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「こんにちは～」ワークスにお客さんです。「名刺を作って下さい」はじめて来て下さった見

知らぬお客さんです。早速担当者がサンプルを提示「この中からですと版代が不要です。特価

200 円/10 枚です」サンプルの中から写真を背景にしたデザイン名刺をご注文頂きました。後

日取りに見えた時に恐る恐る訪ねました。「ワークスの名刺は何処で見て来ていただいたので

すか？」「あぁ、十条の上がった所の事務所にビラが貼ってあったのを見て、安いし少しでも

良いのなら良いなぁと思った」とのことでした。JCIL の新しい事

務所に所員の作った名刺のチラシを貼っていたのです。「ビラも貼

っておくものやなぁ」と思った梅雨の晴れ間の午後のうれしい出

来事でした。ワークスの名刺サンプルのご注文はコチラ

http://www.mediawars.ne.jp/~saba/「テンプレート名刺はこちら」から御覧下さい。尚、デ

ザインは変更することがあります。ご了承下さい。

  
〒601-8036 京都市南区東九条松田町６２ 

NPO 法人日本自立生活センター 
「ワークス共同作業所」  
TEL（075）682-3201    
FAX（075）682-3330 

http://www.mediawars.ne.jp/~saba 
E ﾒｰﾙ：saba＠mediawars.ne.jp 
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バリアフリー展２０１０ 

河野さつき 

去る４月１５日、小雨の降る中インテックス大阪でバリアフリー展２０１０が開催されまし

た。ワークスからは大半の所員が車で現地まで行きましたが、私はワークスのスタッフの人と

京都駅で待ち合わせをし、新大阪経由で電車を２回乗り換えて現地まで行きました。 

インテックス大阪へ向かう電車の中で金沢市から来た人達と出逢いました。目的地が一緒だ

ということで着くまでの間、いろんな話をしていました。最後に名刺交換をしました。 

会場の中はとても広く１人で行動すると迷子になりそうだったので２人で４号館を一周し

ながら一通り見ました。その後、電動車イスを作り替える参考にしようと、車イスコーナーを

重点的に見ました。様々なタイプがあり、とても参考になりました。 

また、ワークスの介助者と車イスで坂を上がったり降りたりするコーナーがあり、少し怖か

ったけど楽しめました。また来年も参加したいと思いました。 

 

新店舗 

イオンモール京都のレポート 

朝、10 時過ぎに九条西洞院通りから京都駅八条

口を目指して行きましたが、西洞院通りでイオンモ

ールの建物が見えるのですが、入り口を人に尋ねな

がら行きました。入り口前の道は広くて、車も通り

ますが歩道の方も少しだけ広くなっていて、景色も綺麗に見えデジカメで入り口付近や建物を

写して、イオンモールに入って行きました。入り口の中も広々と

していて、ショッピングモールは 1 階から 4 階までで、5 階は映

画館と駐車場になっていて、6 階、7 階、屋上も駐車場です。も

う少し細かく書くと、ショッピングする所も広く、いろいろなブ

ランド品の販売店も入っていました。障害者用トイレは何ヶ所か

有り、エレベータの 1 ヶ所は、3 台並んで有ります。3 台とも障

害者に優しく階を押すスイッチも大きく、低い所に付いていました。5 階に有る映画館は、二

条や四条に有る映画館より種類は少ないですが、映画館のフロントは二条や四条のフロントと

造りが違い、スペースも広くなっていました。（椿森信幸） 
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 藤森神社  

手づくり市 

何年か前に、藤森神社で手づくり市をやって

いたそうですが無くなってしまい、去年の秋に

復活して来ました。 
復活した時に行きましたら、店の方も少なくパ

ラパラ状態で店を出されていました。約一ヶ月

ごとにやってはりますけど、店の方も段々と多

くなり、ワークスが出店しようとすると、車椅

子用のトイレが無くて出店することが出来ませ

んでした。5 月 5 日に藤森神社のお祭り向けて、車椅子用トイレも新しく完成していました。 
ワークスは、4 月第 3 土曜日から出店をさせてもらいましたが、最初なので当て物と古本を

売りました。5 月の第 3 日曜日は朝から気合を入れテントを張りました。パンも作って貰い

120 円で売り、綿菓子も出来て 100 円で売りました。天気の方も良くて暑い位でした。他の

店もいろいろ多く出ておられましたので、楽しかったです。 
椿森 信幸 
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ワークス共同作業所 定期総会報告 

 
共同作業所の総会に行きました。共同作業所は障害者が働く場所で、もう一つは障害者同

士の交流の場でもあります。ワークス作業所はパソコンのホームページを作ったり、パソコ

ンでテープ起こしをやったり、名刺を作ったりします。一年に一回総会といって、ワークス

の理事とワークスの所員が集まり一年間の目標の反省と決算報告がありました。それで理事

と所員の意思の確認をしたらいいということです。来年度の計画と目標も決めました。 
山崎信一   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

２０１０夏のワークス特製 T シャツ完成間近 

サイズ M・L（ご相談に応じます） 
  値段１５８０円（ご相談に応じます）  
２０１１年オリジナルカレンダー 企画進行中！！  
乞うご期待！！１セット５００円（予定） 

 

新メンバー「寺川和子さん」 

ワークスに６月からお世話になっています 
寺川です。どうぞよろしくお願いいたします。 
私は仕事としては出来ませんので遊びに来させて頂いているつもりです。

随分勝手なことですが。こんな私ですが、お付き合い下さい。 
よろしく。 
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ほていまつり 
 5 月のほていまつりは、京阪電車で行か

ずに朝８時までにワークスに来て、ワー

クスの車で萬福寺まで連れてって貰いま

した。5 月 8 日は平日じゃなく土曜日でお

客も子供も多くなるので、小豆パンやあ

と 4種類のパンを 97個持って来てもらい

ましたが、すべて、2 時間もせずに完売し

てしました。同時にジュース、お茶もわ

りかし良く売れ、当てもんは子供が来て

いつもより売れたと思います。 
6 月 8 日のほていまつりも行きましたら、いつもどおりの場所でワークスは、出来ることと

なりホットしました。幾つかのお店は、萬福寺の玄関の方で出店されたそうでワークスの店の

近所は、少なくなりました。 
これからも、いつもの場所でいつものまま出店いたします。椿森信幸 

  
 
 
 

月曜日に萬福寺の布袋祭に行き、お香屋さんと“香り”の歴史について話し合った。

昔は皆それぞれが独自に調合したお香を身につけ、真

っ暗闇の中、貴婦人達は自分の元へ訪れた男性を、そ

の香りで嗅ぎ分けることができたという。 
（逆もあった。）優雅な話だ。うらやましい話だ。

現代ではそうした習慣は廃れ、香りを嗅ぎ分ける力も

すっかり衰えてしまっている。障害者も健常者も関係

なく、時にはそうした遊びに興じて、心に栄養を与え

てみるのもよいのではないだろうか。（きっと楽しい

だろう） 
 

土田五郎 



BUG５１号 2010.7.15 発行 

  6  
  

ピープルファースト全国大会ｉｎ京都 

山中 泰紀 
 去る 6 月 5 日(土)・6 日(日)の 2 日間にわたり、南区の京都テルサに第 16 回ピープルファー

スト全国大会 IN 京都が開催されました。ワークスは、お店を出して

T シャツや缶バッヂを販売して、多くの方に

買っていただきました。 
 13 時より開会式が始まりピープルファー

ストの歌が流れ、入場セレモニーがあり北か

ら順番に自分の県が呼ばれたら、起立してア

ピールして賑やかに始まりました。韓国から

の参加者がアピールすると一段と拍手が沸

き起こりました。総勢 900 余名の参加があり

ました。 
 開会宣言はワークス共同作業所所員の松田君が、堂々とつとめていました。 
 5 日は全体会があり、第一部は政治家の方を交えての当事者との話合いがあり、始めに内閣

府大臣政務官の泉ケンタさんの挨拶がありました。その後、当事者の方からの制度や生活上の

悩みなどの報告がありました。「在宅で生活していてヘルパー派遣時間が足りなくボランティ

アを探して、なんとか生活している方」や「法律や条例などにフリガナを付けてほしい」、「施

設に助成などをせず地域で生活できるようグループホームを増やしてほしい」などの要望があ

り、泉議員が一つ一つ質問に答えておられました。すぐに出来ることと時間がかかることがあ

り、要望を持ち帰って議論していきいたいとのことでし

た。第二部は、地元京都で一人暮らしをしている方やグ

ループホームで生活している方のインタビュー映像を交

えながらの発表がありました。 
一人暮らしをしていたけれど、お金の管理や食事のこ

とが大変で、グループホームへ戻ったけど生活はしやす

くなったことや、グループホームにもう少し職員の数が

増えると地域で生活できるのでは？という意見などがあ

ました。 
 第三部は、奈良県の大橋製作所での事件を取り上げ、元

社員の方が当時の状況などをお話しされ何十年もの間、辛

い目にあっておれたことに胸が痛みました。全体会終了後、

18 時 30 分より交流会が始まり、立食パーティーで美味し

い食事をいただきながらバンド演奏で盛り上がり、楽しい

ひと時を過ごしました。6 日は、分科会が開催され様々なテーマに分かれて、自分の興味があ

るテーマに参加して、意見交換をし、お昼には無事に閉幕しました。 
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バリアフリーファームの報告 

10 年 04 月 05 日（月）今年度始めての Barrier Free Farm へジャガ芋を植えに行く。 
10 年 04 月 14 日（水）職員の都合で Farm へは行けなかった。 
10 年 04 月 28 日（水）夏野菜（胡瓜・茄子・苦瓜等を植える・ジャガ芋の芽の摘心をする）。 
10 年 05 月 14 日（金）夏野菜（苦瓜の植え直し、西瓜・南瓜・黒豆等を植える）。 
10 年 05 月 28 日（金）Farm 行きは雨で泥濘（ぬかるみ）中止になる。 
10 年 06 月 07 日（月）玉葱掘り、試し掘りをしたが、太っていないので、少しだけ持ち帰る。 

10 年 06 月 25 日（金）玉葱、ジャガ芋等今年初めての本格的収穫、後日販売した。 
 
 

NAKAJIMA’S EYES 
うちの母は脳梗塞になり、老人性痴呆症になった（塩分を摂りすぎましたよ、お母さん）。

そして今特別養護老人ホ－ムに入所している。入所した時は好き嫌いを余りせず、何でも食べ

ていた。去年の 10 月末位から食べる事を忘れたのか、呑み込むことが出来なくなったのか、

食べ物を受け付けられなくなり、食べてもすぐ戻すようになる。 
去年の 11 月に特養の内科医から母を生かすには胃婁（いろう）をするしかないと言われる。 
腎臓も悪く、尿も出ないと云う事だ。 
胃婁をするという事は、母の人生から食べる楽しみを奪う事になる。 
ある先生は胃婁をするくらいなら「尊厳死（そんがんし）」をさせて上げなさい。という。

いくら自分の母親でも、人間の命を左右する決定を下すのは、凡人の私には決め難（にく）い。

2,3 日考えたが母親にはもう少し生きていて欲しい。仕方なく胃婁の処置をする事に決めた。 
特養へ母を見に行くたびに、私の決めた事なのだが、ベッドに寝た儘、只、ウッウッと唸る

だけの母、時間が来るまでオムツも変えて貰えない、食べ物の代りに栄養を胃婁から摂る。 
母の人生、これで良かったのだろうかなと思う。母の様子を見ると、可哀想になり、涙が止

め処（とめど）も無（な）く溢れる（貴女には、私が一番お世話を掛けましたね。私が首の手

術をした時は、病院で一日中付きっきりで看病して呉れました。一緒に旅行へもよく行きまし

たね）。 
神も仏も不公平だ。何故、私や母の上に不幸を落とすんだ。私達が貴方がた（神・仏がいる

のなら）に何をしましたか。この 60 年の人生、余り良い事はありませんでしたよ、神様・仏

様。これ以上悪い事があると、貴方がた（神・仏）を怨みます。 
良く考えたら私は神も仏も信じていないや、如何（どう）でも成りやがれ、出来るだけ、細

く、長く、執拗（しつこ）く生きてやる。 
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あ し あ と 

 

編集後記 

ＢＵＧ担当でしたが体調が悪くて出来なくなりＫサンにお手伝いをしてもらってい

ます。腰が痛くて一ヶ月になります。すみません。山崎理絵 

4 月 15 日（木）バリアフリー2010 見学（インテックス大阪） 
4 月 17 日（土）藤森神社の手づくり市に初出店 
4 月 29 日（水）畑に行く(夏野菜の植え付け) 
5 月 08 日（土）ほていまつり出店 
5 月 14 日（金）畑に行く かぼちゃ、ゴーヤ、枝豆 
5 月 16 日（日）藤森神社手づくり市出店、パン、綿菓子他を販売 
6 月 01 日（火）新メンバー所員、寺川和子 
6 月 05 日（土）ピープルファースト全国大会 in 京都 

ワークスブース出店、Ｔシャツバッヂ等販売 
6 月 07 日（月）畑に行く 
6 月 08 日（火）ほていまつり出店 

夏季休暇のお知らせ 

誠に勝手ながらワークス共同作業所の夏季休暇は 
8 月 11 日(水)～16 日(月)とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 


