12月）

07月29日（水）伊藤壽一さん逝去

来年こそは ・・・

08月09日（日）４３２市
08月13日（木）〜16日(日)夏季休暇

…

08月19日（水）〜9月10日(木)アートフェスタ2020
リアル展示（京都市地域・多文化ネットワークサロン)

行きたいところは、いっぱいあるよね。

09月14日（月）府身連PC講習会「初級」宮津シーサイドミップル
09月16日（水）畑
09月18日（金）コロナウイルス飛沫感染予防
アクリル パーテーション導入(卓上タイプ)
09月25日（金）しのぶ会

空を見上げて、
季節を愛でて。

10月02日（金）畑
10月05日（月）府身連PC講習会「フォローアップ」
宮津シーサイドミップル
10月25日（日）向島まつり2020
10月27日（火）府身連PC講習会「初級」長岡京市産業会館
11月08日（日）４３２市
11月18日（水）就労支援フォーラムNIPPON フクオカにオンライン参加
11月20日（金）畑
11月24日（火）府身連PC講習会「フォローアップ」長岡京市産業会館
12月08日（火）バナナ寄付

タイやヒラメの舞い踊りを
直に見て、乙姫さんと
楽しいひととき。

10月11日（日）４３２市

13時〜14時30分
飲んで、食べて

12月04日（金）畑

とりあえず元気で
過ごせますように。

☆冬季休暇のお知らせ☆
ワークス冬季休暇 12月29日(火)〜1月5日 (火)まで休みさせていただきます。
あ

と

が

毎月︵１・２・３・４・５・６・７・８の日︶発行

小樽運河

08月21日（金）勉強会「高次脳機能障害について」
京都市地域リハビリテーション推進センター

第三種郵便物承認

また行こうな

08月07日（金）畑

一九八四年八月二十日
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編 集 後 記

team BUG

今年はコロナで振り回され、どう動いたのか？もわからない一年に
なりました。勿体ない時間を過ごしたように思います。歩けた一年
だったのに・・・あーあ、つまらない１年になったね。でも、こん
な時だからできた事・出会えて仲良くなれた人もいるから帳尻はあ
っているね。 （ mikoto ）

↑ワークスカレンダーでまたお会いしましょう。

今回は、京都市内まで写真取材に行ってきたんですが、半年前に比べて随分と変化がありました。
あと、伊藤さんに対しての追悼を書かせていただきました。
いろいろあったけど、何とか出来て良かったです。 （ 嶧田大輔 ）

発行人／関西障害者定期刊行物協会

〒543-0015大阪市天王寺区真田山町2-2東興ビル4F
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定価１００円

今号でもまたワークスメンバーが亡くなってしまった。非常に残念である。今年は残念な事が非常の多い。さら
に世界中ではコロナ禍で良い事が無いので重たい気持ちになってしまう。しかしワークスは、年々進歩している。
オリジナルカレンダーが完成し出している。きっと皆さんの手にはワークスのオリジナルカレンダーが届くはず
と思われる。来年もワークスカレンダーで良い1年過ごして頂きたい。ワークスも今年残りわずかですが最後ま
で気を抜かず頑張って行きたいと思いますので今年残り僅かもお願いします。（maybe所員 ）

