
こちらも
ご覧下さい

http://kokkara.jp/
Facebookはじめました。

・ネットショップ　・活動ブログ　
・ニュースブログもお楽しみ下さい。

　寝台特急の定期運行終了が決まり、それを惜しむ鉄道ファン
が最終列車を見送るためにホームに溢れているニュースが流れ
ていました。入場者が激減し廃園が決まった遊園地に、想い出
の場所が無くなるのは残念だと行列ができるほどひとが訪れた
り。お世話になった人の突然の訃報に、しばらく会いに行かな
かったことや何も恩返しができなかったことを悔やんだりする
ことがあります。毎日の繰り返しの中で、当たり前に永遠に続

くと思い込んでしまっていることを（実際にはそんなものは有
り得なくて）失ってはじめて、その存在の大きさや大切さに気
づかされます。一日一日を大切に生きるなんて簡単にはできそ
うもないけれど、会いたいな、行ってみたいな、そしてやりた
いなと繰り返し思い浮かぶ人や場所や夢があるのなら、後回し
にせずに行動できるようになりたいとそう思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（古木　一夫）
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生活介護　こッから《とうふ班》生活介護　こッから《とうふ班》

「みなさーん！ おはようございます！」
から始まる豆腐工房の１日

「こッから祭」のご報告

就労移行支援　すたぁと就労移行支援　すたぁと

就労継続B型　ここに就労継続B型　ここに

「散歩」がもたらしてくれるもの

「就労移行支援事業」から
「就労継続支援事業」へ
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居宅支援居宅支援

「願いを形に」
相談支援事業相談支援事業

「利用者負担強化が打ち出される」
～障害者総合支援法の3年見直しの論議から～

TopixTopix

「こぶしの会や障害者にとって、
今年は…」

　こッから祭が11月1日（日）に開催されました。
　今年で14回目となるお祭りですが、今回は数年
ぶりの快晴となり、参加者・関係者あわせて1,000
名の参加で楽しい一日を過ごすことが出来ました。
　今回の特徴として、地域の様 な々団体の皆さん
がこのイベントに参加してくださったことがあげられ
ます。地元の中学校区の子どもたちを支える地域
ネットワークとして活動をされている「SAKURA
ネットワーク」のみなさん。昨年からその輪にこッか
らも参加させて頂き、地域・教育・福祉の連携で
「地域ブランド産品」を一緒に作り販売しています。
　今回たくさんの中学生ボランティアさんも加わり
初めてお店を出店してくださいました。地域公民
館の絵本の読み聞かせグループの方 も々初参加
で絵本コーナーを盛り上げてくださいました。一緒
に近隣公園の掃除をしているクリーンコミュニティ
の皆さんは、パン工房の仲間と今回のコラボ企画
である「こッからバームクーヘン」を販売してくださ
いました。地元で長年活動されているボランティア
団体として、顔の広い方々ばかりなので、お知り合
いを見つけては声をかけていただき、用意した商
品はあっという間に売り切れました。
　その他にも、様 な々形でご協力をいただき、地域
の支え無しにはこのような規模のイベントを開催す
ることはできません。「こッから祭は地域の祭」。これ
からもそう言ってもらえるようにみんなで頑張ってい
きます。たくさんのご協力ありがとうございました！！

　先日、散髪屋さんで髪を切ってもらいながら、いつものように世間
話をしていました。そこで昔、色んなお客さんから繰り返し聞いた
話（歳を取ると如何に生活が大変か）を、この頃よく思い出すんだ
とマスターがしみじみと話してくれました。最近体調を崩され体力
が急に衰えたということで、例えば散歩ついでに行く買い物が、15
分で行けたのに、30分もかかってしまう。帰りに買い物袋を提げて
歩くのがつらい。ほんのちょっとした坂道を登るのがきつい等など
…。決していい加減に聞いていたわけではないけれど、自分がそ
の立場になってやっと実感として理解できたと。
　私にも、昔聞いた偉い人の講話や目上の人からの説教など、何

となくわかった気になって、またはうっとうしいなと反発しながら聞き
流していた言葉が、社会に出て又は自分が親になって初めて、頭
の片隅からリアルに蘇る瞬間があります。話し手が、どれだけ熱心
に大事なことだと思って語っても、それを受け取る側に準備がなけ
れば、その言葉は聞こえないし、伝えたい思いは届かない。だとす
れば例えその時には届かなくても、いつかを期待して、話し手は何
度も伝えつづけ聞く側は、繰り返し聞くことで記憶の隅にぼんやりと
でも残しておくことに意義があるのかもしれません。
　そう言えば、会話の主導権は、本当は話す側ではなく聞く側に
あるって、誰かに教えてもらったことを思い出した。　 （古木一夫）
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■オージス総研様より
　この度、大阪ガスグループのオージス総研さまよりパソコンを寄贈し
ていただきました。
　紙すき班の名刺やはがきのデザイン作成や印刷に大活躍しており
ます。
　これからも大切に活用させていただきます。ありがとうございました！！

■イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン様より
　イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式に参加させていた
だきました！！
　今回もイオン奈良店様、ザ・ビッグエクストラ大安寺店様に設置して
いただいている社会福祉法人こぶしの会（又はコミュニティワークこッ
から）の投函BOXに投函して頂いた黄色いレシートの合計金額の
1％相当のイオンギフトカードをご寄贈いただきました。
　長年に渡り、わたし達の活動を応援してくださっているイオンリテー
ル株式会社様、イオンビッグ株式会社様、そして毎月11日のイオン・
デーでのお買い上げレシートをこッから（こぶしの会）BOXに投函して
くださる多くの皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。
　頂きましたご寄付は、施設利用者の皆さんの自立をめざす活動の
ために大切に活用させていただきます。

　こッからのとうふファンの皆様（いつもお買い上げありが
とうございます！） そしてまだこッからのとうふを食べたこと
がないという皆様こんにちは！！　みなさんは日本で最古？の
グルメ本をご存知ですか？
　それは、天明2年（1782年）だから約230年も前の江戸
時代に刊行され、大ベストセラーとなったそうです。
　その名も『豆腐百珍』100種類もの豆腐料理の調理方
法を解説した当時としては画期的な料理レシピ本でした。
　そこで、この度こッから自慢のとうふを、今後さらにおいし
く食べていただくために、そして、もっと多くの方々に、その
おいしさを知っていただくために、「こッから版のオリジナル
とうふ百珍」を作ろうプロジェクトがスタートすることになりま
した。
　料理を指導・監修して下さるのは、知る人ぞ知る名店、
食の店「佳津」の宮脇さん。普段からこッからとうふを使っ
たメニューを作ってくださっています。ご家庭で、いつも
使っている食材を利用して、簡単に作れる、をコンセプトに
こッからのとうふだからこそというお手軽でおいしいとうふ
料理のレシピをご紹介していきます。

こッ
からの

第１ 回

〔豆腐の寄せ揚げ〕

《材料》　4人前
　大葉…………4枚
　焼き海苔……1/4を4枚
　木綿豆腐……1丁
　ショウガ……1片
　小麦粉………大さじ2杯

❶ ❷

❸ ❹ 天つゆをつけて食べる。

※ホームページでその他のレシピも掲載中です！

あり
がとう ございました！
寄　贈

水切りをした木綿とうふをつ
ぶし、小麦粉大さじ2杯をまぜ
る。

180℃の油で揚げ、皿に盛りつけ
る。ショウガを添えて出来上がり。

のりと大葉をひろげ、それぞ
れの中央にスプーン1杯分をす
くってのせて巻く。｠

《オージス総研様、イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン様》

Column
社会福祉法人こぶしの会　理事長　　藤 井  正 紀

　2016年はこぶしの会にとっても開所から14年目とな

り、新たな気持ちで新年を迎えました。

　こぶしの会の周りで起こった新年からの出来事を少

し紹介します。

　＜こッから＞では、１月18日（月）に成人式が行わ

れ、話すことができない二人の新成人ですが、表情は

晴れやかで始終にこやかでした。お父さん・お母さ

ん・おじいさん・おばあさん・小学校と支援学校の先

生と＜こッから＞の職員や仲間たちの心のこもったお

祝いの言葉やプレゼント、歌、写真撮影などなど、み

んなで祝福しました。

　＜ここに＞では、昨年末に＜すたぁと＞の閉鎖が決

まり少し寂しい気分になりましたが、その分＜ここに

＞の人数も増え、にぎやかな活動が始まりました。ま

たＴさんが理事長に「恋人を紹介したい」と彼氏を連

れて合いに来てくれ、若い二人を見て和やかになりま

した。

　＜ふゅーちゃー＞では、一人暮らしの仲間が、お正

月もグループホームで過ごす人やヘルパーを利用する

人が増え、スタッフは大変な苦労をしながら対応して

くれており、感謝しています。

　また、正月早々から親御さんの急死の一報が入り、

障害者の一番身近な支援者が亡くなり、寂しい仲間が

一人増えてしまいました。

　＜相談支援センター＞では、地域や事業所での障害

者の切実な相談が寄せられ、地域での障害者の暮らし

を豊かにしていくため、もっといろんな事業所でのサ

ービスや支援を増やすためにお互いに連携をすること

の必要が明らかになりました。

　１月の初めに、県の広報紙＜県民だより＞で障害者

特集を行うため、こぶしの会に写真撮影の協力要請が

ありました。私も様子を見に行くと、「写真に入って

と」と言われ、恥ずかしながら写真を写されるという

ハプニングがあり、楽しい思いをさせてもらいました。

　以上のように、こぶしの会と仲間たちは今年も例年

通り日々をコツコツと過ごしていますが、少し目線を

変えて、これからの生活や暮らしの在り方に目を向け

ると少し不安を感じてしまうことも多くあります。

　国では、障害者支援の仕組みや制度が作られつつあ

りますが、すべて喜ばしいこととは言えない状態です。

特に、新しい障害者支援が広がっていく一方で、逆に

支援が受けられなくなったり額が減らされたりする人

が出るなどが生じています。これはお金の問題が一番

大きいのです。

　これまでの制度や支援では、障害者の要望などを窓

口（厚労省や障害福祉課）で聞き、まとめて政策化し、

財務省と話し合い、予算化していました。ところが最

近では、財務省が上から枠をはめ、社会福祉予算はこ

れだけでやれと厚労省に指示をするようになっていま

す。こうなると我々の窓口であるはず厚労省が、障害

者ではなく上の顔色（政府の）を気にするようになる

のです。

　これは社会福祉予算の増大に不安を持つ政府が、消

費増率を10％に引き上げることや、社会福祉予算の切

り下げに一生懸命になってしまうことが大きな原因で

す。どうしたらこれらを中止させ、改善することがで

こぶしの会や障害者にとって、今年は・・・

きるのでしょうか？

　考えられる事を思いつくままに記してみますと、障

害がある人もない人も、子供も大人も老人も、男性も

女性も、生きる上で平等な権利をもつ人に「気配りを

する」ことです。国や県の仕組みや予算で、なるべく

すべての人に十分な措置ができるものに変えていくこ

とが必要で、これが社会保障という仕組みです。技術

進歩、教育、経済、国土整備、軍事防衛などなど、ど

れも必要ですがここの折り合いをつけるのが政治の仕

事で、それをつかさどるのが政治家や議員です。

　我々は不満を言うだけでなく主権者としてよい政治

家を選ぶことがまず大切でしょう。

　次には、お金の使い方や無駄使い論もよく話題にな

りますがこれは大変難しい話です。

　ただ先進諸国での障害関連予算はＧＤＰの1～4％な

のに、日本の場合は0.7％で関係諸国の中で最下位グル

ープであること、平和憲法下の日本の軍事予算が多す

ぎる問題、一部の大企業には税金が免除されている等

は私たちがよく考えねばならないことです。

　また目線を家族や施設での在り方に移してみると、

これも課題が山積みです。まず日中活動の場所ですが、

一般就職・Ａ型やＢ型事業所・生活介護事業所等に入

る必要があります。この場合障害者事業所は65歳まで

の利用で、それ以後は老人対象の介護施設を利用する

ことになります。この場合でも土・日・祭日は、親か

ヘルパー制度を利用しなければなりません。

　問題は住まいの場の問題で、グループホームを見て

みます。ここの問題は、障害の軽い人が利用できない

システムになっています。また障害の重たい人も入所

できますが、高度な医療を伴い人は設備上や介護士の

不足で実質入れません。入所施設はどこも満杯で数年

以上の待機が必要です。なぜこういう事態になってい

るのでしょうか？原因はいろいろ考えられますが、障

害者の支援は親や兄弟に依存しているからでしょう。

　親も障害者を生んでしまったなどの自責の気持ちが

あるのか、親や兄弟が支援できる限り支援していきた

いと思っているのです。

　しかし、私たちは障害者権利条約にのっとり、もっ

と堂々と社会に対して、障害者がみんなと同じように

暮らしていけるシステムや仕組みを作るように訴える

必要があります。

　その際、特に必要なことは、障害者が孤立するので

はなく、障害者やその家族や関係者が、手を結び、悩

みを共有し、知恵を出し合い、共通の話題で団結する

ことが大切でしょう。

「奈良市に必要な入所施設を作ろう」「障害者支援の

輪を広げよう」「東市地区を文教・福祉の地域にしよ

う」「困った人に手を差しのべる施設になろう」「親

は自分の子供だけでなく他の障害者の世話もしよう」

「子どものためのお金を確保しよう」「楽しみや余暇

の活用も相談できるセンターを」。などなど…

　こぶしの会もそのために何かやってみたいものです。

そんな一年になればと思っています。
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　とうふ工房は、２年前に新しく仲間が４名加わり現在は11名になりました。以前までは午
前の仕事が終わってから行っていた全体の打ち合わせを、仕事が始まる前に“朝の会”と
して行う事にしました。そのことによって１日の仕事の流れがわかりやすくなり、みんなで顔を
合わせて「おはよう」と声を掛け合い集団として良い雰囲気で仕事をスタートしています。
　新しく加わった仲間の中に聴覚障害のある仲間Ｍさんがいます。朝の会は手話を使っ
ての「おはようございます」から始まります。職員もまだまだ手話の勉強中ですが、仲間も慣

れない手話とジェスチャーで朝の会を毎日進めています。
　あるとき、Ｍさんが一人で作業を行っていました。仲間の一人がＭさんの肩をトントンと叩いて「一緒に」と手話で誘ってくれていまし
た。日々 の関わりの中から自分が伝えたい手話やジェスチャーを覚えて、Ｍさんとのやり取りに生かしている仲間も増えてきています。“相
手に自分の思いを伝えたい”という気持ちが持てるってとても素敵なことだなと、その様子を見ていて職員の私たちもうれしく思っていま
す。
　豆腐工房にはさまざまな障害のある仲間が一緒に仕事をしており、ペースも仕事への関わりも十人十色ですが、お客様に美味しい
お豆腐をお届けするため、“協力すること”を大切に仕事に向き合っていければと思っています。　　　　　　　　　　　（田村智章）

「みなさーん！ おはようございます！」
から始まる豆腐工房の１日

Life nursingNews生 介活 護 とうふ班　こッから

9月

Topix

10月

11月

12月

1月

野外活動センター　　
9月のダッチュ村はリンゴの収穫。青い
空と赤いりんごと仲間の笑顔が輝いて
いました。

野外活動センター　　
9月のダッチュ村はリンゴの収穫。青い
空と赤いりんごと仲間の笑顔が輝いて
いました。

皇帝ダリア　　　
５ｍ級に伸びた今年のダリア。地域にもたくさん株分け
し、各地で咲き誇っていました。

皇帝ダリア　　　
５ｍ級に伸びた今年のダリア。地域にもたくさん株分け
し、各地で咲き誇っていました。

祭打上げ　　　　
今年も祭打ち上げ
は、こッからで。食べ
て飲んで、大抽選
会で盛り上がりまし
た。

祭打上げ　　　　
今年も祭打ち上げ
は、こッからで。食べ
て飲んで、大抽選
会で盛り上がりまし
た。日帰り旅行　　　

淡路島の「淡路ワール
ドパークONOＫORO」
へ

日帰り旅行　　　
淡路島の「淡路ワール
ドパークONOＫORO」
へ

障害者週間　　　
啓発活動の一環として市内
の施設で作られたオリジナ
ル製品を市役所玄関ホー
ルで販売。

障害者週間　　　
啓発活動の一環として市内
の施設で作られたオリジナ
ル製品を市役所玄関ホー
ルで販売。 クリスマス会　　　

仲間自治会主催のクリ
スマス会。役員さんか
らプレゼントが。

クリスマス会　　　
仲間自治会主催のクリ
スマス会。役員さんか
らプレゼントが。

仕事納め　　
恒例の餅つき大会。
地域の方々がお手伝い
に来てくださいました。

仕事納め　　
恒例の餅つき大会。
地域の方々がお手伝い
に来てくださいました。

初詣　
新年の始りは般若寺
さんでの初詣から。

初詣　
新年の始りは般若寺
さんでの初詣から。

成人式　　
今年は2名の仲間が新成人に。ご家
族、小学校の恩師、養護学校の先生
に囲まれ仲間と一緒にお祝い。感動
的な式でした。.

成人式　　
今年は2名の仲間が新成人に。ご家
族、小学校の恩師、養護学校の先生
に囲まれ仲間と一緒にお祝い。感動
的な式でした。.

書初め大会書初め大会

清掃活動　　　　
毎月のクリーンコミュニティ活動。地域
の方 と々近隣公園の掃除。9月は雑草を
抜きました。
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毎月のクリーンコミュニティ活動。地域
の方 と々近隣公園の掃除。9月は雑草を
抜きました。

いも掘り　　　　
春に植えた芋の苗が立
派に育ち、みんなで収
穫。雑草や獣害の管理
でセンタースタッフの
皆さんには大変お世話
になりました。
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でセンタースタッフの
皆さんには大変お世話
になりました。
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きるのでしょうか？

　考えられる事を思いつくままに記してみますと、障

害がある人もない人も、子供も大人も老人も、男性も

女性も、生きる上で平等な権利をもつ人に「気配りを

する」ことです。国や県の仕組みや予算で、なるべく

すべての人に十分な措置ができるものに変えていくこ

とが必要で、これが社会保障という仕組みです。技術

進歩、教育、経済、国土整備、軍事防衛などなど、ど

れも必要ですがここの折り合いをつけるのが政治の仕

事で、それをつかさどるのが政治家や議員です。

　我々は不満を言うだけでなく主権者としてよい政治

家を選ぶことがまず大切でしょう。

　次には、お金の使い方や無駄使い論もよく話題にな

りますがこれは大変難しい話です。

　ただ先進諸国での障害関連予算はＧＤＰの1～4％な

のに、日本の場合は0.7％で関係諸国の中で最下位グル

ープであること、平和憲法下の日本の軍事予算が多す

ぎる問題、一部の大企業には税金が免除されている等

は私たちがよく考えねばならないことです。

　また目線を家族や施設での在り方に移してみると、

これも課題が山積みです。まず日中活動の場所ですが、

一般就職・Ａ型やＢ型事業所・生活介護事業所等に入

る必要があります。この場合障害者事業所は65歳まで

の利用で、それ以後は老人対象の介護施設を利用する

ことになります。この場合でも土・日・祭日は、親か

ヘルパー制度を利用しなければなりません。

　問題は住まいの場の問題で、グループホームを見て

みます。ここの問題は、障害の軽い人が利用できない

システムになっています。また障害の重た人も入所で

きますが、高度な医療を伴う人は設備上や介護士の不

足で実質入れません。入所施設はどこも満杯で数年以

上の待機が必要です。なぜこういう事態になっている

のでしょうか？原因はいろいろ考えられますが、障害

者の支援は親や兄弟に依存しているからでしょう。　

親も障害者を生んでしまったなどの自責の気持ちがあ

るのか、親や兄弟が支援できる限り支援していきたい

と思っているのです。

　しかし、私たちは障害者権利条約にのっとり、もっ

と堂々と社会に対して、障害者がみんなと同じように

暮らしていけるシステムや仕組みを作るように訴える

必要があります。

　その際、特に必要なことは、障害者が孤立するので

はなく、障害者やその家族や関係者が、手を結び、悩

みを共有し、知恵を出し合い、共通の話題で団結する

ことが大切でしょう。

「奈良市に必要な入所施設を作ろう」「障害者支援の

輪を広げよう」「東市地区を文教・福祉の地域にしよ

う」「困った人に手を差しのべる施設になろう」「親

は自分の子供だけでなく他の障害者の世話もしよう」

「子どものためのお金を確保しよう」「楽しみや余暇

の活用も相談できるセンターを」。などなど…

　こぶしの会もそのために何かやってみたいものです。

そんな一年になればと思っています。
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Consultation support News相 支談 援

Caring homeNews居宅 ぐうぐうハウス・ひまわり・かたつむり

こぶしの会相談支援センター

　「ヘルパーと外出した時、ヘルパーにかかった交通費や入場料を無料にして下さい……」これは、あかつき（きょうされん奈

良支部の利用者部会）要望書で毎年筆頭に上げられる要望項目です。サービス利用料は無料ですが、実費負担が重くてお

金のかからない外出先を探すのにヘルパーも苦労します。が、今、サービス利用料そのものにも一割負担を強いる動きが大きく

すすめられています。

　「働くことに利用料をとるのはおかしい！」「応益負担反対！」と自立支援法違憲訴訟がたたかわれ、非課税の利用者は無

料となって5年。財務省、厚労省はこれを「持続可能性」「公平性」「国民理解」が得られないとして、利用者負担強化の

方向を打ち出しているのです。確かに介護保険は1割負担が原則、昨夏からは所得によって2割負担も導入されました。介護

難民の増大は深刻な問題となっています。こことの「公平性」を求めれば、サービスを控える障害者が増えるのは目に見えて

います。これが国の言う「自助」ということなのでしょうか。

　1月から始まった通常国会には「障害者総合支援法改正法案」が上程されます。夏の参院選を前に、具体的な負担増が

どこまで盛り込まれるかは不透明ですが、財務省・厚労省がすすめる社会保障費削減の方向は変わっていません。　

　そもそも「障害に伴う必要な支援は原則無償」これが、障害者権利条約がしめす「他の者との平等」な生活をする保障です。

相談支援等を通じて障害のある人たちの暮らしの実態をきちんと明らかにしていく必要性を実感しています。　　（小針康子）

利用者負担強化が打ち出される

News就 移労 行

News就 継労 続B

Work supportすたぁと

Starting work continuance B typeここに

　今年も健康診断が終わり、その結果が出ました。健康のためにも運
動をした方がいいかなぁという方が何人かおられたので、毎週月曜日の
午前中に、全員で散歩に出かけることにしました。約１時間、ここにの
周辺を歩くのですが、周辺の里山の景色を楽しみながら、いい汗をか
いています。その途中に公園があり、そこで遊具を使って遊んでみたり
もしています。実はこちらの方が皆楽しみにしていて（そりゃそうか）、
いつもとは違ったいい顔を見せてくれます。他の仲間と一緒に楽しんだ
り声を掛け合ったり、地域の小さいお子さんが一緒について来て遊んで
くれたり。
　日ごろは働くことに重きを置きがちですが、こうした取り組みによって、
新たな仲間関係ができてきたり、働くための基礎的な体力作りにもなっ
たり、自分たちの働きに来ている地域の事を知るいい機会にもなってい
ます。仲間たちも、もう月曜日の午前中は散歩に行くものだと思ってくれ
ています。働くことも大事ですが、そのベースになるものを、散歩という
活動が作ってくれています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新谷和博）

「就労移行支援事業」から
　　　　「就労継続支援事業」へ 願いを形に

「散歩」がもたらしてくれるもの

　10月4日の日曜日、ふゅーちゃー企画としては2年ぶりにボウリング大
会が催されました。実は、この企画開催のきっかけは、とある仲間か
らの提案でした。
　ある日、ふゅーちゃー職員に「ボウリング大会をしよう」と提案され
たAさん。訳を尋ねたところ、通所での日中レクリエーションとして考え
ておられたものの、実現には至らなかったとのこと。そこで、ふゅーちゃー
の企画として改めて提案しに来られたのでした。
　その後も何度となく「ボウリング大会がしたい」とおっしゃっていたA
さん。とても楽しみにされていることが伝わってきました。仲間からの「あ
んなことがしたい」「こんな所へ行きたい」といった希望を企画にでき

ることは本当に嬉しいことです。ぜひとも実現を！と職員のモチベーションも上がり、晴れて今回の開催となりました。
　当日は多くのご参加を頂き、好珍プレー続出！歓声と笑い声にあふれ、あちらこちらでハイタッチが交わされました。大盛
況のうちに幕を閉じたボウリング大会。次回を期待する声もあり喜ばしい限りですが、『なかまの願いがあり、それが発信され、
企画として実現された』という点で、ふゅーちゃー職員にとってもとりわけ嬉しい企画となりました。　　　　　（日下真由美）

～障害者総合支援法の3年見直しの議論から～

　昨年12月1日より、「すたぁと」は「ここに」と共に、「就労継続支援事業Ｂ型」
を行うことになりました。
　2007年10月1日に、「こッから作業班」で「就労移行支援事業」として「就
職をしたい」という仲間の願いを実現するための取り組みを始めました。
2009年4月に現在の出屋敷町において「ここから始まる」という意味を込めて
「すたぁと」を開所。8年の間に延べ29名が利用し、うち15名が一般企業
に就職しました。体験実習を含めると20ほどの企業とともに障害のある人が社
会で働くことについて取り組んできました。
　就職先の職種は、健康食品会社、スポーツジムの清掃、衣料の販売、

回転寿司店での調理など多岐に渡ります。それぞれの「社会の中で働きたい」という思いを「ともに働く」という「すたぁと」
での体験を通じて「自分にとっての働くとはどういうものか」を考えてきました。昨今、障害のある人の働き方が多様化し、ね
がいも変化し、「ここに」と協力し合って、今まで以上に高い給料を目指すことになりました。
　就労移行支援事業は、最長3年間という利用期限がありましたが、今後は希望する限り継続して利用することができるよう
になります。腰をすえて「すたぁと」と協働関係のある企業の中でともに働くことを追求したり、利用期限に不安な思いをする
ことなく一般企業への就労をめざしたり、より一層仲間の願いに寄り添った取り組みをしていきます。
　変わらぬご支援、ご協力をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（島耕治）
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して行う事にしました。そのことによって１日の仕事の流れがわかりやすくなり、みんなで顔を
合わせて「おはよう」と声を掛け合い集団として良い雰囲気で仕事をスタートしています。
　新しく加わった仲間の中に聴覚障害のある仲間Ｍさんがいます。朝の会は手話を使っ
ての「おはようございます」から始まります。職員もまだまだ手話の勉強中ですが、仲間も慣

れない手話とジェスチャーで朝の会を毎日進めています。
　あるとき、Ｍさんが一人で作業を行っていました。仲間の一人がＭさんの肩をトントンと叩いて「一緒に」と手話で誘ってくれていまし
た。日々 の関わりの中から自分が伝えたい手話やジェスチャーを覚えて、Ｍさんとのやり取りに生かしている仲間も増えてきています。“相
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者の支援は親や兄弟に依存しているからでしょう。　

親も障害者を生んでしまったなどの自責の気持ちがあ

るのか、親や兄弟が支援できる限り支援していきたい

と思っているのです。

　しかし、私たちは障害者権利条約にのっとり、もっ

と堂々と社会に対して、障害者がみんなと同じように

暮らしていけるシステムや仕組みを作るように訴える

必要があります。

　その際、特に必要なことは、障害者が孤立するので

はなく、障害者やその家族や関係者が、手を結び、悩

みを共有し、知恵を出し合い、共通の話題で団結する

ことが大切でしょう。

「奈良市に必要な入所施設を作ろう」「障害者支援の

輪を広げよう」「東市地区を文教・福祉の地域にしよ

う」「困った人に手を差しのべる施設になろう」「親

は自分の子供だけでなく他の障害者の世話もしよう」

「子どものためのお金を確保しよう」「楽しみや余暇

の活用も相談できるセンターを」。などなど…

　こぶしの会もそのために何かやってみたいものです。

そんな一年になればと思っています。
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■オージス総研様より
　この度、大阪ガスグループのオージス総研さまよりパソコンを寄贈し
ていただきました。
　紙すき班の名刺やはがきのデザイン作成や印刷に大活躍しており
ます。
　これからも大切に活用させていただきます。ありがとうございました！！

■イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン様より
　イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン贈呈式に参加させていた
だきました！！
　今回もイオン奈良店様、ザ・ビッグエクストラ大安寺店様に設置して
いただいている社会福祉法人こぶしの会（又はコミュニティワークこッ
から）の投函BOXに投函して頂いた黄色いレシートの合計金額の
1％相当のイオンギフトカードをご寄贈いただきました。
　長年に渡り、わたし達の活動を応援してくださっているイオンリテー
ル株式会社様、イオンビッグ株式会社様、そして毎月11日のイオン・
デーでのお買い上げレシートをこッから（こぶしの会）BOXに投函して
くださる多くの皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。
　頂きましたご寄付は、施設利用者の皆さんの自立をめざす活動の
ために大切に活用させていただきます。

　こッからのとうふファンの皆様（いつもお買い上げありが
とうございます！） そしてまだこッからのとうふを食べたこと
がないという皆様こんにちは！！　みなさんは日本で最古？の
グルメ本をご存知ですか？
　それは、天明2年（1782年）だから約230年も前の江戸
時代に刊行され、大ベストセラーとなったそうです。
　その名も『豆腐百珍』100種類もの豆腐料理の調理方
法を解説した当時としては画期的な料理レシピ本でした。
　そこで、この度こッから自慢のとうふを、今後さらにおいし
く食べていただくために、そして、もっと多くの方々に、その
おいしさを知っていただくために、「こッから版のオリジナル
とうふ百珍」を作ろうプロジェクトがスタートすることになりま
した。
　料理を指導・監修して下さるのは、知る人ぞ知る名店、
食の店「佳津」の宮脇さん。普段からこッからとうふを使っ
たメニューを作ってくださっています。ご家庭で、いつも
使っている食材を利用して、簡単に作れる、をコンセプトに
こッからのとうふだからこそというお手軽でおいしいとうふ
料理のレシピをご紹介していきます。

こッ
からの

第１ 回

〔豆腐の寄せ揚げ〕

《材料》　4人前
　大葉…………4枚
　焼き海苔……1/4を4枚
　木綿豆腐……1丁
　ショウガ……1片
　小麦粉………大さじ2杯

❶ ❷

❸ ❹ 天つゆをつけて食べる。

※ホームページでその他のレシピも掲載中です！

あり
がとう ございました！
寄　贈

水切りをした木綿とうふをつ
ぶし、小麦粉大さじ2杯をまぜ
る。

180℃の油で揚げ、皿に盛りつけ
る。ショウガを添えて出来上がり。

のりと大葉をひろげ、それぞ
れの中央にスプーン1杯分をす
くってのせて巻く。｠

《オージス総研様、イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン様》
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　2016年はこぶしの会にとっても開所から14年目とな

り、新たな気持ちで新年を迎えました。

　こぶしの会の周りで起こった新年からの出来事を少

し紹介します。

　＜こッから＞では、１月18日（月）に成人式が行わ

れ、話すことができない二人の新成人ですが、表情は

晴れやかで始終にこやかでした。お父さん・お母さ

ん・おじいさん・おばあさん・小学校と支援学校の先

生と＜こッから＞の職員や仲間たちの心のこもったお

祝いの言葉やプレゼント、歌、写真撮影などなど、み

んなで祝福しました。

　＜ここに＞では、昨年末に＜すたぁと＞の閉鎖が決

まり少し寂しい気分になりましたが、その分＜ここに

＞の人数も増え、にぎやかな活動が始まりました。ま

たＴさんが理事長に「恋人を紹介したい」と彼氏を連

れて合いに来てくれ、若い二人を見て和やかになりま

した。

　＜ふゅーちゃー＞では、一人暮らしの仲間が、お正

月もグループホームで過ごす人やヘルパーを利用する

人が増え、スタッフは大変な苦労をしながら対応して

くれており、感謝しています。

　また、正月早々から親御さんの急死の一報が入り、

障害者の一番身近な支援者が亡くなり、寂しい仲間が

一人増えてしまいました。

　＜相談支援センター＞では、地域や事業所での障害

者の切実な相談が寄せられ、地域での障害者の暮らし

を豊かにしていくため、もっといろんな事業所でのサ

ービスや支援を増やすためにお互いに連携をすること

の必要が明らかになりました。

　１月の初めに、県の広報紙＜県民だより＞で障害者

特集を行うため、こぶしの会に写真撮影の協力要請が

ありました。私も様子を見に行くと、「写真に入って

と」と言われ、恥ずかしながら写真を写されるという

ハプニングがあり、楽しい思いをさせてもらいました。

　以上のように、こぶしの会と仲間たちは今年も例年

通り日々をコツコツと過ごしていますが、少し目線を

変えて、これからの生活や暮らしの在り方に目を向け

ると少し不安を感じてしまうことも多くあります。

　国では、障害者支援の仕組みや制度が作られつつあ

りますが、すべて喜ばしいこととは言えない状態です。

特に、新しい障害者支援が広がっていく一方で、逆に

支援が受けられなくなったり額が減らされたりする人

が出るなどが生じています。これはお金の問題が一番

大きいのです。

　これまでの制度や支援では、障害者の要望などを窓

口（厚労省や障害福祉課）で聞き、まとめて政策化し、

財務省と話し合い、予算化していました。ところが最

近では、財務省が上から枠をはめ、社会福祉予算はこ

れだけでやれと厚労省に指示をするようになっていま

す。こうなると我々の窓口であるはず厚労省が、障害

者ではなく上の顔色（政府の）を気にするようになる

のです。

　これは社会福祉予算の増大に不安を持つ政府が、消

費増率を10％に引き上げることや、社会福祉予算の切

り下げに一生懸命になってしまうことが大きな原因で

す。どうしたらこれらを中止させ、改善することがで

こぶしの会や障害者にとって、今年は・・・

きるのでしょうか？

　考えられる事を思いつくままに記してみますと、障

害がある人もない人も、子供も大人も老人も、男性も

女性も、生きる上で平等な権利をもつ人に「気配りを

する」ことです。国や県の仕組みや予算で、なるべく

すべての人に十分な措置ができるものに変えていくこ

とが必要で、これが社会保障という仕組みです。技術

進歩、教育、経済、国土整備、軍事防衛などなど、ど

れも必要ですがここの折り合いをつけるのが政治の仕

事で、それをつかさどるのが政治家や議員です。

　我々は不満を言うだけでなく主権者としてよい政治

家を選ぶことがまず大切でしょう。

　次には、お金の使い方や無駄使い論もよく話題にな

りますがこれは大変難しい話です。

　ただ先進諸国での障害関連予算はＧＤＰの1～4％な

のに、日本の場合は0.7％で関係諸国の中で最下位グル

ープであること、平和憲法下の日本の軍事予算が多す

ぎる問題、一部の大企業には税金が免除されている等

は私たちがよく考えねばならないことです。

　また目線を家族や施設での在り方に移してみると、

これも課題が山積みです。まず日中活動の場所ですが、

一般就職・Ａ型やＢ型事業所・生活介護事業所等に入

る必要があります。この場合障害者事業所は65歳まで

の利用で、それ以後は老人対象の介護施設を利用する

ことになります。この場合でも土・日・祭日は、親か

ヘルパー制度を利用しなければなりません。

　問題は住まいの場の問題で、グループホームを見て

みます。ここの問題は、障害の軽い人が利用できない

システムになっています。また障害の重たい人も入所

できますが、高度な医療を伴い人は設備上や介護士の

不足で実質入れません。入所施設はどこも満杯で数年

以上の待機が必要です。なぜこういう事態になってい

るのでしょうか？原因はいろいろ考えられますが、障

害者の支援は親や兄弟に依存しているからでしょう。

　親も障害者を生んでしまったなどの自責の気持ちが

あるのか、親や兄弟が支援できる限り支援していきた

いと思っているのです。

　しかし、私たちは障害者権利条約にのっとり、もっ

と堂々と社会に対して、障害者がみんなと同じように

暮らしていけるシステムや仕組みを作るように訴える

必要があります。

　その際、特に必要なことは、障害者が孤立するので

はなく、障害者やその家族や関係者が、手を結び、悩

みを共有し、知恵を出し合い、共通の話題で団結する

ことが大切でしょう。

「奈良市に必要な入所施設を作ろう」「障害者支援の

輪を広げよう」「東市地区を文教・福祉の地域にしよ

う」「困った人に手を差しのべる施設になろう」「親

は自分の子供だけでなく他の障害者の世話もしよう」

「子どものためのお金を確保しよう」「楽しみや余暇

の活用も相談できるセンターを」。などなど…

　こぶしの会もそのために何かやってみたいものです。

そんな一年になればと思っています。
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こちらも
ご覧下さい

http://kokkara.jp/
Facebookはじめました。

・ネットショップ　・活動ブログ　
・ニュースブログもお楽しみ下さい。

　寝台特急の定期運行終了が決まり、それを惜しむ鉄道ファン
が最終列車を見送るためにホームに溢れているニュースが流れ
ていました。入場者が激減し廃園が決まった遊園地に、想い出
の場所が無くなるのは残念だと行列ができるほどひとが訪れた
り。お世話になった人の突然の訃報に、しばらく会いに行かな
かったことや何も恩返しができなかったことを悔やんだりする
ことがあります。毎日の繰り返しの中で、当たり前に永遠に続

くと思い込んでしまっていることを（実際にはそんなものは有
り得なくて）失ってはじめて、その存在の大きさや大切さに気
づかされます。一日一日を大切に生きるなんて簡単にはできそ
うもないけれど、会いたいな、行ってみたいな、そしてやりた
いなと繰り返し思い浮かぶ人や場所や夢があるのなら、後回し
にせずに行動できるようになりたいとそう思います。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（古木　一夫）
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生活介護　こッから《とうふ班》生活介護　こッから《とうふ班》

「みなさーん！ おはようございます！」
から始まる豆腐工房の１日

「こッから祭」のご報告

就労移行支援　すたぁと就労移行支援　すたぁと

就労継続B型　ここに就労継続B型　ここに

「散歩」がもたらしてくれるもの

「就労移行支援事業」から
「就労継続支援事業」へ
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居宅支援居宅支援

「願いを形に」
相談支援事業相談支援事業

「利用者負担強化が打ち出される」
～障害者総合支援法の3年見直しの論議から～

TopixTopix

「こぶしの会や障害者にとって、
今年は…」

　こッから祭が11月1日（日）に開催されました。
　今年で14回目となるお祭りですが、今回は数年
ぶりの快晴となり、参加者・関係者あわせて1,000
名の参加で楽しい一日を過ごすことが出来ました。
　今回の特徴として、地域の様 な々団体の皆さん
がこのイベントに参加してくださったことがあげられ
ます。地元の中学校区の子どもたちを支える地域
ネットワークとして活動をされている「SAKURA
ネットワーク」のみなさん。昨年からその輪にこッか
らも参加させて頂き、地域・教育・福祉の連携で
「地域ブランド産品」を一緒に作り販売しています。
　今回たくさんの中学生ボランティアさんも加わり
初めてお店を出店してくださいました。地域公民
館の絵本の読み聞かせグループの方 も々初参加
で絵本コーナーを盛り上げてくださいました。一緒
に近隣公園の掃除をしているクリーンコミュニティ
の皆さんは、パン工房の仲間と今回のコラボ企画
である「こッからバームクーヘン」を販売してくださ
いました。地元で長年活動されているボランティア
団体として、顔の広い方々ばかりなので、お知り合
いを見つけては声をかけていただき、用意した商
品はあっという間に売り切れました。
　その他にも、様 な々形でご協力をいただき、地域
の支え無しにはこのような規模のイベントを開催す
ることはできません。「こッから祭は地域の祭」。これ
からもそう言ってもらえるようにみんなで頑張ってい
きます。たくさんのご協力ありがとうございました！！

　先日、散髪屋さんで髪を切ってもらいながら、いつものように世間
話をしていました。そこで昔、色んなお客さんから繰り返し聞いた
話（歳を取ると如何に生活が大変か）を、この頃よく思い出すんだ
とマスターがしみじみと話してくれました。最近体調を崩され体力
が急に衰えたということで、例えば散歩ついでに行く買い物が、15
分で行けたのに、30分もかかってしまう。帰りに買い物袋を提げて
歩くのがつらい。ほんのちょっとした坂道を登るのがきつい等など
…。決していい加減に聞いていたわけではないけれど、自分がそ
の立場になってやっと実感として理解できたと。
　私にも、昔聞いた偉い人の講話や目上の人からの説教など、何

となくわかった気になって、またはうっとうしいなと反発しながら聞き
流していた言葉が、社会に出て又は自分が親になって初めて、頭
の片隅からリアルに蘇る瞬間があります。話し手が、どれだけ熱心
に大事なことだと思って語っても、それを受け取る側に準備がなけ
れば、その言葉は聞こえないし、伝えたい思いは届かない。だとす
れば例えその時には届かなくても、いつかを期待して、話し手は何
度も伝えつづけ聞く側は、繰り返し聞くことで記憶の隅にぼんやりと
でも残しておくことに意義があるのかもしれません。
　そう言えば、会話の主導権は、本当は話す側ではなく聞く側に
あるって、誰かに教えてもらったことを思い出した。　 （古木一夫）
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