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5 月・6 月合併号 

雑草
あ ら く さ

という夢は終わらない 

 
 

 去年の１２月１４日、社会福祉法人あさみどりの会べにしだの家の従たる事業所である「あらくさ作業

室」が改修工事を終え、ささやかなお披露目会が開かれた。その会は、いずれべにしだの家から独立する

ことを視野に入れた新たな出発の宴でもあった。思えばこのあらくさ作業室（グループホームの「あらく

さの家」「神田ホーム」も含め）は、ここの利用者たちの父や母の夢を乗せた３０年に亘る旅の途中でも

あり、大いなる挑戦の軌跡の証しでもある。そこで、あらくさをとりまく人たち一人ひとりの現在、過去、

未来を想いつつ、今回は三人の方に寄稿いただいた。雑草（あらくさ）という夢の始まりから現在、そし

て未来をそれぞれの文章から読み解く中で、いまだ終わらない夢のあとさきこそが、利用者本人も、家族

も、支援者も、誰もが共に仕合せになるための道しるべなのだとあらためて思う。 

この子らを世の光にと願い 援け合うこころを育む 

心身に障害のある人とのかかわりを通してボランティアの心を育み すべての人々が共に良い人生を送れる社会づくりをおこなう ２０２０（令和２）年５月１０日発行 
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新事業所の船出にあたって 
 

島 田 修 三（愛知淑徳大学学長・あさみどりの会理事） 

 

 この原稿を書いている５月３日現在、新型コロナウイルス感染拡大に対する国と県の緊急事態宣言は

解除されず、さらに延長されることになった。真綿で首を絞められるような自粛状態がまだ数週間続くこ

とを思うと、脱力的な溜息をつかざるを得ない。私の大学も休業を要請されてはいるものの、職務の性質

上、私は毎日、ほぼ朝から夕方まで職場の自室オフィスに詰めている。大学の現場には、スピーディーな

判断やそれこそ緊急の指令を必要とする問題や課題が次々に生じてくるからだ。 

急遽、オンライン授業に移行することを余儀なくされた時期などは時間の推移や時系列がしばしば分

からなくなった。学生・教職員含めて１万人規模の大所帯の組織が、こういう未曾有の緊急事態に対応す

ること、しかも限られた短い時間で動き始めることは、頭で考えるほど容易ではないのである。アメリカ

のトランプ大統領がこれは戦争だとかいって、その時は、何を大げさな、と私は苦笑したけれど、どうや

ら、そう大げさなことでもないことがすぐにわかってきた。崩壊の危機にさらされている医療機関はもち

ろん、企業や大学などの組織における、不要不急とはほど遠い執行部や最前線にいる人間から戦死者が出

ても不思議ではないと私は思うようになった。新型コロナウイルスにやられるというよりも、過剰なスト

レスによる心身の疲労困憊が原因で死ぬかも知れない。 

私のオフィスは南北西の三方に大小の窓があって、むろんそれらは開放してある。面会者は応接エリア

や会議エリアで対角線に対面したり、いわゆる social distance を取っている。むろん訪れる人は誰も

彼もマスクをしている。最近はさまざまなデザインのマスクが現れるが、それはそれでささやかな目の楽

しみと思うことにしている。今の大学にいて楽しいことはほとんどないが、こういう時ならではの、人の

心の思いがけぬ優しさや柔らかさ、潔い勇気などに触れることができるのが楽しい、というより嬉しい。 

      ＊ 

 緊急事態の質がまったく違うのだけれど、今回の国を挙げての自粛、自宅蟄居といった事態のただなか

にいて、私は何やらこれは既視感があることのように思えることがあった。３０年ほど前、昭和が終わろ

うとしている頃のことだ。正確には１９８８年秋、昭和天皇が吐血、下血を繰り返す重篤な病床に就いて

おり、世の中は自粛ムードでびんと張りつめていた。例えば、日産の新車ＣＭで、歌手の井上陽水が「皆

さーん、お元気ですかー」と語りかけるシーンがあったが、いつのまにか科白の部分が口パクになってい

た。企業が自粛したのか、自粛への同調圧力をかけた第三者がいたのか知らないが、強いていえばそうか

も知れないが、とりたてて不謹慎なＣＭとも思えなかった。とはいうものの、世の中はぴりぴりした自粛

ムードに覆われていて、派手な鳴り物の伴う行事などは、いつもと違って葬式みたいに静かに行われてい

た。しかし、私の記憶にある限りでは、この時期に自粛ムードとはまるで無関係にあたりをつんざく盛大

なＢＧＭを流して、恒例行事をやっている団体がひとつあった。 

 

 ようやく、ここで「あさみどりの会」に筆は及ぶことになる（回りくどい話で恐縮）。そう、このあた

りをつんざく盛大なＢＧＭを流して朝から運動会をやっていた団体は、障害児通園施設（現在は児童発達

支援センター）「さわらび園」なのであった。秋晴れの千種区新池町一丁目界隈はひねもす実にもう賑や

かな限りで、小さな障害児たちや若い親たちが伸び伸びと運動会を楽しんだのであった。私は、自粛への
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強い同調圧力のかかった時期に、派手な鳴り物入りの運動会をやってしまう「さわらび園」が、なんだか

実にいいじゃないか、と思ったことを覚えている。天皇陛下の病気と子供たちの運動会の間には何の関係

もないし、派手にやろうがやるまいが何の差し障りもないでしょう、といい放つかのような島﨑左世先生

の気合と姿勢が爽やかなものに見えたのだった。 

     ＊ 

私の長女、麻実子が母親とともに「さわらび園」に通うようになったのは、この年の４月であった。満

で４歳を迎えることになって、児童福祉センターからさまざまな障害児施設を紹介されていた。しかし、

まだ障害児を産んだというショックから立ち直っていなかったはずの家内には、たぶんあれこれ施設を

意欲的に見て回るような気力はなかったはずだ。最初にこわごわ顔を出した「さわらび園」で左世先生の

気合に呑まれたのではないかと思う。とにかく何が縁となったか分からないが、この母子療育というユニ

ークな方針を取る施設に通うことになった。３年間の通園は麻実子にも家内にも多くの実りをもたらし

てくれたと思う。左世先生の教え、というか、これは先生の生きる姿勢に通ずるのだろうが、公共交通機

関を利用して、とにかく母子ともども胸を張って「さわらび園」に通いなさい、という教えは、何よりも

素晴らしい。そして、お母さんたちはいつも若々しくおしゃれをしなさい、という教えも私は、実にいい

なあ、と思った。 

だいたい今どきの教育機関やそれに準ずるところでは、そんな個人的な趣味の領域に口を出したりは

しない。そもそも母子通園というのも強い縛りである。しかし、教育とは「私＝わたくし」から始まるも

のだと私は考えている。とはいえ、「私」の価値観やバイアスをはばかるところなく出してくる「さわら

び園」の指導方針は当初はなんだか辟易したが、やがて惹かれていくことになる。運動会の件もそのきっ

かけのひとつである。 

大喧嘩したこともある。旗幟鮮明な価値観やバイアスは教条的に運用すると、それをおずおずと認めて

通園して来る母親を苦しめることになる。左世イズムをへたに他人が使うのはまちがいの元である。家内

の仲間の母親が、そのプレッシャーで苦しむ姿を郡上の夏季の親子合宿で見た。ついに見かねて、左世イ

ズムを振りかざす担当の先生を怒鳴りまくり、その後も左世先生の前で彼を徹底的にぶっ叩きまくった

ことがある。今から考えると大人げないし、子供が世話になっていてヤバいじゃないかとも思う。とはい

うものの、家内も『仁義なき戦い』の「しょうちゃん」こと広能昌三みたいな私の無鉄砲や義侠心をよく

知っているから、怒鳴りまくって帰宅したら、どう、すっきりした？ と笑って訊くので閉口したことを

覚えている。その左世先生も家内も今は亡き人になってしまった。 

     ＊ 

 やがて、「さわらび園」で同時期に通った子供の保護者２０名余り、母親だけではなく父親たちもしば

しば集まるようになる。子供の年齢幅でいうと１～２歳の年の差、親の年齢もほぼ団塊の世代からその後

続世代にあたる。子供たちの卒園が近くなり、それぞれ地域の小学校に散ってゆく１年前くらいからのこ

とだったと思う。特にこの時期には、島﨑春樹先生がわれわれ父親の前に頻繁に登場するようになる（正

確な年月を確認するのは厄介なのでここには記さない（親の会に関する時系列の詳細は平成１０年１２

月「あさみどりの会」刊行『父たち』所収の渡邊冬樹さんの文章をご覧いただきたい）。 

 島﨑春樹先生がわれわれ父親を集め、飲ませ、時間をかけて話し合わせた挙句に説こうとした目的は単

純明快にして、実はなかなか困難なことだった。父親自身の手で障害児たちの未来を具体的に描いてみな

いか、ということである。要するに、義務教育を終えた時期以降の子供たちの具体的な就労の場、親から

独立して暮らすための都市型のグループホーム、この二つの目的を実現する父親の組織を創ってみない

かということなのであった。確かに、子供たちの未来を行政は描いてくれない。パプリックな集団収容施



4 

第三種郵便物承認             療 育 援 助           ２０２０年５月１０日 

 

設はあるが、わたしたちが見学して回った数か所の施設は決して自分の子を預けたいと思うような場や

環境ではなかった。特に住まいに関しては、街の住宅地にあって、ごくふつうの市民生活が享受できるよ

うな場であり、環境でありたい。島﨑先生の示唆してくれた方向だが、街育ちのわれわれの子供たちが街

の中で、周囲の理解や支援を受けながら、数名ずつの独立した生活空間をもつという将来像をわれわれも

想い描いたのだった。 

これをリアルに実現していくためには、いくつかの条件がある。まず、作業所やグループホームを建設

ないしは取得するための資金を父親の会として共同貯蓄すること、当時すこしずつ改革が進んでいた福

祉行政を横目ににらみながら目的に添った学習・研修活動を継続的に実施すること、会員相互の子供たち

の障害に対して父親が関心をもつこと、といった条件があったかと思う。父親の会は「あらくさの会」と

称したが、「あらくさ」とは雑草の古語、まあ、雑草のようにしぶとく行こうというような意味合いであ

る。雑草のようにしぶとく行こう、とは謳ったものの、当初、２０人くらいいたメンバーから東山公園に

第１グループホームを獲得した時点で早くも何人かが退会していった。さらに、当初、月々３万円から始

めた共同貯蓄を年度末に３千円ずつアップしていくことを会則に明記したが、アップするたびに侃々

諤々の議論が飛び交い、値上げ反対派はあっさり止めていった。その度にわたしたちは胸を痛めたが、ま

た機会があれば再入会もありだよ、というスタンスで送り出してきたつもりではある。この姿勢も島﨑春

樹先生の教えである。 

     ＊ 

 ことほどさように、「あらくさの会」の会の最大の問題は常に共同貯蓄の年度ごとのアップにあったと

思う。私は長く当会の会長を務めてきたが、この年度末の貯蓄金額の見直しという議題はいつも憂鬱だっ

た。おそらく他の父親の会も同じではなかろうか。子供が「さわらび園」にいた間は母親たちが何よりも

父親の活動の強力な支えだったが、卒園してそれぞれの地域に戻ってからは、今度は貯蓄推進や値上げに

否定的になっていく。島﨑先生が、しばしば、島田さんたちの強敵は女房連中だぞ、と笑っていっていた

が、まさにその通りであった。女性たちの短期的リアリズム精神の前には、まだ具体的な輪郭の見えない

将来のために月々数万円を（ほぼ投機的に）貯蓄していく「あらくさの会」の歩みが、次第に雲をつかむ

ような話に見え始めたのかも知れない（お母さん方、ごめんなさい）。 

 

 そんなこんなの厄介なハードルを乗り越えて、最終的に「あらくさの会」は２軒のグループホームと１

軒の作業所を実現するに至った。島﨑春樹先生を始め、左世先生ほかの「あさみどりの会」の職員の皆さ

んの的確で温かい指導と絶えざる支援によって、所期の目的、すなわち「義務教育を終えた時期以降の子

供たちの具体的な就労の場、親から独立して暮らすための都市型のグループホーム、この二つの目的」を

なんとか実現できたのであった。ここまでともに歩んで来た父親、母親たちはむろんのこと、とりわけ神

田作業所、神田ホーム設立のために所有するビルに快く便宜をはかってくれた仲間の小縣潤一郎氏には

深い感謝を申し上げる。こうした小縣さんの力添えがなければ、「あらくさの会」は所期の目的を達する

ことは出来なかったと思う。小縣さん、ほんとうにありがとう。 

最初に購入し、「あらくさの会」の拠点ともなり、第１グループホームともなった東山公園の新池町の

建物はすでに「あさみどりの会」に寄付を終え（その後、新築された）、現在、われわれは会としての活

動は休息期に入っている。しかし、定期的な集まり、それから有志による積み立ては継続している。当初

からの会員は一桁になってしまったが、その後、本会の趣旨に賛同して加わってくれた栂井さん、高野さ

ん、幅さんも定例の会には顔を出してくれる。発足メンバーより若い世代である。現在の「あらくさの会」

は目立った活動をしていないが、老齢期を迎えたわれわれ家族も含め、「あさみどりの会」やその周辺の
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ボランティアさんたちとともに緩やかな互助支援組織が出来ないものか、と私は考えている。故・渡邊冬

樹さんともよくそんなことを肴にして飲んだものだった。島崎徹也先生もそういう趣旨の組織を構想し

ているかと思う。「あらくさの会」はまだまだ終わったわけではないのだ。 

あらくさ作業室、神田ホーム、あらくさの家は「べにしだの家」のブランチとして位置づけられていた

が、このたび、１、２年後の作業所としての独立を目指し新たな出発をする。先に触れた小縣さんのビル

の１階、２階を改修し、２０名以上を迎えられる規模の福祉事業施設になった。１階には上田慎先生熟練

の技が焼き上げたパンの食べられるシャレた茶房も出来ている（ただし、今は新型コロナウイルスの騒ぎ

で営業はされていない。実に残念）。今後、新しい事業所がどういう発展をしていくか、まだ漠然として

はいるが、「あさみどりの会」の理念に賛同する人々の拠点となることを祈ってやまない。 

 

 

 

 最後に昨年７月に急逝した渡邊冬樹さんのことに触れておきたい。「あらくさの会」が激しい波風を立

てながらも３０年以上にわたって活動を維持できたのは、渡邊さんの力に拠るところが大きい。おやじギ

ャグを連発する、ユーモラスで穏やかな人物であったが、ここぞという時の「あらくさの会」の陰の舵取

りは彼だったと思う。先にも述べたが、貯蓄額の値上げの時など、私はほとんど喧嘩腰（何せ『仁義なき

戦い』の広能昌三ですから）になったりしたが、その後の場の空気を穏やかに収めてくれるのはいつも渡

邊さんであった。私は渡邊さんの人柄や人徳を当てにして、生涯にわたって付き合うかも知れない父親や

母親に喧嘩を売るようなことも敢えてして来たのだった。３年前に家内を失い、昨年は渡邊さんを失っ

た。ともにまったく予期せぬ突然の死であった。やりきれない喪失感から今もなお脱しきれたわけではな

い。ちょっと寂しい結びになってしまった。 

あらくさ作業室のお披露目会にて挨拶する島田さん 
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 去年７月８日月曜日の朝、突然飛び込んできた連絡に言葉を失いました。長年あさみどりの会の後援会

会長として、そして一昨年からは社会福祉法人あさみどりの会の監事として、あさみどりの会の活動を見

守っていただいていた渡邊冬樹さんが病院に搬送されたと連絡が来たのです。取るものも取り敢えず、す

ぐに病院に走ったのですが、最後の言葉を交わす事なくそのまま帰らぬ人となってしまいました。それか

らもう１０ヶ月ほども経ったのですが、未だに実感がなく、そのうちひょっこりと「どうも」と言ってさ

わらび園の事務所に入ってくるのではないかと感じる事が時々あります。それほど深く関わりを持って

くださっていたのだと改めて思います。 

渡邊さんとの出会いは今から３４年前に遡ります。思えば、娘であるさやかさんがさわらび園の園児と

して入園してから今日まで言い尽くせないほどのいろんな事といろんな想いを渡邊さんとは共有してき

たような気がします。その中でも、父親の会である「あらくさの会」を通した今までの歩みは、渡邊さん

の父としての想い、共に歩む会の父たちや子供たちへの想いにあふれていたように思います。今回、改修

工事を終えて新たな一歩を踏み出した「あらくさ作業室」を見ることなく逝った渡邊さんへの追悼も込め

て、以下法人発行書籍である「父たち」（平成１０年１２月刊行）に寄稿された渡邊さんの文章の一部か

ら、特に会発足時の熱い思いを綴った内容を中心に掲載させていただきます。 

（法人総合施設長 島崎徹也） 

 

 

障害児の未来を拓くために 
― 離合して結集してあらくさの会の１０年 ―  

渡 邊 冬 樹 

 

 時の流れは速いもので、「あらくさの

会」が活動を始めてから１０年目を迎

え、・＜中略＞・・ここに「あらくさの会」

発足までと、発足後について、我々親子

達が、いかに素晴らしく、ある意味では

大変な体験をしてきたか、ご理解頂く機

会を頂戴しましたことを深く感謝申し上

げます。 
 

 一人娘さやかは自閉症で、昭和６１年

４月からさわらび園に通園することにな

りました。父親も、娘の入園前の面接に

同行せねばならず、今でもよく覚えているのは、さわらび園園長の島﨑左世先生と指導主任の吉田とき江

先生のお二人にご説明を受けたときのことです。年２回の父親参観日と、夏のキャンプ４日間のうち、後

半の２日ぐらいは必ず出席するようにとの厳命で、素直に「ハイ」としか言えませんでした。父親参観日

追悼 渡邊冬樹さん寄稿の文章から 

渡邊さんご家族（あらくさの会２０周年･作業所１０周年記念会にて） 
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は、娘がご厄介になった４年間、全部真面目に出席しました。 

 また、当時、この他に、椿泰廣先輩達が中心となって組織された父親の会が、卒園児、在園児の父親を

対象として懇親会や勉強会を開催しており、私も、折角の機会だからとの思いから、翌朝まで、しっかり

学習するのが常でした。父親研修会では、島﨑春樹あさみどり会理事長（当時あさみどり会館館長）から、

子供の身辺自立と、健常児を大学に出したり結婚させたりするのと同じ程度の金を使え（将来のために１

千万円くらい貯めよ）とのお話を、度々伺っていましたが、自らの問題として強く感じたのは、昭和６３

年１０月頃、父親研修の一環として名古屋市内の障害児（者）施設見学会が行われ、３か所ほどの施設を

見学したときのことです。なかでも、強烈な印象を受けたのは、ある精神薄弱児施設（現障害児入所支援

施設）でした。そこでは、障害の程度によって棟が区分されており、そのうちの最重度の棟に入った時、

案内の職員が、見学者全員の入室を確認すると同時に、出入口に施錠したのです。これには、大変衝撃を

受けましたが、中でまたびっくり。１８歳くらいの自閉症と思われる男子が素っ裸で立っており、すぐ傍

には、２０歳そこそこの女子職員が平然とした様子で、仕事をしているのです。この我々からは、異常に

思われることが、日常であることの異常さに言葉を失ってしまいました。言うまでもなく、この施設が、

子供をそうしてしまったのではなく、このような状態になってしまった子を収容したのですが、私として

は、自分の子を将来この様な施設に委ねることは絶対にできないと思ったのです（皮肉なことに、その後

２度、妻の入院で、緊急一時保護のお世話になりました）。この施設見学会に参加された他の父親の中に

も、私と同様の感想をもたれた方も多かったのではないかと思われ、このことが、施設を外れてのつなが

りをより強く求める原動力の一つになったものと確信しています。 

 丁度この頃から、父親研修会で館長（島﨑先生）が、グループホームに関するお話をされるようになり、

またその資金的な裏付けのためにも、父親が中心となる障害児の親の会の組織化について熱心に説かれ

ました。平成元年を迎えると、事態は急に慌ただしくなり、何回かの準備会議を経て、平成元年１０月７

日に、さわらび園に於いて、「子供の将来を考える有志の会」（仮称）を開催することができたのです。当

日の出席は１８名で、もちろん館長、園長のお二人は助言者としてご臨席いただきました。先生方から

は、学齢期以後の施設の現状、グループホームと福祉工場について、福祉行政の今後、身辺自立の問題等

多岐にわたるお話をうかがうことができました。当日の参加者のそれぞれの個人的な事情の違い、関心事

についての違いもかなり大きいという前提で、広範囲にご説明いただいたものと思います。その後、これ

までの準備段階で世話人としていろいろご苦労願った高見茂さんより挨拶があり、この中で、「子供は確

実に大人になる、私達もなるべく早く第一歩を踏み出し、夢が現実となるよりどころを作りたい」という

主旨の話がありましたが、全くその通り、高見さんも私も子供の卒園まで半年余り、その間に決定せねば

ならない重要事項がいくつかあったのです。 

 第一の問題は資金作りです。これについては二案が出されました。一つは、ごく一般的な積立金方式で

あり、これが当日は多数意見ではありましたが、金額をどのように設定するかは、まちまちという状況で

あり、もう一案は、不動産投資で、これについては、個人的に投資を行っていた佐藤拓二さんから、次回

の会合に、横浜から業者を呼んで説明させるとの提案がありました。そして、結論は、結局、１０年後を

満期とする定期的な共同貯蓄ないしは投資を行う（貯蓄額は全員同額）、ただし、会発足後一年は月額３

万円を共同貯蓄するが、一年後に再検討するという、きわめて玉虫色的決着となりました。何はともあ

れ、スタートすることが最優先だったのです。ただ、貯蓄額を３万円に設定することもすんなり決まった

わけではありません。ここでも、佐藤さんが独特の個性を発揮（もちろんよい意味です）し、かなり高額

の積立を主張、それは難しいという主張もあり、間を採って３万円に落ち着いたのです。それでも、月額

３万円という額自体は親の会の積立額としては、かなり突出した額ですが、父親の会であるからこそ可能
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となったと確信しております。この積立が３年後に、会の前途に大きな光明を与えることになろうとは、

その時には知る由もありませんでした。 

 二番目の問題は会の名称ですが、平成元年１１月２５日の会合に一人一案を出し、多数決にて最終的に

島田修三さん発案の「雑草（あらくさ）の会」と決まりました。いかにも国文学者（特に万葉集の研究者

として著名である）らしい素朴さの中に力強さを秘めた命名だと思います。ちなみに私の提案は「二十一

世紀の会」でしたが、一回目の投票で一票のみで、決選投票にも残りませんでした。島田さんには、会則

の原案作成もお願いし、ほぼ原案通り承認されたのですが、同時に作成された趣意書は、我々の将来へ向

かっての意欲と情熱が溢れんばかりの名文であり、日本国憲法の前文も、霞んで見えるようでした。 

 最後の問題は役員人事です。準備会の段階で、世話人として１７名選出され、高見さんを代表世話人

（会長）として活動していましたが、そのままの陣容で高見さんに「あらくさの会」初代会長をお願いす

ることになりました。これは私見ではありますが、最適な人選であったと思います。強力な指導力、統率

力という資質が不可欠ということならば、彼以外にも適任者はあったかもしれません。しかし、会として

はっきり決まっているのは、貯蓄することと、将来、具体的に何をするかは、これからの勉強を通して決

めようということで、自分の子供の将来について、どんな理想を持った人も、あるいは何も考えていない

人でも参加でき、いやなら脱会しやすい（当初は、退会の場合、積み立てた元金はもとより利息まで返却

していました）会でしたので、会長としては、自己の主義主張のはっきり出やすい人ではなく、自己を制

御でき、すべての会員の意見（それが正論、詭弁、その他何であろうと）を公平に聞ける神のような人が

必要だったのです。 

 とにもかくにも、会員の最年長の子供の卒園と同時の平成２年４月１４日、さわらび園にて設立総会を

開催、２２名の会員数で、何とか発足に漕ぎ着けました。 

 

――― （中略） ――― 

 

平成 5 年に購入時の「あらくさの家」         渡邊さんとあらくさの父たち 

 

会発足後１０年経過しましたが、よくもまあ空中分解せずにきたものだと思います。会員すべて、さわ

らび在園中の父親参観日、研修会で学習した父親の役割や障害児のための貯蓄等を前提とするという認

識が、程度の差は別にして、共有されている父親の集合体であること、そして、当然、在園中は自分の子

供のことだけが問題だが、会の発足、その後の学習を通して、我情我欲から離れ、「全員の幸せ」を求め

る方向に徐々に変わってきている点が重要だと思うのです。この方向さえ見失わなければ、今後も、いか

なる難問も乗り越え、子供に最良の処遇が可能となるであろうことを確信するのです。 
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ベーカリーあらくさにいらっしゃいませ 
 

上 田  慎（あらくさ作業室支援員） 

 

これまでを振り返ると 

大学４年生の実習の最終日に当時の

理事長(兼べにしだの家所長)の島﨑春

樹さんにお声をいただき、２０世紀末で

ある平成１２年の４月にこの『あらく

さ』に新卒で配属されました。当時は作

業所としては２年目であり、名古屋市よ

り小規模作業所として認可(今はもう廃

止された制度)が下りるので新しくスタ

ッフを探していたとのことでした。 

現在のあらくさのメイン事業である

パン作業は、本人たちの将来の仕事につ

ながればとの願いのもと、作業所が立ち

上がる前からお母様方がすでに活動を

始めており、保育園や学校、新聞店さんなどにパンを納めておりました。 

自分が配属されて３年目くらいのときに本格的に本人たちの活動として展開していくということで、

お母様に講師として入っていただき本人らとのパン作りに取り組み始めました。『あらくさ会議』とうち

らは呼んでいる本人らと予定などを確認・決めていく会議があるのですが、そのときにパン作りに興味が

あると手を挙げた本人らをメインに、週に二回ほど練習を行っていきました。たしか一年経たずして給食

用のパンを作って納品できるレベルまで達することができたかと記憶しています。なによりパン作業中

に次はなんだっけと焦る自分の横にぶら下がった換気扇の紐をひっぱる本人たちの冷静な行動を今でも

覚えております。 

あと同時に自分も今までパン作りなど全くの未経験だったので、基本から教えを請うためにパン教室

の先生をやっているお母様の家にお邪魔をすることもありました。パンが焼けると温かいスープなども

ご用意いただきそのまま夕食としていただきました。パンを教えていただくだけでなく、一人暮らしで不

足でしょうと野菜もたっぷり心遣いもたっぷりいただけたことを本当に感謝しております。あとは作業

所がお休みの土日に練習(故吉田とき江さんに付き合ってもらったことも)を行ったり、練習より本番に

挑むほうが勉強になるとお母様らを頼らず注文を受けてしまい見かねたお母様が早朝から来ていただき

(あのときはギリギリで納期に間に合って助かりました)ということがあったりということも思い出され

ます。 

その他にも本当にいろいろなことがありたくさんの方の関わりがあり、パン作業に関わってきた経緯

を改めて思い返すと本当に感慨深いものがあります。 

 

今後の展望 

あらくさの作業所が出来て今年で２１年目、パン作業に関してはお母様方の活動も含めるとそれ以上

上田さんとあきこさん（彦根旅行での一コマ） 
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の歴史となります。 

現在のパン作業は保育園とさわらび園の給食パン作り、区役所や地域同業事業所イベントや法人内バ

ザーの出店、あとは月一回『パンバザー』と称し地域の住民の方に向けて作業所活動スペースを一時的に

パン陳列ができるように机などのレイアウトに変えてパン販売を行っております。そういったあらかじ

め数と種類の指定を受けての受注生産や、他の場所での出店がメインでパン作業を行ってきましたが、今

回は土台をしっかり固めるべく、去年末に作業所の改装工事を行い、今までなかった実店舗を構える運び

となりました。 

この福祉の仕事を考えていくにあたり、重要な要素であるのが地域との交流及び啓発活動があると思

います。あさみどりの会は運動体としていろんなものを巻き込んでいくことが活動理念の一つでもあり

ますが、それを実現するにはパン作業、そして実店舗の存在は大きな力を持つだろうなと思います。自分

がパン作業に取り組み始めたときは当然そんなことを考えることはなく目の前のことでいっぱいでした

が、こうやって振り返ってみるとパンというのは社会とつながるツールとして大変有効だなと改めて感

じます。 

うちはパン以外にも様々な作業活動をしていますが、『食べたら無くなる、(おいしかったら)また来る』

というサイクルがパン作業には生まれます。つまり繰り返し地域の方が作業所に足を運んでくださるこ

とが本人ら、そして福祉への理解、さらには何かしらの協力や新しい価値観の創造へ繋がっていくのでは

と感じます。実際にすぐ近くにお住まいの住民さんが来店され「おいしかったよ」と本人らに声をかけら

れ、それで本人らが笑顔になる姿を見るとまさにこれだな！と思います。 

今回改装して出来た店舗はパンの販売スペースだけでなく、イートインコーナーも併設し店内でパン

を召し上がっていただけるように、そしてスペースや設備の制約で調理パン(サンドイッチなど)をこれ

まで作ることが出来なかったのですがそれらを調理できるように、さらにはドリンクなども提供できる

ようにキッチンを一つ増設しました。 

今後のパン作業の目指していく展開としては、パンの種類を増やしてより売上を増やしていくことは

もちろんですが、より今まで以上に地域交流の場として提供できればなと思っています。地域の住民の方

同士、そこに作業所スタッフや本人らや家族の方など関わっていき、どんどん輪が大きく色んな人が巻き

込まれていけば本望かなと思います。そのための土台の装飾もしっかりしていきたいと思います。居心地

の良いスペース作り、美味しいパンとコーヒー、気持ちの良い接客を目指していきます。さらには作業所

の利用定員も増やしていく予定ですので、新しくパン作業に興味を持って参加できる本人も増えて活気

ある店内になっていけばと思います。 

お店の営業日は大変申し訳ありませんが、他との兼ね合いもありまずは毎週金曜日のみの営業からス

タートしていきたいと思っています。今年の後半に週２日、将来的には毎日営業を目指していきたいと思

います。 

 

最後に…、皆様御存知の通り新型ウイルスの感染防止のため、多くのお店で自粛休業に追い込まれてお

ります。本来は４月からの開店営業予定でしたが、あらくさも今現在まで見合わせをしております。早け

れば６月より営業をしたいところですが、どうなっているでしょうか。騒動も収まって、もしお時間が合

うようでしたらぜひあらくさにお越しくださいませ。焼きたてパンと温かいコーヒーと笑顔を用意して

お待ちしております。 
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利用者さんと一緒にパン作業をする上田さんと平岩さん 
 

笑顔でいっぱいのあらくさ 
 

平岩 恵（あらくさ作業室支援員） 

 

「笑う門には福来る」「みんなで笑って暮らしたい」とあらくさの利用者さんは言う。 
 

「おはよー」と元気に笑って来所される方。笑って楽しそうにラジオ体操している方。iPadで楽しく検

索される方。静かにお仕事をしているな～と思ったらいきなり「ぐふふ…」と思い出し笑いをされる方。   

支援者の話を何気なく聞いていてニヤリと笑う方。 

あらくさ作業室は笑顔がいっぱいの毎日です。 
 

朝の９時半、ラジオ体操から一日は始まります。このラジオ体操で私は日頃の運動不足を解消していま

す。そして、朝の会で昨日のお話（ホームや自宅で何をしていたか？夕食は何を食べたのか？）を聞いて

いるのですが、みなさん昨日の事を思い出しながらお話をしてくださいます。たまに、昨夜の怒れてしま

った事を報告してくれて…又、怒れてきてしまったり、悲しくなったり…。面白かったことを思い出し、

また…笑っちゃったり。 

毎日行うこの昨日のお話で、あらくさのスタッフは利用者の方たちの体調も確認しています。話すテン

ポだったり、間の空き方で調子を確認です。あらくさから帰った後のことも知ることができて、利用者の

方々とスタッフのコミュニケーションにもなっています。 

１０年ほど前から朝の会に取り入れて、初めの頃はなかなか上手く話せなかった方も今ではたくさん

話せるようになりました。思うように話せなかった方が目標にしていた言葉を発したときは、とても感動

し…泣けちゃいました。そんな歴史のある朝の発表が昨日のお話です。 

言いたいこと！自分の気持ちを出せるように！相手に伝えられるように！そんな毎日の練習の積み重

ねで利用者の方々の話せる力が、1年後、３年後、5年後にどう成長していくのかも私の楽しみの一つに

なっています。少しずつ、少しずつの成長です。そんな少しずつの成長を助けてあげられたら良いなと私
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は思います。 

おならをしては、みんなで笑う。ゲップを

している人がいれば「やめてー」とツッコま

れ皆で大笑い。毎日みんなで大騒ぎしなが

ら笑ってる。利用者の皆さんの笑顔をみる

のが私は好きです。 

あらくさの利用者の皆さんはお仕事をま

じめに取り組みます。ときに、お仕事を取り

合ったりするほどです。仕事中こだわりが

強すぎて譲り合えなかったり、取り合った

り、大声を出したり、叫んだり、喧嘩になっ

たり、とても自然体の利用者の方々と私は

毎日お仕事をしています。支援者として支援をしているのに私が助けられている事も、学ばせて頂いてい

る事もたくさんあるなと思います。 

助けられたら「ありがとう」  嬉しかったら「ありがとう」 

あらくさでは皆「ありがとう」をたくさん言います。 

「ありがとう」がいっぱいです。とても素敵な事だと思います。  
 

午後１３時。お昼休憩の後はラジオ体操第２から始まります。私はこのラジオ体操第２で肩こりを解消

しています。ラジオ体操も個性豊かなラジオ体操で自然と笑顔になれます。手を回す回数が何故か多すぎ

る方。ジャンプの回数が多すぎる方。その場でダッシュしたり…楽しそうに体操しています。 

休憩中は絵を描いたり、塗り絵をしたり。iPad からは音楽が流れ、その曲に合わせて歌う方も。気に

なる言葉や気になっている人物の名前を紙に書いてきて iPadで検索もします。音声入力だって何度も挑

戦です。そして、今からはアレクサ（人工知能）との共生の仕方かな。 

日々色んなことに興味を示し、楽しんでいるのです。私の知らなかった世界…。利用者の方々から色ん

な事を楽しむ方法…教えてもらっています。 

「ありがとう」 
 

あらくさ作業室は、今年２０２０年【あらくさベーカリー】というパン屋を始めます。ベーカリーカフ

ェも始める予定です。 

今まで保育園の給食パンをはじめ、月１（第２土曜日）のパンバザー、イベントへの出店などでお馴染

みのあらくさのパンをもっと皆さまに食べていただける様に…。 

そして、もっと色んな形で皆さまとつながれます様

に。 

笑顔と「ありがとう」がたくさん届けられます様に。 

肩の力がぬけて気持ちがホッと癒され、来ていただ

いたお客様が笑顔になって帰って行く…。【あらくさ

ベーカリー】がそんな場所になっていけると良いなと

思います。イベント等もできて、いろんな方と交流が

できて、楽しくて居心地の良いパン屋さんを目指して

頑張ります。 
 

新装ベーカリーカフェ 

作業中の平岩さんとやすひろさん 
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 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下、法人の各事業所ともそれぞれに対応を苦慮して

いるところですが、そんな中でも笑顔と元気を忘れずに、利用者（児）も職員も日々を過ごしています。

以下、法人各事業所の近況をお伝えし、事業所はもとより、日頃からあさみどりの会を応援していただい

ている皆さんとも笑顔と元気を共有したいと思います。 

 まずは、法人本部及びさわらび園の事務所ですが、少し衣替えしました。コロナ禍が収まりお越しの際

はまた気軽にお声かけ下さい。 
 

 
 

 

 

         さわらび園では、この４月、新しい親子や新任の職員を迎えて、新年度がはじま

りました。入園式は７組の新入園の親子が全員参加して、新たなスタートをきることができました。 

その後は、残念ながら新型コロナウイルスの影響で、利用の自粛になり、今は登園してくる子ども

の人数が少なくなっていますが、玄関には昨年度卒園した子どもたちが育てたチューリップがきれ

いな花を咲かせて、風に揺れながら、登園してくる親子を迎えてくれています。 

 そして、例年は園の外で泳いでいるこいのぼりも、今年は子どもたちが目にしやすいように、玄関

から教室に向かう廊下を泳いでいます。大きなこいのぼりの下を通って、教室へ向かう子どもたち。 

 一日も早く通常の登園が再開し、にぎやかな日常に戻って、子どもたちとお母さんのたくさんの笑

顔に出会えるのを心待ちにしています。（山本） 

 

  

手前が法人本部デスク＋さわらび事務・給食・相談支援 
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先日、本人・ご家族へ手紙を出しました。 
 

～最近、私のところへ「コロナイヤ！！」「コロナ終わる？」と尋ねてみえる方々が・・・ 

そうですよね。物事が変更されることも多く、落ち着かないですよね。こんな、訳の分からない日々

なのに、わらびの皆さんは自分なりに落ち着こうと努力され、大きくブレることもなく過ごされて

います。そんな、本人方を目の前に「この人の命を守らなければ！！」と思います。 

 わらび福祉園は、本人の幸せを想い、本人・家族・スタッフの三者が協力し合い、共に歩いてまい

りました。足りない部分は多々あるかと思いますが、我々スタッフとしては、「想いに寄り添ってい

く」ことを大事にしてきたつもりです。しかし、このような状態の時に我々として何を大事にすべき

かを考えました。あたりまえのことではありますが「命を守る」これに尽きます。いつも以上にこの

ことを 1 番に考えないと、簡単に取り返しのつかないことが起こる可能性がある今、我々スタッフ

一同気を引き締めて対応していまいります。皆さま方に於かれましても、今は「命を守る」（これは

勿論本人・家族・スタッフみんなです）を基準とし、様々なご判断をいただければと思います。何と

か、この事態を皆で協力し合い乗り切っていきましょう。 

＊「みんなの命を守る」ですからね。無理のし過ぎは禁物です。いつでもご相談くださいね。三者の

協力のもと歩いてきたわらびです。本人の事ではないから等々の遠慮は無用ですよ。皆さんとゆっ

くりと共にすごせる日を心待ちにしています。～ 

書きながら、わらび福祉園のこれまでの三者の歩みの重みを感じました。先達からのこの確かな

歩みがあるからこそ、今、わらびのみんなで新法人へと出発できるのだと思っています。（熊谷） 

 

   

 

 
 

6 月オープンに向けて練習中❗️ 

がんばれ～❗️❗️ 

就労継続支援 B 型事業所 うどん屋和來-wara 
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穏やかな新年を迎えた頃には想像もできなかった事態に陥り、出口の見えな

い迷路に迷い込んだかのような昨今です。皆様、くれぐれもご自愛ください。 

べにしだの家では、所謂「3 密」となる環境に極力配慮しながら、日中は生活棟と各ホームに分散

して生活支援を主に、第 1、第 2、あらわいの各作業室で少人数による日中活動を継続しています。

普段の賑やかさがなくなっている寂しさは感じますが、それでも利用者さんはそれぞれお元気にい

つもの穏やかな笑顔を見せてくれています。職員一同、日々の衛生管理により緊張感を持って臨まな

ければならないプレッシャーもありながら、その笑顔に癒され、励まされています。 

そんな中、あるホームの様子を窺ったところ、利用者さんの一人が居室で描いた絵を見せてくれま

した。お気に入りのスタッフに交じって私（所長）がカラフルに色鉛筆で描かれていて思わず笑みが

こぼれました。べにしだでは、昨年度から絵画の活動を改めて見直し、作品展に応募したり「エンジ

ョイタイム」と称して日中活動に少しずつ取り入れ始めています。それぞれの個性的な筆遣い、色遣

い、好きな題材に触れ、その作品に新鮮な感動をいただく機会が多くなりました。今まで当たり前だ

った日常の営みが様々な場面で制約を求められ、これまで経験したことがない閉塞感が増してはい

ますが、利用者さんの新たな一面を見出すチャンスでもあります。そして、こんな時でも利用者さん

の屈託のない笑顔は変わりません。その笑顔に支えられながら、長いトンネルにも必ず出口は見つか

ると信じて乗り越えていきましょう！！（追分） 

 

  

私（所長）です (^^) 

日中の合間に散歩 

コロナ禍を忘れてしまいそうなひと時 
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～愛西より花と笑顔を～ 
 

昨年度末より新型コロナ対策により日常生活に変化を強いられている利用者さんたちですが、ひ

とりひとりに丁寧な説明を職員がしてくれたおかげでしょうか、大きくぶれたりする方もなく、マス

クもできる方が増えるなど落ち着いて過ごせています。春を迎え、新たに購入したトラクターも活用

して畑の整備も進み、また自然栽培パーティの仲間の応援もあってじゃがいもやレタスが順調に育

ってきています。昨年度取得したれいんぼうの南側の土地は、駐車場、花壇、そして畑と整備がほぼ

終わりました。きれいな花たちをみると気持ちが癒されます。そして畑の畝にはトマト苗も植わりま

した。いわゆる３密を避けるために屋外での活動があることはれいんぼうの強みだなと思います。東

屋の隣には素敵なミニログハウスも建ちました。このコロナの状況が落ち着いたられいんぼうの新

しい玄関口をぜひ見に来てくださいね。（鷲見） 
 

  

 

今回の緊急事態宣言で利用者と家族の皆さまには、いつもに勝る協力をお

願いすることになりました。親御さんに自家用車で送ってもらうことを許容しながらも｢ひとりで地

下鉄に乗りたいの｣とのつぶやく声に心が痛む日々を過ごしています。 

さて、現在あらくさ作業室では、縮小しているパンの製造販売の他に、自動車部品の組み付けや、

市販用のバイク部品をセットする仕事をしていますが、今回の状況を受けて、例えば、ある方は今ま

でやったことがなかった作業にチャレンジしてもらう事になり、集中して担当したことでその作業を

任せられるようになったりと、皆さんそれぞれにいつもより根気よく作業に取り組んでくれていま

す。この緊急の状況下、あたりまえの日常がもどる日を利用者も、家族も、私たち職員も待ちわびつ

つですが、みんな逞しく、元気な声と笑顔を絶やすことなく過ごしています。 

また、マスクが手に入りにくくなった当初から、利用者のお母様が手作りマスクを作ってくださり、

販売も始めました。出入りの事業者や近隣の方たちに好評で、とても喜ばれています。（葛原） 
 

  


