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2019年度に向けて

あっという間に３月になりました。
2019年も４分の一を過ぎようとしています。
ワークスのカレンダーも皆さんのお部屋に馴染んできたでしょうか、
季節も春へと変わっていきます。
ワークスは23回目の春です。場所も建物も人も随分変わりました。
しかしワークスはコツコツです。
しかし世の中、中々変わりません、でも今年も頑張ります。
日本自立生活センターの理念として障害のある人が
地域で当たり前に暮らしていけるために、日々活動しています。
やっぱりコツコツですが現実に起きるのはジェットコースターのように
キャーバタバタの連続で関係各位にご迷惑をかけっぱなしです。
それでもお仕事頂いていろいろな方に声をかけていただけるのは日々感謝しかないのです。
スタッフ(職員)、メンバー(利用者)一丸となって優勝を目指します。何のこっちゃ（笑）
「就労」「仕事」「福祉」「お金」「自立生活」とは障害のある人にとって何であるかを探します。
見つかったら「ゴール」

大崎雅彦

2

KSKP（BUG）第３種郵便物承認

通巻第11294号

2019年 3月16日発行

!!
た
し
ま
2019
き
だ
た
ぃ
年の「抱負」

今

（順不同）

Hopes
今年も昨年以上に活動できることを目標にしています。 毎日ワークスにきたい
体力や知力の衰えを抑えることを第一に、

一人暮らしの練習を頑張ります。

健康を意識して、けがや病気に注意を払っていきたい。
すなわち無事に過ごせることである。

伊藤壽一

松田光博

何もかも力一杯に。
絵を書きあげます。 (東海道五十三次)

僕の今年の抱負は「できるだけ人に頼む」ようにする。
そして駅のトイレを探すのに上を向いて車いす運転で

絵の富士山を書きあげたい。
手のしびれをしっかり治して絵を描いていきたい。
岩本永子

きるようにすることです。意見をちゃんと、ものをは
っきりと言えるようにしたいです。たくさんの意見が
言えないときも勇気を出して言えるようにしたいです。

春になったらお花見とかワークスの活動 (外での)

自分でも大事な事は、メモをとります。もっと普通に

に参加していきたい。 岩本正一

話をできるように努力します。たくさん出来るように、
人と話せるように、落ち着いてしたいです。

鈴木翔太

五感をしっかりはたらかせ日常に、お仕事に、
今年は今まで以上にもっと色んなことにチャレンジし

人との関わりに、自分自身に、

ていきます。協調性を持ち、みんなで力を合わせてや

新しい気付きをえていきます。 段原志保

っていくことに努力します。困った時に助け合うこと
を心掛けます。

えき田大輔

昨年位から、足首や股関節や左腕が痛く力が抜けて、四つ這いで這っていても時たま転がる時があり、
朝一番が安定していなくふら付き転がる場合があります。転がるとのたうち回り何か固定したベッドの足と
かを持って座るのですが、時間がかかり朝のヘルパーが来る１時間ほど前におきるのですが、服とか着替え
るのと、顔を洗うだけで30分以上かかります。足も足首の所が、痛くいつか3年ほど前のように腫れるか分
かりませんが、3年前のように入院は嫌なので、あの足のくるぶしの骨を穴を開けるのは絶対に嫌なので避け
たい為、気を付けていますが、今年1年我慢をしながらいろいろ所を走りまくり、ワークスに1円でも多く落
として、このまま持続するように頑張りたいと思います。イベントの方にももっと出れる所を探して、ガン
ガンと売れる場所を確保したい。

椿森

信幸

昨年同様、所員の皆さんのサポートができればと思います。
皆さん、宜しくお願い致します。

「感謝と挑戦」 大藪光俊

山中

基本的には継続。ワークスの活動が滞りなく進むように介助・事務・雑用を行う。
継続の活動のほかにも、金額の大きい仕事が入ってくるようにしたい。
昨年から進めている「パーフェクトバスを走らせる会」の資料集を完成させる。

みなさんと一緒に新たなコンテンツや自主製品の開発をしたいです。
特に息の長い定番商品となる製品の開発をしたいと思います。
特に京都土産となるようなオリジナル製品を充実させたいです。
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健康な「仙人」を目指します。私のイメージは仙人は「お腹の空かない」
「面倒がらない」「イライラしない」「暑がらない」「寒がらない」
「雨風に強い」「動じない」「跳ばない」「全てに何気なく」未だ全然無理

大崎雅彦

健康に気を付けて、マイペースで
亀のようにゆっくり進んでいきたいと思います。

香田

安江延明の抱負は、体調を無理せず、健康を維持する。体調をくずした場合、病院に行ってサロンを休んで、
家で安静にする。そして、作業を今までより多く、頑張る。 安江延明

基本的にはいつも変わらないのですが、ワークスに来る予定の日は休まない。作業面ではまだまだ
少ない担当作業の（質）
を上げていきたいと思います。そして出来る作業を増やしていきたいとも思
ってはいますが難しい。満点は取れずとも常に合格点はとれるようにしたい。

今年の抱負

門野純平

色々と難しいとは思いますが、

今のワークスのメンバーで思い出に残る小旅行を出来たらいいな〜と前から思ってはいるんですけど
無理かな？いや実行あるのみ。この提案を一人、一人に聞いてみたい有か？無しか？

松山洋二

聖林院行って(休む事なく)みんなと楽しく
みなさんにご迷惑をおかけしないように楽しい事を

やっていきたいです。いろんな事に挑戦し

見つけて心、豊かな生活を送りたい。 日野原輝美

ていきたいです。 藤本和美

ゆっくりやろう、休みたい時は休む。

みんなが「自分」を表現できるよう、お手伝いできればと

障がい者運動を頑張ろう。 小松満雄

思います…。 T・K

明るく元気に楽しく過ごしたいと思います。永子さんの絵のお手伝いも頑張りたいと思います。

葛西真美

わた菓子とか売ったり、シャボン玉売ったりするのは楽しいです。
気温によってわた菓子の機械がこわれたり、アイスの機械がこわれて
暑いのにアイスがとけてたりして大変だったり、暑い時、寒い時、
みんなで外にいたりしたけど楽しい。また、がんばりたいです。

馬場公子

カープ４連覇、日本一、

旅行(京都府外)

ワークス商売繁盛、家内安全 宮元貴之

誤字・脱字がないように練習する。

結婚、自分でｉｐａｄ打つのに

デザイン力を付ける。 立林己喜男

今までと同じ様にワークス作業所の皆さんが健康で
快適に仕事ができる様お手伝いしたいと思います。 大湾直史

ガムラン、げきをいっしょうけんめいがんばります。
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2019年の
げきをがんばって、カラオケもしました。たのしかった。
がんばりました。どーなつをしたいとおもいました。

柴橋俊也

カラオケたのしかったからいきたい。
みんなといきたい。

抱負
plan&resolution

天野和将

木プロやピープルの活動でやったとを

ひとりぐらしがんばってます。

パソコンで記入していきたいな。 上田哲久

ワークスでビーズをたくさん作ってがんばります。
お給料もらえるようがんばる。 中村佳代

私の抱負はまだ観光していない。あまの橋だて、イセじんぐう、
とっとりさきゅうにサロンでお金をはたらいてかせぎたのしむことです。
また、2階だてバスで観光もしたいこうべの中華街でごはんをたべたい。
そして、jr京都イセタンの一番上の階のレストランでおいしいごはんを
食べたいです。そうですね、あと大阪のusjへあそびにいきたいです。
とにかく からいて観光です。あとお金があまったらダンスでもみにいくかな？
あと3.11のげんぱつはんたいのデモにさんかし私だってげんぱつでフクシマが
だめになったとうったえたいです。
障害者に社会の政治がわからないと思いますか？それは本当のまちがいですよ。
その先の展望とくれいこがしの会へしゅうしょくしたいです。
大手の会社にしょうがい者わくで任き？こようを求めます。 松田和恵

一人ひとりが責任を持ち仕事を全うする。
そのためにはまず自分が率先し、周りを気づけるよう心がけたい。
仕方ないからやるのではなく、背中で語りたい。
一人ひとりの感受性を育むようにしていこうと思う。

ワークス

中橋

ワンコイン レシピ

part 2

白菜のミルフィーユ
新しロールキャベツの白菜版みたいなもので、薄切りの豚肉や切り落としを使えば安く出来ると
思います。ハンバーグの種を使っても白菜の芯を荒みじんにして種の中に入れたら白菜が無駄な
く使い切る事が出来ます。お肉が無ければ白菜でもキャベツでも芯を取って丸ごと鍋に入れて、
コンソメブイヨンとトマトホール缶入れたらブイヤベースみたいになりますし、白菜は淡泊なの
でいかようにもご自分の味になりますし、野菜がたくさん摂取出来ます。ちなみに冬の定番の湯
豆腐のアレンジクエス？としていかがでしょう
・・・食べ方・・・
１、そのままポン酢・柚子胡椒、七味など。
２、細かくなった具材に豆腐やえのき等を足してキムチをいれたらキムチ鍋になり、冷凍してい
るご飯を解凍して、とろけるチーズと一緒入れて蓋をして５分位蒸らせばリゾットになります。
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いろんな色、私の好きな色
特集

Wh at c o l o r d o yo u l i k e ?

あなたの好きな色はなんでか?

「 ぼくの色、わたしの色 」2019
色
好きな !!
の
フ
スタッ てみました
聞い

自分にとってどの色が一番相応しいのか、また、
みんなからどの色を選んでもらえるかは、自由で
す。自分の合った色によって、その人の性格が表
れたりもします。暖色系の好きな方は、活発性で
陽気な人物で、寒色系の好きな方は、安心感で冷

松田光博

ブルー

静な人物とされています。それによって、いろん

鈴木翔太

緑

なキャラクターやイメージが生まれたりもします。

日野原輝美

ピンクボルドー

門野純平

紫、薄紫、青系

嶧田大輔

緑

自分らしく一番相応しい。

山中泰紀

青

落ち着いた感じ

色系が好きになったり、寒色系が好きになったり

中島秀人

紫

落ち着いた感じ

もあります。

椿森信幸

黄

また、信号が変わるように、人の性格も変わっ
たりします。その日の気分によって、感情が強ま
ったり、穏やかであったり、さまざまですし、暖

色鮮やかでとても好きな色

例えば、昨日は赤い服を着たら、今日は青い服
を着るのと同じで、気分転換で色を楽しむのもひ
黄色が好きな人・・・
明るくなりたい、注目されたい、
またユーモアを好む気持ちが表れるといわれます。

とつです。人によって、どの色が一番好きな色が
『好きな色は何ですか？』
決まっている人もいれば、
と聞かれたら悩む人もいると思います。わからな
かったら、どの色が一番似合っているか、家族や

緑が好きな人・・・
平和と自然を
大切にしたい気持ちの表れといわれます。

友達に選んでもらえるのもいいと思います。
私生活の中でも、もっと色を楽しみましょう。

青が好きな人・・・
知的探究心、
洗練されたものへの憧れを表すといわれます。

色の表す心は…

赤が好きな人・・・
好奇心や喜びなど強い気持ちが表れるといわれます。紫が好きな人・・・
芸術的魅力、美意識の高さを表すといわれます。
また、怒りや不満が隠れているかもしれません。
ピンクが好きな人・・・
いわゆる「美」への憧憬とも、
老いへの恐れが表れるともいわれます。

白が好きな人・・・
誠実さ、真心を込めた気持ち、
若々しさを表すといわれます。

オレンジが好きな人・・・
健康的魅力、明るい性格を表すといわれます。

グレーが好きな人・・・
クールな人柄、
デリケートな内面などを表すといわれます。

茶色が好きな人・・・
安定志向や高級志向、
あるいは自然回帰の気持ちを表すといわれます。

黒が好きな人・・・
おしゃれへのこだわり、
ナイーブな感性を表すといわれます。
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春のトピックス3選
ワークスあるある用語辞典
①

ワークスを知るため?! ご利用ください。

Part 3

事業所（じぎょうしょ）

特定非営利活動法人日本自立生活センター自立支援事業所の略。ワークスや、JCIL（本体）では、
自立支援事業所のことを事業所と呼ぶ。事業内容は、重度訪問介護や、移動支援などを行っている。
②

ワークス号（わーくすごう）

ワークスの荷物や、人を運搬するリフト付き送迎車のこと。現在のワークス号は2台目。
車種はトヨタタウンエース
③

聖

林

院 （しょうりんいん）

黄檗宗の総本山である萬福寺の塔頭（たっちゅう）寺院の一つである。みみづく地蔵さんでも有名。
毎週火曜日と、2月と8月を除く毎月8日と24日には、境内を開放している。
ワークス共同作業所では、みみづく地蔵尊護持会と協力し、清掃活動のお手伝いや、出店活動を行っている。
④

４３２市 （よんさんにいいち）

東九条南岩本町市営住宅１Fの「コミュニティーカフェほっこり」で行われるワークス共同作業所主催のイ
ベント。2018年12月より開催。今までに、山形の玉こんにゃくやわた菓子、おもちゃなど販売した。

聖林院みみづく便り

ワークス販売ブース設置
日野原輝美

m a y b e 所員

みみづくさんは、昨年も1年間綺麗に拭き続け
ワークスオリジナル商品を一堂に見られる場所を、

て、めでたく2019年を迎えることができました。
みみづくさんは今年もみなさんのお願いをきいて

ワークス2階に設けました。

くれることでしょう。

レイアウトの仕方や何を展示するか？具体的な事

そのお手伝いとして、綺麗にみみづくさんのお

などはまだ決められておりません。ただ、ワークス

掃除に励みます。

ではこのような商品を作ってますよ！って事を内外

ワークスは聖林院で今年もまた新たなことを始

の人達に知って貰うって事を一番の目的としてみん

めていきたいと、みんなで、話し合いをしていま

なで考えた事です。

すので、その一つとして本格的に藍染めを製作し

今後はレイアウトの事などを考えて行きたいと思

ていきたいと思います。手ぬぐいと新しくカバン

います。

を商品化していきたいと考えています。
藍染シリーズはこれから力を入れていきたい
アイテムです。カレンダーやビースアクセサリーと
ともに皆さんに喜んで
いただけるよう、頑張
っていきます !!

どうぞご期待下さい。
・・・
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バリアフリーマップ只今製作中 part2

M i n am i k u Bar r i e r Fr e e M a p

近鉄十条駅から
京都テルサ（市バス九条車庫）
周辺を調査。

近鉄十条駅からワークスまでの道のバリアフリーを
調査しました。１つ目のポイントは十条駅から南北の
目抜き通りである油小路界隈の歩道。道幅こそあるも
のの、残念ながら少し斜行していて、車いすに乗って

東

寺

いると都度に気になるところ。特に歩道に上る時の段
差は堪忍してほしいです…。ちなみに交差点に点字ブ

京都テルサ

ロックはあります。
次に、ワークスから九条車庫までのバリアフリー。
ワークスからテルサまでは札辻通の交差点過ぎから少
し傾斜があるのがポイントでしょうか。テルサは雨や
トイレ等の緊急避難可ポイントになるところです。

十条・ワークス

東寺駅と近鉄十条駅のバリアフリー。
近鉄東寺駅のバリアフリーは京都行きのホーム奈良
方面行きのホーム共に１番奈良方面側にEVはあります。
どちらのEVも広さ的にそれほど広いとは感じません。
車いすトイレの設置もされていますが、十条駅の車い
すトイレよりは少し狭いです。またトイレの中には点
字はあります。
（近鉄十条駅はトイレの入口に点字はあ
りますが車いすトイレ内に点字はありません。）
近鉄十条駅から東へ一筋、油小路交差点の様子。

↑同、南向き横断歩道の様子。広さは十分あります。

近鉄十条駅エントランス。バリアフリーはOK。
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イベント報告

Wo r kʼs e ve n t

椿森

信幸

皆さんが﹁ほっこり﹂できる
ようにこれから頑張っていき
ます。

新スタート「ほっこり」

昨年の12 月第 2 日曜日から、希望の家の近くの「ほっこり」
という、新しい店を借りて販売をスタートました。タイトル
は「4、3、2、市」。冬場ということで本場山形の玉こんにゃく
をメインに勝負 ! 3月まではこれでバッチリ。4月からは、
ソフトクリームかわた菓子に変えて行きたいと思っていま
す。その他は、藍染めのタオルと手下げカバン、ビーズやシ
ャボン玉を持って行って売ります。1月のほっこりの時か
ら、
玉こんにゃくを作るのに、二日がかりでこんにゃくの芯
まで味が付くように煮ました。
それでも少し薄いかなあと言
われて、出汁を濃くして当日に火をかけてみると、美味しく
浸み込みたではありませんか !! 約 80 串、初めて作った玉こ

スタッフ一同気合十分。玉こんいかがですか〜!

んにゃくが良く売れました。

スポーツセンター・クリスマス会

京都市身体障害者スポーツセンター、通称高野のスポセンのクリスマス会が昨年12月16日にありました。
毎年ワークスは会場の一番奥が定位置でしたが、今回はくじで場所を決めることに。僕がくじを引いた番号
は10番目。いつもの場所ではなく、両脇に店が並んでいる位置になったため、車いすが入れないのと、わた
菓子の行列が出来たらどうするのかと心配でしたが、当日はワークスの店の横一方が車いすでも入れるよう
に空きスペースがあったのでよかったです。冬でもスポセンの体育館は暖かく、ソフトクリームが良く売れ
ました。無事に2時に完売。わた菓子の方は、やはり行列が出来ましたが、少しの時間で行列ははけてシャボ
ン玉やヨーヨもまあまあ売れました。終わりのビンゴ大会では、２つ当たりで景品を貰いワークスに持って
帰りました。

合同新年会

2019年1月17日（木）にワークス共同作業所・自立支援事業所・JCIL本体・コミュニティサロン・ファースト
ステップの合同新年会がメルパルク京都で行われました。ワークスメンバーは夕方まで通常通り作業を行い、
電車で移動と送迎車での移動のメンバーに別れて会場へ出発。新年会は午後6時から始まり、先ずJCILの理事
長矢吹さんから開会の言葉を頂きました。それぞれのテーブル（回転テーブル）
に料理が運ばれたところで宴会
スタート。食事と共に色々なクイズや参加者からの出し物もあり、女性介助者と利用者とJCIL本体の方たちで
往年の某アイドルコンビの「UFO」のダンスと歌を披露 !
また男性介助者と利用者からは昨年ヒットしましたダンス
ボーカルグループの『U.S.A.』のダンスの熱演 ?!ワークス
メンバーも参加して大いに盛り上がっていましたが、ただ
照れがあったのか、日頃よりおとなしく感じました。でも
みんな楽しく歓談しながら食事が出来ました。中には皆さ
んにやたらとビールを注いで周る変わり者が居たり、お酒
が入り日頃とは違う雰囲気で、楽しい時間が過ごせたと思
います。歌って踊れる介助者・歌って踊れるスタッフが何
名も出てきましたし、合同の形の方が盛り上がるので、私
は良いなと感じました。また次の機会で新たに歌って踊れ
て、お酒が飲める方の出現に期待したいと思いました。
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歌にダンスと実に盛り上がりました。
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2018年 11月〜2019年 1月

食べたい・・・
11月29日（木）府身連PC講習会「亀岡市フォローアップ」

12月09日（日）ほっこり出店(1回目)
12月13日（木）バナナ寄贈、PC講習会フォローアップ (城陽市福祉センター)

手持ち無沙汰の
つれづれに。

さてと。

12月21日（金）ワークス宴会(忘年会)
12月24日 (月祝) 聖林院法要＆国際障害者連続シンポジウム、商品販売

お昼は
ちゃんと食べなくしちゃね。

12月28日（金）仕事納め
01月04日（金）仕事始め「ご挨拶」
01月11日（金）鏡餅いただく、きな粉、ぜんざい、のり等で振舞、JCILみんなで食す
01月13日（日）ほっこり出店(2回目)
01月17日（木）府身連PC講習会＆城陽市(フォローアップ)・合同新年会(メルパルク京都駅前)
01月27日（日）デザインフォーラム、本を販売

毎月︵１・２・３・４・５・６・７・８の日︶発行

12月16日（日）京都市身体障害者スポーツセンタークリスマス出店

第三種郵便物承認

春はもうすぐ…。

12月06日（木）ソフトバンクで通信障害「機能停止」

一九八四年八月二十日

KSKP（BUG）第３種郵便物承認

みなさんのご意見をお待ちしております。
ワークスBUG編集部まで。

仕事しながら
気になるのは

※今号のNkajima’
s eyeは休載致しました。

あ

と

が

き

編 集 後 記
平成最後の歳になって年号が変わるのは2度目。
そんな時に生きている私達何か？あるのでは？と
期待半分にしておこう！（ mikoto ）

やっぱり、食べたい〜!!

僕はこれからも続けていきたいと思っています。原稿集めは
スタッフを使って集めていきたいです。89号からはなるべく
自分のやるべきことをメモにしていくようにしたい。もっと
早くから締め切りに間に合うように原稿依頼を言えるように
したいです。もっとバグ会議の時に状況を発表できるように
したいです。たくさん書きたいです。原稿が出来ていない人
には締め切りまでにできるかをちゃんと聞くことにしたいです。
（鈴木翔太）
team B UG

今回は初めて、自分で企画を考えてやりました。「私はこういうことをやりたい」とか「こういうことしたら面
白いんじゃないか？」とか、私も意見を言って、みんなで話し合って決めました。それから計画を立てながら
実行しましたが、なかなか上手くいかず、どうしようか悩んだこともありました。でも、ここで負けちゃいけな
いと思い、最後まで諦めずにやりきりました。今回はとてもやりがいがあったので良かったです。
（ 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

今更ですが、2019年もバグをよろしくお願いします。私は毎度前号よりも良いものを作りたいとは思い関わっ
ています。今号のバリアフリーマップも関わっています。バリアフリーマップの調査も大変となってきています。
皆様からこのようなマップがあると使い易いという所があればバグ編集部までひと声頂きたいと思います。
今年１年バグを読んで頂ければ嬉しく思います。（maybe所員）

