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　　　　１４時３０分～１７時００分

場　所：熊本市食品交流会館 第１会議室
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平成２４年度事業報告 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

 

特定非営利活動法人 自立応援団 

１ 事業の成果 

障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会

が「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重するため徹底審議を求める要請文を国会議員の皆さんに出し

ました。 

以下、要請文です。 

「障害者総合支援法案」は、民主党と自民党、公明党の３党が修正法案をまとめ、本日中にも衆議院厚

生労働委員会で趣旨説明がおこなわれ、連休前にも強引に可決・成立の方向と報道されています。しか

し、法案は、廃止すべき障害者自立支援法の「上塗り」にすぎない一部「改正」法案です。国は公文書

で、「（自立支援法を）廃止し新たな総合福祉法制を実施する」とした「基本合意」を交わし、司法決着

しました。ところが、法案は、これを一方的にくつがえし、反故にしようとするものです。法治国家と

してあってはならないことです。 

 私たちはこれを断じて認めることはできません。国は、約束した「基本合意」を破ることなく、自立

支援法を廃止する責務があります。 

 また、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会構成員５５名全員がひとつになってまとめた「骨格

提言」を、「棚上げ」「先送り」するのではなく、誠実に尊重して法案に反映されるよう、公聴会の開催

を含め、時間をかけた徹底審議がなされるべきです。 

 この間の動きに対して、多くの地方紙は、社説等で政府の動向をきびしく批判しています。各地方自

治体では、骨格提言にもとづいた「総合福祉法」実現を求める決議があいついで採択されています（４

月１６日現在、１８６自治体）。 

 国会議員のみなさんにおかれましては、ぜひ、つぎのことにご尽力くださいますよう、心から要請い

たします。 

1)「尊厳を深く傷つけた」応益負担は完全になくなっていません。国が「基本合意」で交わしたように、

障害者自立支援法は廃止してください。そのためにも法の廃止条項を明記してください。 

2)新法は、総合福祉部会がまとめた「骨格提言」を反映したものとしてください。 

3)国会審議にあたっては、「基本合意」を守り、「骨格提言」を尊重するため、参考人招致や公聴会を開

催するなど徹底した審議を行ってください。 

平成 24年 4月 6日に 元総合福祉部会長 佐藤久雄さんが作成した「障害者総合福祉法の骨格提言」

と「障害者総合支援法案」の比較表では、法の目的では、不十分ながら骨格提言を散りいれている事項

としているものの、検討されているが、その内容が不明確又はきわめて不十分な事項が 21 か所、まっ

たく触れていない事項が 38 か所となっています。 

何のために、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会構成員 55 名が作ってきたのか？ 

和解合意文書の中の「障害者自立支援法制定の総括と反省」においては、 

国（厚生労働省）は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見

を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担（定率負担）の導入等を行った

ことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間として

の尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明

するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。 

としておりますが、このままだと結局、当事者の意見や十分な検証を無視した形での法案となってしま

います。 

上記を踏まえて、「私たちは何をしなければならないか！」「何ができるのか？」 

55 
 

で前事業年度の予算に準じ収益費用を講じ

ることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算に基づく

収益費用とみなす。 

（予算の補正） 

第４４条 予算作成後にやむをえない事由が生じたと

きは、理事会の議決を経て、既定予算の補

正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第４５条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借

対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長

が作成し、監事の監査を受け、総会の議決

を経なければならない。 

２ 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り

越すものとする。 

（事業年度） 

第４６条 この法人の事業年度は毎年４月１日に始ま

り、翌年３月末日に終わる。 

（臨機の措置） 

第４７条 予算をもって定めるもののほか、借入金の

借入れその他新たな義務の負担をし、又は

権利を放棄しようとするときは、総会の議

決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第４８条 この法人が定款を変更しようとするときは、

総会に出席した正会員の３分の２以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第 25 条第３項に規定す

る以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得

なければならない。 

(1) 目的 

(2) 名称 

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

非営利活動に係る事業の種類 

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所

轄庁変更を伴うものに限る） 

(5) 社員の得喪に関する事項 

(6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を

除く） 

(7) 会議に関する事項 

(8) その他の事業を行う場合における、その種類そ

の当該その他の事業に関する事項 

(9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項

に限る） 

(10) 定款の変更に関する事項 

（解散） 

第４９条 この法人は、次に掲げる事由により解散す

る。 

（１）総会の決議 

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の

不能 

（３）正会員の欠亡 

（４）合併 

（５）破産手続き開始の決定 

（６）所轄庁による設立の認証の取り消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するとき

は、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄

庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第５１条 この法人が解散（合併又は破産による解散

を除く）したときに残存する財産は、法第

１１条第３項に掲げる者のうち熊本県に譲

渡するものとする。 

（合併） 

第５２条 この法人が合併しようとするときは、総会

において正会員総数の４分の３以上の議決

を経、かつ、所轄庁の認証を得なければな

らない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第５３条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲

示するとともに、官報に掲載して行う。 

 

第１０章 雑則 

（細則） 

第５４条 この定款の施行について必要な細則は、理

事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものと

する。 

  理事長  宮田喜代志 

  副理事長 甲斐正法 

  理 事  千賀泰幸 

  監 事  宮﨑政雄 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第

１項の規定にかかわらず、成立の日から２００２年５

月末日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、

第４４条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第４９条の規

定にかかわらず、設立の日から 2002 年 3 月末日までと

する。 

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にか

かわらず、次に掲げる額とする。 

（１）正会員  年会費 ３千円 

（２）賛助会員 年会費 １万２千円 
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28 条第２項、第 29 条第１項第２号及び第 48 条の

適用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正

会員は、その議事の議決に加わることができない。 

（議事録） 

第３０条 総会の議事については、次の事項を記載し

た議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決

委任者がある場合にあっては、その数を付記す

ること） 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人２名以上が署名、押印しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面によ

り同意の意思表示をしたことにより、総会の決議

があったとみなされた場合においては、次の事項

を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 総会の決議があったものとみなされた事項の

内容 

（２） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

（３） 総会の決議があったものとみなされた日 

（４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第３１条 理事会は理事をもって構成する。 

（権能） 

第３２条 理事会は定款で定めるもののほか、次の事

項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関す

る事項 

（４）事業計画及び収支予算の変更 

（開催） 

第３３条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき 

（２）理事総数の２分の１以上から会議の目的である

事項を記載した書面をもって招集の請求があっ

たとき 

（３）第１５条第５項第５号の規定により、監事から

招集の請求があったとき 

（招集） 

第３４条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は前条第２号及び第３号の規定による請求

があったときは、その日から１５日以内に理事会

を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目

的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく

とも５日前までに理事に通知しなければならない。 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

（議決） 

第３６条 理事会における議決事項は、第３４条第３

項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（表決権等） 

第３７条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理

事は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決することができる 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条

第１項の適用については、理事会に出席したもの

とみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する

理事は、その議事の議決に加わることができない。 

（議事録） 

第３８条 理事会の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）理事総数、出席者数及び出席者名（書面表決者

又は表決委任者がある場合にあっては、その数

を付記すること） 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任され

た議事録署名人２名以上が署名、押印しなければ

ならない。 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第３９条 この法人の資産は、次の各号に掲げるもの

をもって構成する。 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 

（２）会費 

（３）寄付金品 

（４）財産から生じる収益 

（５）事業に伴う収益 

（６）その他の収益 

（資産の管理） 

第４０条 この法人の資産は、理事長が管理し、その

方法は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。 

（会計の原則） 

第４１条 この法人の会計は、法２７条各号に掲げる

原則に従って行うものとする。 

（事業計画及び予算） 

第４２条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予

算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。 

（暫定予算） 

第４３条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理

由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日ま
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一緒に考えていかねばなりません。 

地域の NPO として、障がい者作業所としては、作業所で働いている仲間と家族、そしてグループホー

ムで生活している仲間たちと一緒に今後も運動を続けていかねばならないと思います。 

これは、作業所やグループホーム、訪問介護事業所で働いている職員の問題でもあります。 

また、その実現を目指すためには、地域の NPO との連携も必要ですし、全国組織との連携も必要にな

ってきます。 

今年度自立応援団の働きとして、KDF（熊本障害フォーラム）、きょうされん熊本支部、はーとアラウ

ンド、熊本市居宅介護事業所ネットワーク等、各障がい者団体や NPO と連携を図りながら、障害があ

っても地域で暮らす為の活動を実施してきました。 

 

当面の課題 

熊本県においては、本年 4 月 1 日「障害がある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」が施行されま

した。しかし中身は妥協した部分もかなりあり、求めていたものとの違いがあったというのは、ご存じ

の方も多いのかもしれません。しかし、広域相談員や地域相談員が設置された事はとっても大きいこと

です。それは、相談する場所がそこにできたのですから。その中で差別禁止法制定に向けて、動いてい

ます。今後、国が策定しようとしている差別禁止法に関して注視しなければならないでしょう。 

「暮らしづらさがある。」「生きにくさがある」多くは、差別と偏見から生じるものが数多くあります。 

障害は、個人の障害ではなく、社会にあるという認識を多くの方に理解して頂くことが、まずの第１歩

かもしれません。一人でも多くの方に障がい者差別という部分の認識を理解して頂き、そこに地域での

暮らしにくさと社会での生きづらさがあることを理解して頂けるようにしていかねばなりません。 

 

就労継続支援Ａ型事業所 事業 

就労支援センターくまもとの事業としては、企業様からの箱折作業及びシール貼り作業の委託を受け

年間を通じての業務を行いました。利用者は 25 名、内 2 名退所（一般就労 1 名／移行支援事業所 1 名）

新規利用者 6 名（内 3 名途中入社）でした。 

箱折作業協力企業箱折作業協力企業箱折作業協力企業箱折作業協力企業    

（株）杉養蜂園 （株）清正製菓 （株）岩田コーポレーション （有）野元食品  

（株）クマモト敬和 （株）釜屋 

封入作業協力企業封入作業協力企業封入作業協力企業封入作業協力企業    

（株）ソニー生命 ＦＰ江浦事業所 

その他軽作業企業その他軽作業企業その他軽作業企業その他軽作業企業    

（有）トマピー 田上樹楽園 マイティクリーン E-land スポーツクラブ 

〇商品開発〇商品開発〇商品開発〇商品開発    

新商品開発としては今年度バジルソースの開発を行いました。 

バジル試食会 [2012 年 08 月 21 日（Tue）] 

初挑戦の今回のお味は 

『味に深みが足りない』『塩分が足りない』『辛いバージョンも試そう』 

という意見もありました。 

 

バジル試食会 [2012 年 10 月 04 日（Thu）] 

今日の試作品はまずまずの味になっていました。苦評もだいぶ減りました(笑) 

商品化実現に向けて一歩近付いた気がします 

 

新商品検討会 [2012 年 10 月 09 日（Tue）] 

商品開発のために、専門家の意見を取り入れる

方向性が必要となり、中央区水前寺公園にある 料

理方秘 神の水のオーナ

ーシェフ 松村健司 氏
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監修をして頂く事になりました。 

松村さんは、料亭おく村や、大阪、福岡、NY、

世界一周の旅客船で和食部門料理長などの経験を

経て、更には「熊本郷土料理 青柳」で熊本城の本

丸御膳の仕事を手がけた超一流の料理人です。い

ろんなご意見を頂きましたので、より良い商品に

なりそうです。 

 

商品魅力化計画セミナー！！[2012 年 10 月 25 日（Thu）] 

「商品魅力化計画セミナー」に参加。 

第１期の集大成で「県民百貨店」さまや「亀井通

産」さまをはじめ、様々な企業さまに対して、私

たちのプレゼンを聞いていただき、様々な貴重な

ご意見を聞くことができました 

会場内にはセミナーに参加している１０事業所の

現行商品や開発段階、または開発した新商品が並

びました。こだわった商品がたくさん。 

就労支援セン

ターくまもと

からはバジル

ペーストを提

案致しました。 

 

はーとアラウンドくまもと『商品魅力化計画』セミナーⅡ期[2012 年 11 月 15 日（Thu）] 

『商品魅力化計画』セミナーⅡ期では、書画家 楽

氣 茨木清貴さんによる講話とワークショップ、

商品のブランディングについてのお勉強ワークシ

ョップでは、みんなで書画をお勉強しました 

筆は・・・ムズカシイ・・・ながらも、みんな上

手に描けました。 

 

〇〇〇〇販売活動販売活動販売活動販売活動    

「塩麹」販売[2012 年 06 月 07 日（Thu）] 

今話題の塩麹・・・実は日本に古くから伝わる

伝統的な調味料です。 

５つの素敵な医学的な効能もあるらしくって、 

☆疲労回復 ☆ストレス軽減 ☆便秘解消 

☆老化予防 ☆美肌効果 

その他、新じゃが・タケノコ（真竹）の販売を行

いました。 

はーとアラウンド 展示販売会 

日 時：2012 年６月 12（火）・13 日（水）の２

日間 10：00～18：00 

会 場：ゆめタウンはません（熊本市南区田井島

一丁目 2 番 1 号） 

今日は販売員メンバー

の母校の先生もご来店

いただくなど、あたた

かい繋がりを感じまし

た。メンバーにも良い

経験になったようです。 

 

かたらんね！販売会[2012 年 06 月 22 日（Fri）] 

テトリアくまもと１階の熊本県観光物産交流ス

クエア かたらんね (市電水道町電停前)にて 6 月

20日(水)～22日まで9周年の誕生祭がおこなわれ

ており、就労支援センターくまもとも出店しまし

た。 

外の特設テントにて販売、誕生祭初日にはくまも

んも登場し、しっかり就労支援センターくまもと

のハーブをアピールし

てまいりました 

美味しいとれたて新じ

ゃがと、ハーブを販売

させていただきました。 

 

ゆめタウンはません販売会[2012 年 08 月 06 日（Mon）] 

ナス・おくら・きゅうりなど出品しました。 

はーとアラウンド市場（障がい者就労支援施設製

品販売会） 2012 年 8 月 7 日（火）～8 日（水）

10：00～18：00 ゆめタウンはません １Ｆ正面

玄関入口 吹き抜けスペース 

栽培に携わるメンバーが販売員として参加してい

たため、うちのお野菜の魅力を直接お客様にお話

する事ができました。（コミュニケーション販売っ

てステキだなぁ） 
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５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２）この法人の財産の状況を監査すること。 

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業

務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見し

た場合には、これを総会または所轄庁に報告す

ること。 

（４）前号の報告をするため必要がある場合には、総

会を招集すること。 

（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状

況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。 

（任期等） 

第１６条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を

妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任され

ていない場合には、任期の末日後、最初の総会が

終結するまで、その任期を伸長する。 

３ 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、そ

れぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者

が就任するまでは、その職務を行わなければなら

ない。 

（欠員補充） 

第１７条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１

を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

補充しなければならない。 

（解任） 

第１８条 役員が次の各号の一に該当するに至ったと

きは、総会の議決により、これを解任する

ことができる。この場合、その役員に対し、

議決する前に弁明の機会を与えなければな

らない。 

（１）職務の遂行に堪えない状況にあると認められる

とき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしく

ない行為があったとき。 

（報酬等） 

第１９条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内

で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用

を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。 

（職員） 

第２０条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

 

 

第５章 総会 

（種別） 

第２１条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会

の２種とする。 

（構成） 

第２２条 総会は正会員をもって構成する。 

（権能） 

第２３条 総会は以下の事項について議決する。 

（１）定款の変更 

（２）解散 

（３）合併 

（４）事業計画及び活動予算 

（５）事業報告及び活動決算 

（６）役員の選任又は解任、職務及び報酬 

（７）会費の額 

（８）借入金（その事業年度内の収益をもって償還す

る短期借入金を除く。第４７条において同じ。） 

（９）その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第２４条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催

する。 

（１）理事長が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

（２）正会員総数の５分の１以上から、会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき 

（３）第１５条第５項第４号の規定により、監事から

招集があったとき 

（招集） 

第２５条 総会は前条第２項第３号の場合を除き、理

事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定に

よる請求があったときは、その日から３０日以内

に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的

及び審議事項を記載した書面をもって、少なくと

も１４日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第２６条 総会の議長は、その総会において、出席し

た正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第２７条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席

がなければ、開会することができない。 

（議決） 

第２８条 総会における議決事項は、第２５条第３項

の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提

案した場合において、社員の全員が書面により同

意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する

旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

（表決権等） 

第２９条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会

員は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決し、又は他の正会員を代理人として表

決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、第
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特定非営利活動法人自立応援団 定款 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人自立応援団

という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市北

区貢町７８０番地８に置く。 

  

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、地域で自立した生活を送る高齢

者、障害者、子どもなどの就労支援活動や生活活

動のサポートをすることで、QOL 向上を図ると

共に、施設から在宅での生活を目指す方への支援

及び相談事業を行い、障害者・高齢者の福祉の増

進に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人はその目的を達成するため、次に掲

げる種類の特定非営利活動を行う。 

（１）福祉の増進をはかる活動 

（２）まちづくりの推進を図る活動 

（３）前号に掲げる分野の特定非営利活動団体の支援

活動 

（事業） 

第５条 この法人はその目的を達成するため、次の活

動を行う。 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービ

ス事業 

② 介護保険法に定める指定居宅介護支援事業 

③ 介護保険法に定める指定訪問介護事業 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員を

もって特定非営利活動促進法（以下「法」と

いう）上の社員とする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会した個

人及び団体 

（２）賛助会員 この法人の活動に協力、協賛する個

人及び団体 

（入会） 

第７条 正会員、及び賛助会員の入会については、特

に条件を定めない。 

２ 正会員、及び賛助会員として入会するものは、理

事長が別に定める入会申込書により理事長に申し

込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、

入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときには、

速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨

を通知しなければならない。 

（会費） 

第８条 正会員は、総会において別に定める会費を納

入しなければならない。 

（会員資格の喪失） 

第９条 正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当す

るに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１）退会届の提出をしたとき 

（２）本人が死亡したとき、又は団体にあっては、会

員である団体が消滅したとき 

（３）会費を１年以上滞納したとき 

（４）除名されたとき 

（退会） 

第１０条 正会員及び賛助会員は、理事長が別に定め

る退会届けを理事長に提出して、任意に退

会することができる。 

（除名） 

第１１条 会員が次の各号の一に該当するに至ったと

きは、総会の議決により、これを除名する

ことができる。この場合、その会員に対し、

議決の前に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

（１）この定款に違反したとき。 

（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行

為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第１２条 既に納められた会費その他の拠出金品は、

返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第１３条 この法人に次の役員を置く。 

（１）理事 ３名～５名 

（２）監事 １名 

２ 理事のうち、１名を理事長、１名を副理事長とす

る。 

（選任等） 

第１４条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その

配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親

等の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれ

るようなことになってはならない。 

４ 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねること

ができない。 

（職務） 

第１５条 理事長は、この法人を代表し、その業務を

総理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この

法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときには理事長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行す

る。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理

事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 
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ゆめタウンはません 販売会[2012 年 10 月 10 日（Wed）] 

今回は『秋の収穫祭』企画として季節のお野菜

がたくさん並びました。採れたてのさつま芋（金

時）・ナス・ピーマン・オクラ・バジルを出品 

そして以前初の販売で売り上げが思うようにいか

ず、今回リベンジに燃えていたメンバーの内田さ

んもチラシ配り、

レジ打ち、袋詰め

と大忙し＋売り上

げも行い、楽しか

ったようです 

 

障がい者週間[2012 年 12 月 03 日（Mon）] 

毎年 12月 3日から 12月９日を障がい者週間と

して、国民の間に広く障がい者福祉についての関

心と理解を深めるとともに、障がいのある人たち

が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に

積極的に参加する意欲を高めることを目的として、

従来の「障害者の日」（１２月９日）に代わるもの

として設定されたものです。この期間を中心に、

国、地方公共団体、関係団体等において、様々な

意識啓発に係る取組を展開しており、イベント販

売でした 

『障害者週間～つながるささえる心の“わ”～』 

熊本市中央区新町にある子ども文化会館にて、「授

産施設製品の販売会」に参加してまいりました。 

就労支援センターくまも

とは、ポップコーンを販

売 

できたてのおいしいポッ

プコーンをたくさんの子

ども達に食べてもら

う事ができました 

さて、今年の障がい

者週間も、多くの市

民のみなさまに私た

ちの想いが届くとい

いのですが。 

 

焼パスタ販売！（自家製ジェノバソース）[2013 年 01 月 06 日（Sun）] 

1 月 6 日～7 日の２日間、内田さんと原田で『焼

パスタ屋さん』をしました。北熊本Ｓ．Ａにて出

店 

『熊本っぽいもの』『温かいもの（冬なので）』と

言われ・・・ 

自家製バジルをふんだんに使った『あったかあん

かけ 焼パスタ』という事に。 

鉄板で少～しカリっとなるまで焼いたジェノベー

ゼに、バジルが香る

あんかけスープをか

けて～・・・幸せな

お味（´∀｀) 

内田さんも鉄板に挑

戦し、なかなかの腕

前でした。 

 

ゆめタウンはません販売会[2013 年 02 月 12 日（Tue）] 

就労支援センターくまもとからは、にんじんを

出品。今日は農芸班の工藤伊織さんが頑張ってく

れました。 

初めてのレジ打ち、ドキドキ…。（成功） チラシ

配りも接客も、とフル稼働でした 

日 時：2013 年 2 月 12（火）～13 日（水）10：

00～18：00 

会 場：ゆめタウンはません（熊本市南区田井島

一丁目 2 番 1 号） 

２日目は内田さんが販売・接客とレジ内業務を頑

張りました 

袋詰めのコツもつかんできたようです。 

 

 

〇〇〇〇農芸班活動農芸班活動農芸班活動農芸班活動    

チューリップの花[2012 年 04 月 05 日（Thu）] 

いっきに春が訪れたようです。フードパルの坂

道には桜並木が迎えてくれます。風が吹くと、桜

の花びらがまるで祝福をしてくれるように、ひら

ひらと舞ってくれます。 

就労支援センターくまもとの花壇にもチューリッ

プの花が咲きました！ 

昼休みの休憩時の憩いのポイントとして、仲間の

心を癒してくれています。お世話して頂いた農芸

班に感謝です！ 
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花の管理のお仕事…[2012 年 04 月 06 日（Fri）] 

田上樹楽園様より農芸班にお仕事を頂きました。

公園に植える花の苗の管理です。 

花が咲いたら、公園に植えられます。とても楽し

みです！ 

昨日、管理する花の苗を頂きました。水やりをし

たり、肥料の管理をしたり、雑草の管理をしたり

…。皆さん、綺麗な花が咲くことを楽しみに仕事

をしています。 

 

シイタケ菌を原木に打ち込みました！[2012 年 04 月 07 日（Sat）] 

菊陽町にお借りしている山に行って、椎茸菌を

原木に打ち込みました。新しく農芸班に入った仲

間もなかなか、手際が良くて助かります。さてさ

て、収穫が楽しみです。 

山をお借りする事ができるようになり、更に農芸

班のお仕事の領域が広がってきました。本当に楽

しみです。自然と触れ合いながら、自然と向かい

合って皆さんがんばっておられます。 

収穫が楽しみです。自然が相手なので、難しい部

分もあり、失敗することもあるかもしれません。

しかし、その失敗を糧に頑張っていきたいと思い

ます。 

 

エンドウ豆の収穫[2012 年 05 月 06 日（Sun）] 

エンドウの収穫をしました。エンドウは、はたけ まるごとマーケットで販売して頂きました。 

 

公園管理作業[2012 年 05 月 21 日（Mon）] 

今日は、田上樹楽園さんの公園管理作業を施設

外就労として、参加しお手伝いました。 

メンバーのみんなは、日頃畑で実践していますの

で、とても慣れた感じでした。企業の方も手早さ

に感心して頂き、明日も引

き続き公園管理作業をさせ

ていただく事になりまし

た！ 

 

花畑公園での植え付け作業[2012 年 05 月 22 日（Tue）] 

今日も、田上樹楽園様のお仕事で、公園管理の

仕事をさせていただきました。 

花畑公園の花の植え付けです。たくさんの方に声

をかけていただき、ありがとうございました。 

花は、人の心をオープンにする何かを持っている

ようです。 

日々の農作業がこういう時

に活かされるんだと教わり

ました。 

 

ヒマワリが咲きました[2012 年 06 月 14 日（Thu）] 

バジルの種を蒔きました。ほとんど草の中に蒔

いています。（草生栽培）         

トマトと共生させています。（コンパニオンプラン

ツ）ヒマワリも咲きました。

一足先に夏がきました。 

 

グリンピースの種をとりました☆[2012 年 06 月 22 日（Fri）] 

今日は、グリンピースの種をとりました。若い

頃は、種取りが面倒臭かったのですが･･･。喜びす

ら感じています。種は野菜の意志だと思います。

それを引き継ぐのは、野菜に対するせめてもの敬

意だと思い、種を取っています。 

 

人参さん♪[2012 年 07 月 05 日（Thu）] 

今日は、人参の種取りをしました。人参の種は

毎年、梅雨の最中に形成されるので、放っておく

と腐りますので、できたらすぐ摘み取ってハウス

で乾かします。 

 

農業体験♪[2012 年 09 月 27 日（Thu）] 

今日は、新入社員と、就労支援センターくまも

とへ就職希望の方のお２人が農作業の体験に行き

ました。日中はまだまだ暑いですが、半日第一農

場にて頑張られていました 

農芸班の若手、工藤さんが教育係としてお二人に

作業の説明などされていましたが、私たちが思う
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定 款 変 更 案  

  

記 

  

 １ 変更の内容 

   下記「特定非営利活動法自立応援団 定款：新旧対照表」のとおり 

 ２ 変更の理由 

  障がい者自立支援法から障がい者総合支援法に変わる第５条第１項１号の変更修  

 正 

        現 行                  変更後 

（事業） 

第５条 この法人はその目的を達成するため、次の

活動を行う。 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ

ービス事業 

② 介護保険法に定める指定居宅介護支援事業 

③ 介護保険法に定める指定訪問介護事業 

 

（事業） 

第５条 この法人はその目的を達成するため、次の

活動を行う。 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サ

ービス事業 

② 介護保険法に定める指定居宅介護支援事業 

③ 介護保険法に定める指定訪問介護事業 
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26 雑費 1,410,931 1,128,744 80% -282,187 

27 支払利息 174,320 174,320 100% 
 

その他経費合計 17,011,568 17,347,421 103% 335,853 

２ 管理費 
    

①人件費 
    

1 給与 5,124,000 4,611,600 90% -512,400 

2 賞与 1,230,000 1,107,000 90% -123,000 

3 法廷福利費 893,132 803,818 90% -89,314 

人件費合計 7,247,132 6,522,418 90% -724,714 

②その他経費 
    

4 福利厚生費 13,825 13,825 100% 
 

5 旅費交通費 16,390 16,390 100% 
 

6 交際費 23,550 21,195 90% -2,355 

7 広告宣伝費 44,258 44,258 100% 
 

8 通信費 9,850 9,850 100% 
 

9 租税公課 49,400 49,400 100% 
 

10 消耗品費 1,194,058 1,074,652 90% -119,406 

11 修繕費 42,000 42,000 100% 
 

12 保険料 190,740 190,740 100% 
 

13 諸会費 228,000 228,000 100% 
 

14 減価償却費 2,375,217 2,137,695 90% -237,522 

15 会議研修費 1,000 1,000 100% 
 

16 雑費 925,421 832,879 90% -92,542 

その他経費合計 5,113,709 4,661,884 91% -451,825 

支出合計 71,630,745 76,076,119 
 

70,737,613 

     
Ⅲ 経常外費用 

    
1 雑損失 2,566,900 

   
2 固定資産除却 18,054,876 

   
経常外費用合計 20,621,776 

  
-20,621,776 

     
当期正味財産増減額 -288151 1,871,614 

  
前期正味財産額 21,998,384 21,710,233 98.7% 

 
次期繰越正味財産額 21,710,233 23,581,847 108.6% 
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より上手に教えることができておられて、その光

景を見ることができ、とても嬉しかったです 

Que sera sera-farm 第一農場では、今後進展を見

せる（であろう）ハーブ加工商品の原料、バジル

もぐんぐん成長中していました。 

 

農芸班の 2013(*^-^*)[2013 年 01 月 10 日（Thu）] 

今年も農業班は切磋琢磨しながら、頑張って野

菜を育てていきたいと思います。これは、飽田に

ある畑です。 

平地を機械で耕かしている様子です。 

今日は畑を機械で耕し、耕した後に米ぬかをまき、

畑に散乱しているゴミ

などを拾いました。 

今年は春野菜や夏野菜

をたくさん育てたいと

思います 

 

〇リサイクル活動〇リサイクル活動〇リサイクル活動〇リサイクル活動    

リサイクル活動におきましては、地域の皆さんの

ご理解ご協力のもと、ペットボトルキャップの回収

や資源ゴミ回収にご協力を頂いています。また、

BDF として、廃食油回収等を行いながら、活動を広

げてまいりました。 

ペットボトルキャップありがとうございます！ 

[2012 年 05 月 12 日（Sat）]  生長の家様 

[2012 年 09 月 05 日（Wed）] 清水小学校環 

境部 10 袋 

[2012 年 09 月 25 日（Tue）] シルバーバッ 

クス様 88 キロ 

[2012 年 10 月 16 日（Tue）] 熊本市民活動 

支援センター あいぽーと 

市民のみなさんが集めたものをあいぽーとに持っ

てきて頂きました。支援の輪が広がっています。 

[2012 年 11 月 08 日（Thu）] 高平台小学校 

５年生全クラスの子供たち 20 袋以上 

[2013 年 02 月 05 日（Tue）] 清水小学校 

このほか、空き缶回収や雑誌、紙類の回収を行い、

その収益は、障がい者就労支援事業と、北部タイの

若竹寮支援に使われています。 

収集協力場所 

熊本 YMCA 各地域 YMCA 市民活動センタ

ーあいぽーと 

 

缶プレッサー[2012 年 11 月 04 日（Sun）] 

就労支援センターくまもとの新メカができまし

た 

その名も・・・   『缶プレッサ』 

これは、リサイクル班が缶潰しをおこなう際にち

ょっと楽しくなるメカです。 

自転車をこぎながら～スチール缶をも潰してしま

う 

スグレモノ！ 目指せあと１００ｋｍ(笑) 

 

〇〇〇〇研修生研修生研修生研修生    

[2012 年 05 月 14 日（Mon）] 熊本県立熊本高等技術訓練校 ２週間 

[2012 年 06 月 11 日（Mon）] 菊池支援学校        ２週間 

ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルキャップキャップキャップキャップタイタイタイタイ若竹寮支援若竹寮支援若竹寮支援若竹寮支援    

ビルマ、ラオスと国境を接するその山岳地帯には十数民族60万人

におよぶチベット・ビルマ語族の山岳少数民族が暮らしています。し

かしながら、近年は、国境紛争、麻薬、環境問題などによって、住み

なれた山を追われ、貧しい生活を強いられています。その結果、現金

収入の少ない彼らは、麻薬犯罪に手を染めたり、また貧しい彼らを狙

って、性産業への強制労働を強いる児童売買ブローカーが、街で子ど

もたちを働かせると言葉巧みに彼らを騙し、若年層でのエイズ感染が

急増するなど、様々 な深刻な問題に直面しています。 

熊本ＹＭＣＡは、タイチェンライＹＭＣＡとの協力の下に、1994

年より、山岳少数民族の子どもたちを支援する里親運動を続けていま

す。本活動は、熊本ＹＭＣＡが行っている活動支援として寄付させて

いただいています。 

ペットボトルキャップは、熊本市の業者に引き取って頂き、現在１

キロ20 円で買い取って頂いています。昨年は60,000 円近くの収

益があがり、熊本ＹＭＣＡを通じて若竹寮の里親支援活動に寄付させ

て頂きました。熊本の環境を守るという事でもうひとつのボランティ

アの意義は、ペットボトル廃棄におけるマナーが向上しているという

事です。ペットボトルのキャップを付けたまま捨てられるものが多

く、結局ペットボトルが焼却処分をしなければならない問題をこの活

動を通じて、キャップを集めることで、熊本市のゴミ減量に貢献して

います。 

市民一人一人がゴミ削減に協力することで税金の無駄づかいをな

くすだけではなく、CO２削減にも繋がっています。今後もこの活動

が広がる事ができればと願っています。１番のボランティアはペット

ボトルを無駄に買わないという事が原則ではありますが。 
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[2012 年 06 月 29 日（Mon）] 松橋支援学校            ２週間 

[2012 年 10 月 01 日（Mon）] ５日間 

[2012 年 10 月 19 日（Mon）] 熊本大学附属特別支援学校 ７日間 

[2012 年 11 月 01 日（Mon）] 熊本県立高等技術訓練校  １２日間 

[2012 年 12 月 01 日（Mon）] 荒尾支援学校 

[2012 年 11 月 26 日（Mon）] 熊本支援学校 ２週間 

 

〇〇〇〇施設施設施設施設見学見学見学見学    

[2012年07月30日（Mon）] 荒尾特別支援学校、

熊本特別支援学校 

[2012 年 09 月 20 日（Thu）] 熊本支援学校 高

等部１年生 

１年生かわいいですね…。いろんなお仕事につい

ての質問がありサービス管理責任者の瀬戸口さん

も嬉しそう！ 

「なんでこの仕事を始めたのですか」 

の質問にたじたじでしたが…。 

お仕事の楽しさや、その中にある辛さを理解しな

がら、将来の夢や思いを見つけるきっかけになれ

ばと思います。 

今後、いろんなところを見て、体験しその中から

多くのことを学んでほしいと願っています。 

本日はありがとうございました。 

    

〇その他〇その他〇その他〇その他    

新たな仕事！！[2012 年 12 月 06 日（Thu）] 

施設外の清掃のお仕事へ３名のメンバーが行ってまいりました 

行き先は何と・・・黒川温泉 

旅館の厨房や窓・外壁などなど掃除をしてまいりました 

初めてで（知らない土地という事もあり）緊張もしましたが、一生懸命頑張

りました企業の方も評価してくださったので、今日の経験をまた次につなげ

ながら頑張っていきたいと思います 

 

入社式[2012 年 04 月 03 日（Tue）] 

就労支援センターくまもとの入社式が熊本市食

品交流会館で行われました。今年度は６名の方の

入社式となりました。フレッシュな顔ぶれです。 

式には、西里校区自治会連合会会長さま、西里

校区民生・児童委員協議会会長さま、西里地域コ

ミュニティセンター長さまにご出席を頂きました。

学校関係では、熊本県立熊本支援学校から吉永先

生にご参加頂きました。地域の皆様にもこうして

迎えて頂き大変、うれしく思います。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

また、永年表象として１０年目を迎えました松

岡茂さんが表彰されました！ 

ガッツポーズをつくって喜んでおられました。 

入社式の後のオリエンテーションでは、「好きな

事や今やっている仕事」を題材として、自己紹介

をして頂きました。お花見は残念ながら強風と雨

で、外で行う事はでき

ませんでしたが、食品

交流会館の中にあるパ

ーティルームをつかっ

てお花見会を楽しみま

した。其々の交流がで

きたようです。 

 

リベンジ花見[2012 年 04 月 06 日（Fri）] 

入社式の時に行った花見は雨と風で、急きょ熊

本市食品交流会館のパーティルームをお借りして

花見を行いましたので、今日はリベンジというこ

とで、少し休憩時間を長めにとって、フードパル

熊本内の公園へ… みんなでお花見会。 

桜の花びらが舞い散る中、お弁当を開いて美味し

く食事をすることができま

した。 

お腹がいっぱいになった後

は、すべり台やボール遊び

を楽しみました！ 

 

窓
の
掃
除
の
様
子
↑↑↑↑ 
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平成２６年度活動予算書 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

特定非営利活動法人 自立応援団 

 
昨年度決算 今年度予算 

 
差額 

1 会費収入 
    

①受取会費 500 円＠32 名 16,000 16,000 
 

0 

②賛助会員受取会費 189,000 300,000 
 

111,000 

会費合計 205,000 316,000 
 

111,000 

2 寄付金収入 2,105,618 1,000,000 
 

-1,105,618 

3 事業収入 
    

①障害福祉サービス 
    

Ａ-1）就労支援Ａ型 33,708,991 40,450,789 120% 6,741,798 

Ａ-2）自主事業 7,858,725 8,251,661 105% 392,936 

Ａ-3）利用料 125,478 0 
 

-125,478 

Ｂ-1）グループホーム 8,179,479 9,815,374 120% 1,635,895 

Ｂ-2）ＧＨ利用料 3,428,131 3,770,944 110% 342,813 

Ｃ-1）居宅介護 4,439,899 4,883,889 110% 443,990 

②訪問介護収入 5,444,298 5,988,728 110% 544,430 

利用料・その他 1,880,327 2,068,359 110% 188,032 

事業収入合計 65,065,328 75,229,744 116% 10,164,416 

3 補助金等収入 6,319,092 1,000,000 
 

-5,319,092 

4 その他収入 257,417 257,417 
 

0 

①受取利息 144,572 144,572 
 

0 

②雑収入 17,019,263 0 
 

-17,019,263 

経常収益合計 91,116,290 77,947,733 
 

-13,168,557 

Ⅱ 経常費用 
 

１事業支出 
    

①人件費 
    

1 給料 23,806,497 26,187,146 110% 2,380,649 

2 賞与手当 3,292,760 3,622,036 110% 329,276 

3 法定福利費 4,556,797 5,012,476 110% 455,679 

4 作業工賃 10,602,282 12,722,738 120% 2,120,456 

人件費合計 42,258,336 47,544,396 120% 5,286,060 

②その他経費 
    

5 あとの祭仕入 66,366 100,000 150% 33,634 

6 福利厚生費 237,207 250,000 105% 12,793 

7 旅費交通費 1,452,560 1,452,560 100% 
 

8 交際費 68,910 65,000 94% -3,910 

9 広告宣伝費 120,500 50,000 41% -70,500 

10 通信費 312,917 300,000 96% -12,917 

11 水道光熱費 1,776,788 1,776,788 100% 
 

12 租税公課 132,500 200,000 150% 67,500 

13 消耗品費 903,426 813,083 90% -90,343 

14 食材費ほか 1,801,037 1,620,933 90% -180,104 

15 リース料 690,142 690,142 100% 
 

16 修繕費 750,097 750,097 100% 
 

17 保険料 553,673 609,040 110% 55,367 

18 諸会費 417,035 417,035 100% 
 

19 賃借料 4,326,861 5,192,233 120% 865,372 

20 車両費 1,278,892 1,278,892 100% 
 

21 講師謝金 131,020 117,918 90% -13,102 

22 縁側事業材料費 147,556 147,556 100% 
 

23 減価償却費 0 
   

24 会議・研修費 228,748 182,998 80% -45,750 

25 寄付金支出 30,082 30,082 100% 
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平成２６年度活動計画書 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

特定非営利活動法人 自立応援団 

１）事業の方針 

自立応援団 3 カ年ビジョン「地域深化」の最終年度として、多機能型就労支援センターくまもと及びグ

ループホーム、ふれあいホームの３つの拠点を中心に地域活動を行いながら、地域連携を行っていく。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者の

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

障害者総合

支援法に基

づく指定障

害福祉サー

ビス事業 

多機能型就労継続支

援事業所 
通年 

就労支援

センター

くまもと 

 

５人 

 

熊本市及び近

郊市町村 26 名 
36,603 

共同生活援助事業 通年 親和荘 ５人 
熊本市及び近

郊市町村 12 名 

10,622 
ふれあいホーム事業 通年 親和荘 １人 

熊本市内 10

名 

研修事業 
８月 

12 月 

くまもと

県民交流

館パレア 

５人 

県内障がい者

施設職員 50

名 

居宅介護支

援事業 
本年度は人員不足のため実施しない  

訪問介護事

業 

訪問介護事業 通年 利用者宅  

３人 

熊本市内 13 名 

17,666 
産後ヘルプ事業 通年 利用者宅 熊本市内 1 名 

居宅介護・重度訪問介

護事業 
通年 利用者宅 ３人 

熊本市及び近

郊市町村 7 名 
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ホタルの会[2012 年 05 月 31 日（Thu）] 

ホタルの会！にメンバー・ご家族・職員集って

行って参りました。場所は、西浦川沿いにあるホ

タルの名所「瑞厳寺公園」中には初めてホタルを

見たというメンバーもいて、とってもいい会にな

りました。 

ホタルの会には様々な企画を兼ねて「映画の会」

と「夕食会」も同時開催しました。 

夕食会では地元の名

店「亭ノ元」さんで、

絶品だご汁定食をい

ただき、ホタルを見

に行きました。 

 

七夕[2012 年 06 月 29 日（Fri）] 

就労支援センターくまもとでは今日、七夕の飾

りつけをしました 

みんなそれぞれ（切実な）お願いを短冊に書いて

いましたよ 

（中には「お願い」と思うような事を書いている

メンバーも・・・） 

農芸班より就労支援センターくまもとで借りてい

るお山から刈り取ってきた見事な笹に、みんなで

飾りつけをしました。 

 

つばさ会ボウリング大会[2012 年 07 月 12 日（Thu）] 

昨晩から大雨の熊本でした。（九州北部豪雨災害）

朝からメンバーが出社できるのか… 

支援センターを開所できるのかさえ不安でしたが

意外と被害はなく、無事に開所する事ができまし

た。毎年恒例の大イベントとなっているこのボウ

リング大会は、今年から表彰にコスプレ部門もで

き、就労支援センターくまもとのメンバーはかな

り前から大張り切りでした。 

急きょ閉所した会員事業所や遠方で来られなくな

った会員事業所もありましたが、無事にボウリン

グ大会は開催され、参加したメンバーはとても楽

しかったようです 

就労支援センターくまもとからは、見事１位とコ

スプレ賞の受賞者（ミドレンジャー）がでました。 

ボウリング大会の後には昼食に行き、ご満悦な一

日となりました 

お仕事はもちろん大切だし楽しいのですが、たま

にはこういった行事へ参加し、いつもは一緒猪仕

事をするだけの同僚と楽しんだり、他施設との交

流を深めたり、あまり経験したことがないことを

経験したり、社会人としての社会性や豊かな心を

育むこと、地域へ出ることは地域で暮らす市民と

しても大切なことだ

と思います。メンバ

ー・職員一丸となっ

てそういった取り組

みも大切にしたいと

思っています。 

 

毎年恒例！みかん狩り(^^)/♪[2012 年 10 月 30 日（Tue）] 

今日の就労支援センターくまもとは、ちょっと

お仕事をお休みして…。毎年恒例みかん狩りに行

ってまいりました。 

年に一度の日帰り旅行！ 

みかん食べ～の ＢＢＱ食べ～の カラオケ歌い

～の 

水元オレン

ジガーデン

さん、毎年

ありがとう

ございます。 

 

アビリンピックに出場しました!![2012 年 11 月 11 日（Sun）] 

『平成２４年度障がい者技能競技大会（アビリ

ンピック熊本県大会）』が開催されました。 

この大会は、独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構が実施しており、障がいのある人た

ちが社会に参加できる自信と誇りが持てるように

その職業能力の向上を図るとともに、広く障がい

のある人の職業能力に対する社会の理解と認識を

深め、その雇用の促進などを図ることを目的とし

て職業技能を競うという大会です。今年は初めて

“製品パッキング（箱折り）”という競技が開催さ

れ、就労支援センターくまもとからは田上さん（入

社１年）と釣谷さん（入社半年）が出場してくだ

さいました。約２時間に及ぶ競技時間は心地よい

緊張感に包まれながらあっという間に感じました。
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（選手たちにはド緊張だったようですが・・・） 

２種類の箱の練習と競技だったのですが、１種

類はお得意の菓子箱、しかしもう一方の箱は・・・

ほとんど折った経験のない段ボール製の組立て 

瓶のようなものを６本収納する仕切り一体型で複

雑なもの おふたりとも苦戦しながらもとても几

帳面に（完成した箱の並べ方まで・・・競技だと

いう事を忘れてはいないかい）、早さも気にしなが

ら（普段競争はあまりしないので慣れていな

い・・・）組み立てられていました。 

結果は入賞まではいきませんでしたが、立派な

努力賞だと思いま

す。終了後に感想

を伺うと『緊張し

た、でも楽しめた』

と話されていまし

た。何かに挑戦す

るという事はその

人に大きな変化を与えます。結果ではなく、その

過程が大切である事、チャレンジする事の大切さ

を実感しました。 

 

もちつき会ヽ(^-^)ノ♪♪[2012 年 12 月 27 日（Thu）] 

もちつき会のスペシャルゲストは・・・ 

どーーーーーーーーーーん くまモン 

地域の方やボランティアの方々、くまモンさんの

おっかけの方々も駆けつけてくださいました 

初めて開催したもちつき会で、担当者Ｈ嬢の段取

りも悪い中・・・みなさまのおかげで無事楽しい

もちつき会となりました 

がんばってたくさんお餅をつきました。 

そのつきたての美味

しいお餅をいっぱい

（本当にいっぱい）

食べました。ＧＨ世

話人さんたちが作っ

てくれた美味しい豚汁にぜんざいも完食！ご来場

いただいたみなさま、ありがとうございました。 

 

仕事はじめヽ (^-^)

ノ♪[2013 年 01 月

04 日（Fri）] 

今日は仕事はじめ

でした。６日間の休

みを経て久しぶりの

みんなの顔・・・ホ

ッとします。午前中にご近所の西浦荒神さんへ初

詣へ 

みんなそれぞれ今年のお願いをして、お守りを買

ったり、甘酒を飲んだり、屋台へ行ったり… 

 

レッツ！熊本城!(^^)![2013 年 01 月 28 日（Mon）] 

今日は熊本県立美術館主催の『障がいのある

方々の鑑賞デー』を利用し、熊本の文化と芸術を

楽しむことを目的としたレクレーションをおこな

いました 

月曜日なので休館日の熊本県立美術館ですが、障

がいのある人たちのための開館日として企画をし

てくださっています。遊びたいけど仕事もしたい

というニーズもあったので、午前中からコースの

メンバーと、午後からコースのメンバーに分かれ

ました。 

午前からのメンバーは城彩苑に行き、湧々座とラ

ンチを満喫 

湧々座での歴史ドラマ上映（ものがたり御殿）の

後、午後からコースのメンバーと合流し、桜の小

路での買い物と

大原美術館展を

満喫し、熊本の

歴史と文化・芸

術を楽しむ良い

機会となりまし

た。 

 

そばをうってみましたヽ(^-^)ノ[2013 年 03 月 06 日（Wed）] 

希望者のみのレクレーションで、そば打ち体験

に行って来ました。そば打ちを広めるボランティ

ア団体（熊本そばの会）の方にお声かけいただき、

就労支援セン

ターくまもと

から車で 10
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  24 会議・研修費 228,748       182,998  80%     -45,750  経費削減 

  25 寄付金支出 30,082        30,082  100% 
  

  26 雑費 1,410,931     1,128,744  80%    -282,187  経費削減 

  27 支払利息 174,320       174,320  100% 
  

その他経費合計 17,011,568   17,347,421  103%     335,853  
 

２ 管理費    
  

 ①人件費    
  

 1 給与 5,124,000     4,611,600  90%    -512,400  経費削減 

 2 賞与 1,230,000     1,107,000  90%    -123,000  経費削減 

 3 法廷福利費 893,132       803,818  90%     -89,314  経費削減 

人件費合計 7,247,132     6,522,418  90%    -724,714  
 

 ②その他経費    
  

 4 福利厚生費 13,825        13,825  100% 
  

 5 旅費交通費 16,390        16,390  100% 
  

 6 交際費 23,550        21,195  90%       -2,355  経費削減 

 7 広告宣伝費 44,258        44,258  100% 
  

 8 通信費 9,850 9,850 100% 
  

 9 租税公課 49,400        49,400  100% 
  

 10 消耗品費 1,194,058     1,074,652  90%    -119,406  経費削減 

 11 修繕費 42,000        42,000  100% 
  

 12 保険料 190,740       190,740  100% 
  

 13 諸会費 228,000       228,000  100% 
  

 14 減価償却費 2,375,217     2,137,695  90%    -237,522  
 

 15 会議研修費 1,000         1,000  100% 
  

 16 雑費 925,421       832,879  90%     -92,542  
 

その他経費合計 5,113,709 4,661,884 91%    -451,825  
 

支出合計 71,630,745   76,076,119   70,737,613 
 

      
 

Ⅲ 経常外費用     
 

 1 雑損失 2,566,900 
 

  
 

 2 固定資産除却 18,054,876 
 

  
 

  経常外費用合計 20,621,776                -20,621,776 
 

      
 

当期正味財産増減額 -288151     1,871,614    
 

前期正味財産額 21,998,384   21,710,233  98.7%  
 

次期繰越正味財産額 21,710,233   23,581,847  108.6%  
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平成２５年度活動予算書 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

特定非営利活動法人 自立応援団 

（単位：円） 

 
昨年度決算 今年度予算 

 
差額 

 
ⅠⅠⅠⅠ    経常収益経常収益経常収益経常収益 

  1 会費収入         
 

 ①受取会費 500 円＠32 名 16,000 16,000   0 
 

  ②賛助会員受取会費 189,000 300,000   111,000 
 

会費合計 205,000 316,000   111,000 
 

  2 寄付金収入 2,105,618 1,000,000   -1,105,618 
 

  3 事業収入     
 

  ①障害福祉サービス     
 

  Ａ-1）就労支援Ａ型 33,708,991 40,450,789  120% 6,741,798 
 

  Ａ-2）自主事業 7,858,725 8,251,661  105% 392,936 
 

  Ａ-3）利用料 125,478 0   -125,478 
 

  Ｂ-1）グループホーム 8,179,479 9,815,374  120% 1,635,895 
 

  Ｂ-2）ＧＨ利用料 3,428,131 3,770,944  110% 342,813 
 

  Ｃ-1）居宅介護 4,439,899 4,883,889  110% 443,990 
 

   ②訪問介護収入 5,444,298 5,988,728  110% 544,430 
 

     利用料・その他 1,880,327 2,068,359  110% 188,032 
 

事業収入合計 65,065,328 75,229,744  116% 10,164,416 
 

  3 補助金等収入 6,319,092 1,000,000   -5,319,092 
 

  4 その他収入 257,417 257,417   0 
 

  ①受取利息 144,572 144,572   0 
 

  ②雑収入 17,019,263 0   -17,019,263 
 

    経常収益合計 91,116,290 77,947,733  -13,168,557 
 

    ⅡⅡⅡⅡ    経常費用経常費用経常費用経常費用    

１事業支出     
 

 ①人件費     
 

   1 給料 23,806,497   26,187,146  110%   2,380,649  
 

   2 賞与手当 3,292,760     3,622,036  110%     329,276  
 

   3 法定福利費 4,556,797     5,012,476  110%     455,679  
 

   4 作業工賃 10,602,282   12,722,738  120%   2,120,456  
 

人件費合計 42,258,336 47,544,396 120%   5,286,060  
 

 ②その他経費    
  

   5 あとの祭仕入 66,366       100,000  150%       33,634  
 

   6 福利厚生費 237,207       250,000  105%       12,793  
 

   7 旅費交通費 1,452,560     1,452,560  100%           -  
 

   8 交際費 68,910        65,000  94%       -3,910  
 

   9 広告宣伝費 120,500        50,000  41%     -70,500  
 

  10 通信費 312,917       300,000  96%     -12,917  LINE 等活用 

  11 水道光熱費 1,776,788     1,776,788  100% 
  

  12 租税公課 132,500       200,000  150%       67,500  
 

  13 消耗品費 903,426       813,083  90%     -90,343  経費削減 

  14 食材費ほか 1,801,037     1,620,933  90%    -180,104  経費削減 

  15 リース料 690,142       690,142  100% 
  

  16 修繕費 750,097       750,097  100% 
  

  17 保険料 553,673       609,040  110%       55,367  
 

  18 諸会費 417,035       417,035  100% 
  

  19 賃借料 4,326,861     5,192,233  120%     865,372  
 

  20 車両費 1,278,892     1,278,892  100% 
  

  21 講師謝金 131,020       117,918  90%     -13,102  経費削減 

  22 縁側事業材料費 147,556       147,556  100% 
  

  23 減価償却費 0 
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分ちょっとのところにある熊本製粉株式会社さま

が企画されている『そば教室』 

（http://www.bears-k.co.jp/sobadojo/）にお邪魔

してきました。参加されたみなさんそばを打った

経験はなしで楽しそうにプロの技を伝授していた

だきました。 

自分たちでうったできたてのおそばの味は…  

絶品！ 

いい経験になりました。熊本製粉のみなさま、熊

本そばの会のみなさま、ありがとうございました 

    

〇研修関係〇研修関係〇研修関係〇研修関係    

久しぶりのミーティング(*^-^*)♪[2013 年 02 月 21 日（Thu）] 

まだまだ寒いな…と思いつつ、外を眺めると梅

の花も咲き始めた今日この頃 就労支援センター

くまもとは… 

仕事がありませんキャー。 

まぁ、毎年恒例のこの時期特有のゆとりなので、

それを利用して『みんなで就労支援センターくま

もとの今後を考える会』みたいなミーティングを

しました 

これから自分がやってみたいことや頑張りたいこ

と、要望などなど、否定的な発言はしないという

約束の上、自由に意見発表をしました 

『仲間会（自治会）をつくりたい』 

『手話でみんなと話がしたい。（自分が教えるので）

みんなに手話を教える時間をつくってほしい』 

『作業用の制

服をつくりた

い（屋外作業）』 

などなど・・・

作業に関する

ことだけでな

く、コミュニ

ケーションや

働く環境についてなど様々な意見を聞くことがで

きました．みなさんが自分たちの職場のこと・仕

事のことをこんなにたくさん考えてくれているの

だと感心感動！たくさんの貴重な意見を聞くこと

ができ、いい時間を過ごすことができました。 

 

みんなの声[2013 年 02 月 22 日（Fri）] 

ミーティングの中で、主に下請け軽作業を担当

されているメンバーさんから『箱を束ねるひも結

びの担当者を増やしてほしい』という声があがり

ました 

就労支援センターくまもとでは、フードパルの企

業さんを中心に下請け作業をいただいており、お

菓子を入れる箱を組み立てる作業を行っています。 

菓子箱を 10～15 個ほど組み立てたところで、倉

庫へ収納する前に括るのですが、10 名近くのメン

バーが折った箱を１～２名のメンバーで束にしま

す。確かにひも結び役は少ないかな… 

せっかく時間もあるので、人材育成（ひも結び）

にチャレンジ どうにかすればきっとみんなでき

るんだの精神で数名のメンバーがチャレンジして

くれました。 

『他の人はこうやって結んでいたんだ～』とか『実

はちょっぴり間違ってたんだ』とか 今まで結ん

でいた人たち（職員も…）にも勉強になりました 

みんなの声を聞いて、きちっと反映させる。これ

こそ原点です。 

 

〇火災関係報告〇火災関係報告〇火災関係報告〇火災関係報告    

就労支援センターくまもと火災[2012 年 04 月 24 日（Tue）] 

4 月 24 日午後３時３０分過ぎに火災が発生し、

多くの方にご心配とご迷惑をおかけしましたこと

をここに深く陳謝申し上げます。翌日の警察署と

消防署の事故調査の結果、漏電による火災でした。 

事故はいつ起こるかわからないのだとつくづく感

じました。日頃からの防災に関する体制と研修を

今後も行いながら、

非常時における施

設の体制を検討し

てまいります。 

 

片付け作業[2012 年 04 月 25 日（Wed）] 

今日もボランティアの方々がお手伝いに来て頂

き、片付け作業を手伝って頂きました！ 

いろんな物が焼けていました。パソコン関係など

の機械やキャビネ

ット、応接セット

ももう使いようが
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ありません。焼け残った資材は、資源ごみとして

回収して頂けえう分は何とか回収して頂きました。

少しでもお金になれば助かります。 

仲間達には、企業に出すはずだった箱が焼失して

しまいましたので、ご迷惑をおかけしないように

と頑張って箱折作業をして頂いています。いろん

な作業所の方からも応援を頂き、何とか、期日ま

でに納める事ができました。 

本当にありがとうございます。 

心水堂さまや宮田さんなど多くの方から差し入れ

も頂きました。差し入れを頂き、みんな元気にな

りました。ありがとうございます！ 

 

火災による寄付を頂きました 

ご寄附ありがとうございました！ 

〇団体（敬称略） 

きょうされん全国 きょうされん熊本支部 四町内自治会 熊本大学附属特別支援学校 熊本市居宅

介護事業所・重度訪問介護事業所ネットワーク 八代ワイズメンズクラブ 丸王印刷 鹿児島ワイズ

メンズクラブ 熊本ジェーンズワイズメンズクラブ （社福）アバンセ （社福）YMCA 福祉会  （社

福）やまびこ福祉会 （特活）新町きぼうの家 （特活）わがんせ （特活）グループニコ （特活）

熊本すずらん会 （特活）ワークショップひなたぼっこ （特活）ひと・学び支援センター熊本 NPO

法人とら太の会 （特活）NPO くまもと  

〇個人（敬称略） 

木村良子 甲斐正法 大塚隆一 中川さとみ 口元明作 荻田正成 中村淑代 守田富男 工藤篤夫 

濱北涼太 大坂良司 小森章良 松本信一 橋本 中山龍也 続博 木村研太様 吉本貞一郎 佐藤

典子 菊池美保子  

〇物品寄付（敬称略） 

宮田喜代志 GH 親和荘 林田加代 松永佳代子 那須 岩内芳子 （特活）イルカの会 岩下事務

機 （特活）新町きぼうの家 （特活）自立の店ひまわり ペプシコーラ（株） きょうされん全国 

岩田コーポレーション （特活）ワークショップひなたぼっこ （社福）やまびこ福祉会 植西春美 

 

仮事務所[2012 年 05 月 01 日（Tue）] 

フードパル熊本にあがる前にある物件をオーナ

ー様の協力でお借りする事ができました。あいえ

すヘルパーステーションの仮事務所と、就労支援

センターくまもとの分室として、工事が終わる前

までお借りしました。仲間たちも綺麗な建物で満

足しています。少し移動などがあり、不自由な面

もありましたが、皆様のご理解・ご協力頂きまし

た。 

空調関係がないの

で、夏場に向けて

空調設備の整備が

必要でしたが、オ

ーナーの方のご理

解で空調設備を設

置して頂きました。 

 

倉庫を設置しました[2012 年 05 月 24 日（Thu）] 

受託している企業の皆様には、ご迷惑をおかけ

した 1 ヶ月でしたが、倉庫が完成しました。仕事

を元のように受注できるようになりました。皆様

から頂いたお見舞金や支援金を使わせて頂き、や

っと完成する事ができました。本当に皆様のご支

援に感謝申し上げます。 

皆様のお気持ちをしっかりと受け止め、障がい者

の方々の働く場の確保とその支援に今後も頑張っ

ていきたいと思います。 

 

上棟式♪♪[2012 年 07 月 02 日（Mon）] 

工事関係者の方々はもちろん、地域の方やメン

バーのご家族の方々も来てくださって、新しい建

物や事業所の展望を語り合う楽しいひとときとな

りました 

朝から強く降っていた雨も、式の開始前には止み、

昼食懇談会の

途中からは晴

れ 間 も 見

え・・ 

乾杯はご家族

45 
 

５）研修委員会（研修等を企画・支援する） 

研修委員会 今期目標 事業計画 

総会講演会 参加者を増やす為の講演内容   
自立応援団研修（夏）     
自立応援団研修（冬）     
きょうされん熊本支部研修 フレッシュマン研修   
  １泊研修   
  くらし部会研修（夏）   
  くらし部会研修（秋）   
  くらし部会研修（冬）   
  きょうされん全国大会   
  きょうされん九州ブロック大会   
居宅介護事業所ネットワーク 居宅介護事業所ネットワーク研修（夏）   
  居宅介護事業所ネットワーク研修（秋）   
  居宅介護事業所ネットワーク研修（冬）   

その他外部研修 
その他外部研修に職員を積極的に参加
させる 

  

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 
事業名 

事 業 内 容 
実施 
日時 

実施 
場所 

従 事 者
の人数 

受益対象者 
の範囲及び人数 

支出額 
(千円) 

障害者総合

支援法に基

づく指定障

害福祉サー

ビス事業 

多機能型就労継続

支援事業所 
通年 

就労支援

センター

くまもと 

５人 

 

熊本市及び近郊

市町村 26 名 
36,603 

共同生活援助事業 通年 親和荘 ５人 
熊本市及び近郊

市町村 12 名 

10,622 

ふれあいホーム事

業 
通年 親和荘 １人 熊本市内 10 名 

研修事業 
８月 

12 月 

くまもと

県民交流

館パレア 

５人 
県内障がい者施

設職員 50 名 

居宅介護支

援事業 

本年度は人員不足のため実施しない  

訪問介護事

業 

訪問介護事業 通年 利用者宅  

３人 

熊本市内 13 名 

17,666 
産後ヘルプ事業 通年 利用者宅 熊本市内 1 名 

居宅介護・重度訪問

介護事業 

通年 利用者宅 ３人 熊本市及び近

郊市町村 7 名 
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２）仲間・家族会運営委員会（仲間会・家族会の運営支援など） 

仲間会・家族会運営委員会 今期目標 事業計画 

仲間会を発足する 仲間会発足   

  
仲間会を仲間同志で運営できる仕組み
づくりを行う 

  

  仲間会ミーティングを行う   

  Green Band 活動を支援する   

家族会との連携を図る 設立総会   

  役員会運営を支援する   

きょうされん連携を図りながら
仲間会等の活動を広げる 

きょうされん熊本支部 つばさ会   

  ・つばさ会ボウリング大会   
  ・つばさ会まつり   
  ・つばさ会交流会   
  ・つばさ会学習交流会   
  ・署名活動   
行政機関と連携を図りながら仲
間会等の活動を広げる 

熊本県スポーツ大会支援   

  アビリンピック支援   

その他団体と連携を図りながら
仲間会等の活動を広げる 

SO 参加支援   

３）企画運営委員会地域奉仕及び地域連携、他団体との連携及び企画・商品開発など 

企画運営委員会 今期目標 事業計画 

  
新商品開発としては今年度バジルソー
スの開発 

  

  その他新規商品開発   

  販路拡大として他団体との連携を図る はーとアラウンド事業 

  
他団体との連携を図りながら障がい者
理解を深める 

きょうされん熊本支部 

    ボランティア・NPO 連携 
    KDF 

  
地域連携を図りながら、地域理解を深め
る 

カヌー大会     （７月） 

    井芹川清掃    （１１月） 
    ふれあいホーム事業 
    地域ふれあいフェスタ 
  NPO・ボランティア連携を図る そば打ちの会 
  利用者同志の関係を深める ・蛍鑑賞会・七夕イベント・みかん狩り 
    ・クリスマス会・餅つき会・花見会 

４）財政委員会（利用者確保、夏・冬等の商品販売等） 

財政委員会 今期目標 事業計画 

夏の物販(ふれあいホーム整備事
業） 

昨年度より収入アップさせる   

ソーメン販売（就労支援センタ
ーB 型整備事業） 

販売目標 10 万円   

冬の物販（就労支援センターB
型整備事業） 

昨年度より収入アップさせる   

就労支援センターくまもとの独
自販売 

販売戦略   

その他物販活動（農芸班整備事 バレンタインディ物販   

  ホワイトディ販売   

  
その他物販活動を行い収入アップに繋
げる 

  

  熊本カクノスキ展   
利用者獲得 就労支援センターくまもと（５名）   
  グループホーム（５名）   
  あいえすヘルパーステーション（５名）   
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を代表して山中さんにお願いしました 

昼食懇談会ではおいしい豪華なお弁当を食べな

がらそれぞれ語り合いました、 お弁当はいつも

お世話になっている亀井ランチさん特製の「自立

応援団 祝 上棟 お弁当」メッセージまでいただき

ました 

携わっていただいたみなさま、ありがとうござい

ました。 

 

夏の物販ご協力ありがとうございました[2012 年 08 月 04 日（Sat）] 

夏の物販ファンド事業の商品が無事、就労支援

センターくまもとに届きました。 

会員並びに賛助会員の皆様… 特別支援学校等の

学校関係の皆様… 

障がい者施設の皆様… 

企業や多くの地域の皆様にたくさんご購入頂き、

４０万円を超える売り上げとなりました。 

ありがとうございます 

この収益は火事による事故でのり罹災支援金とし

て活用させて頂きます。 

 

あとのまつり [2012 年 08 月 31 日（Fri）] 

４ヶ月が経った今、私たちがこうして運営・活

動を続けていられるのは、あたたかいご支援をし

てくださっているみなさまのおかげだと痛感して

おります。そんなみなさまに今、私たちが笑顔で

頑張っている姿を見て頂きたい。少しでも恩返し

がしたい。 という思いでこのまつりを企画いた

しました。 

2012 年８月 31 日（金）17：00～20：00 自立

応援団駐車場にて くまモンと、JOD48 も参加し

ました。 

「あとのまつ

り」ご参加の

方へのそうめ

ん流しを実施

しました。 

当日は、熊本市内の作業所の皆さんもご協力いた

だき、作業所の販売会を行いにぎわう事ができま

した。 

 

開所式ありがとうございました[2012 年 09 月 01 日（Sat）] 

4 月 24 日の火災により、多くの皆さまにご心配

とご迷惑をおかけしました事をお詫び申し上げま

す。そして、皆様のご支援・ご協力、励ましの言

葉や労いの言葉を頂き感謝しています。 

どうしようもない落ち込みの中で、もう一回頑張

ろう！と思えたのは、皆様のお蔭です。  

先ず、地域の方に感謝申し上げます。 

直ぐに駆けつけてくれた消防団の皆様、自治会長

様、何と心の支えになったことでしょう。 

私たちも地域の一員として、認めて頂きご心配し

て頂いたことに深く感謝しています。 

今回のお祭りにおきましても快く協力して頂き、

声をかけて頂きました。そして流しソーメンの竹

も作って頂きました。また、井芹川カヌー体験に

もお誘い頂き、楽しいイベントに参加させて頂き

ました。ありがとうございます。 

地域の企業の皆様にも今回、賛助金や商品提供も

心良く協力いただいた事は言うまでもありません。

地域と企業が共にあり、支えていただく事ができ

たと思います。再興の第１歩を行うことができた

のもこの西里地区だったからこそと思っています。

地域の中で障がい者作業所は、いろんな誤解より、

受け入れられない地域もあります。そのような中、

私たちは、地域の方に助けられた幸せだと感じて

います。 

そして、作

業所の皆さ

んのご支援、

各学校の先

生、関係機

関の皆様の

ご支援も忘

れることができません。本日の開所式にもご参加

頂きましたし、バザー出店も快く了解して頂きま

した。ある意味事故があり、普段は気づかなかっ

た事を気づかせてくれたように感じています。 

本当に皆様と繋がっているんだ！みんな頑張って

いるんだ！「絆」というのが、昨年の文字になり

ましたがこのような事故を通じて、本当にその大

切さを感じた次第です。お陰様で、新しく作業所

を増築し、昨日開所式を行う事ができました。 

そして、あとのまつり… 

たくさんの皆様のお支えがあり、200 名以上の方

が参加して頂き大変盛り上がる事ができました。 

お礼の言葉もありません。 

今後は、私たちが返す番だと思います。微々たる

ものですが、皆様との繋がりを大事にして地域で

頑張っていきたいと思います。今後ともよろしく
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お願い申し上げます。 

 

共同生活援助事業 

グループホームにおきましては、利用者は１２

名（3 名退所内／定員 10 名）下硯川町にオレンジ

ハウス（女性専用グループホーム）を２月に運営

開始しました。平成 25 年度からは、親和荘９名、

オレンジハウス２名になる予定です。 

 

グループホーム花見会[2012 年 04 月 01 日（Sun）] 

平成 23 年度の最後の自立応援団のイベントと

なりました！グループホーム親和荘のお花見会。

先週までなかなか桜が咲かず、当日は花見会にな

るか心配でしたが、ここ数日の天気で桜の花も満

開とまではいきませんが、とても綺麗な花を咲か

せてくれました。 

朝は前日の雨の影響で、くもり空と突風が吹く状

態で、会の開催も危ぶみましたが、皆さんの日頃

の行いが良かったせいか、昼前にはとても良い天

気となり、まさに

花見日和で行う事

ができました。就

労支援センターく

まもとの仲間も参

加して、一緒に花

見を楽しむ事がで

きました。 

 

歯の祭典に参加しました！[2012 年 06 月 04 日（Mon）] 

ウェルパルくまもとの中にある市民活動支援セ

ンター・あいぽーとで行われた「2012 歯の祭典」

にグループホームの仲間たちに参加して頂きまし

た。 

午前中は、健口ストローゴルフゲームのお手伝い

をして頂きました。 

子供たちと一緒にゲームをしたりして頂き、参加

してくれた子供たちも大喜びでした。 

子供たちとのふれあいを通じて、大人だけでの社

会ではなく、子どもとの社会を体験することがで

きました。14 時からは、くまモンも登場！ くま

モン体操では、子供たちと一緒に体操を楽しみま

した。くまモン体操後は、くまモンと握手をした

り記念撮影をしたり… 生くまモンに大興奮！と

っても楽しい一日となりました。 

 

カヤックに乗りました！[2012 年 07 月 16 日（Mon）] 

お仕事がお休みのメンバーが多かったＧＨ親和

荘では、日中活動として西里地域のカヤック体験

にお邪魔してきました。記録的な真夏日で川遊び

にはとっても気持ちが良かったです。 

ここ数日の豪雨で井芹川も増水していたのでカヤ

ックができるのか心配していましたが無事に開催

できました、 

水質調査の後はお待ちかねのカヤック 

初めて乗ったメンバー 行ってらっしゃ～い…。 

流されましたが、イカダに救出されて無事戻って

きました。 

みっちり自然を楽しんだ後にはみんなで回転寿司

を食べに行き

ました。 

地域で交流し、

川で遊び、美

味しいお魚を

食べ、自然を

大切にする気

持ちを学ぶ事

ができました。 

 

バーベキュー♪[2012 年 08 月 20 日（Mon）] 

ＧＨ親和荘企画でＢＢＱ大会をしました 

親和荘メンバーに加え、就労支援センターくまも

とのメンバー・ご家族や職員も参加し、みんなで

ワイワイ楽しい時間を過ごすことができました。 

スイカ割りも

して。。。 楽

しいひととき

でした。 
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ら、地域の皆様への情報発信と連携を強化し、緊

急時の居住空間の提供及び、居場所づくりとして、

提供できるよう様々なサロン活動を実施してまい

ります。 

月 あいえすヘルパーステーション計画 その他計画 

４月 入社式 （地域活動）井芹川清掃 

（他連携）きょうされん熊本支部総会 

５月 自立応援団総会 （他連携）KDF 総会 

６月 蛍鑑賞会  

７月 七夕／避難訓練       （地域活動）カヤック体験 

８月 バーベキュー会  

９月  （他連携）つばさ会祭り 

10月  （地域活動）井芹川清掃 

（他連携） 全国きょうされん大会 

11 月   

12月 クリスマス会  

１月 避難訓練  

２月 豆まき  

３月  （他連携） 九州きょうされん大会 

〇その他 

引き続き東北支援として、宮城県女川町のきらら女川支援を行ってまいります。今期も夏と冬に実施し

ますので、ご協力をお願いします。 

 

【各委員会目標と予定】 

自立応援団では、各種事業の運営を委員会が主体となって進めていくこととしています。下記はその目

標です。 

１）広報及び組織拡大委員会 

賛助会員 100 名を達成する。HP や GW を利活用できるようにする。 

２）仲間・家族会運営委員会 

なかま・利用者同士の交流・関係性を深める機会を提案・提供する。（ホタル観賞会・七夕・花見会・

そば打ちの会等開催） 

３）企画運営委員会 

他団体や利用者・職員の関係性を深め、及び地域（西里・池田）での交流や地域への貢献を図る。新

製品の開発を行う。（井芹川清掃・カヤック体験・餅つき会等） 

４）財政委員会 

物品販売等の販売金額について前年度比５%アップとする。これのモチベーション向上のため販売分

野やルートの「見える化」が可能なようにシステム化を行う。（四季の物販会等） 

５）研修委員会 

各テーマに応じた研修会を委員会で提案・開催する。 

 

各委員会ごとの事業計画 

１）広報及び組織拡大委員会（HP や会報、賛助会員拡大のための活動） 

広報及び組織拡大委員会 今期目標 事業計画 

賛助会員確保 100 名到達 ホームページを立ち上げる 
進捗報告と個別の記事要請をＡｉｐｏ上
で行う。（即日） 

  ブログ運営 １人月一回運動を展開する 

    
 基本ルールつくり（返信は１週間以内
等） 

 

  会報発行 
（案）賛助会員（企業）との連帯感醸成
のため企業広告を入れる（５月度会議で
賛否決定） 
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A)商品開発 

昨年から取り組んでいるバジルソースについて、

商品化を目指します。食品衛生責任者を職員がと

りましたので、後は場所の確保です。オレンジハ

ウスにて実施できるよう準備を進めると共に、熊

本県産業技術センターに指導を頂きながら商品化

を目指します。 

B)販売活動 

はーとアラウンド常設販売を行うと共に、イベン

トにおける販売活動を展開してまいります。更に

就労支援センターくまもとでとれた野菜の販売を

会員や賛助会員の皆様に協力をお願いすると共に、

地域で販売して頂ける場所の確保を順次行ってま

いります。また、同時に販売員確保が求められて

おり、現在、就労支援センターくまもとで働いて

いるメンバーから、販売員としてのスキルを学び

ながら、販売員としてのスタッフ確保が必要です。 

C)農芸班活動 

大津町に新たに６反の土地を課して頂けるように

なりました。これで１丁の畑の確保ができました

ので、農芸班メンバー確保が必要になってきまし

た。新しいメンバー育成を目指します。 

D)リサイクル活動 

地域への理解を更に深めながら、地域活動として

リサイクル活動を実施してまいります。また、今

後は、リサイクル班は施設整備班としても、施設

内における環境整備にも力を入れて頂きます。 

E)その他 

他団体と連携しての社会参加活動、職員研修を行

います。また、地域連携を図りながら進めていき

たいと思います。 

〇共同生活援助 

グループホームは、親和荘８名、オレンジハウス

２名からスタートとなります。地域の方との交流

の場を増やすことを目標として活動を広げていき

ます。その他、居住者会議を月に１回開催し、ニ

ーズにあった活動と日曜日の日中活動支援を行い

ます。 

月 グループホーム計画 その他計画 

４月 花見会／誕生日会 （地域活動）井芹川清掃 

（他連携）きょうされん熊本支部総会 

５月 自立応援団総会 （他連携）KDF 総会 

６月 蛍鑑賞会／誕生会  

７月 七夕／誕生会／避難訓練       （地域活動）カヤック体験 

８月 バーベキュー会  

９月 誕生会 （他連携）つばさ会祭り 

10月 誕生会 （地域活動）井芹川清掃 

（他連携） 全国きょうされん大会 

11 月   

12月 クリスマス会／誕生会  

１月 避難訓練  

２月 誕生会／豆まき  

３月  （他連携） 九州きょうされん大会 

 

〇訪問介護事業 

高齢者訪問介護事業利用者 13 名、障がい者居宅

介護及び重度訪問介護事業利用者が 7 名の利用が

行われています。また、例年利用者は少ないので

すが、北区におきましては、当事業所のみ産後ヘ

ルプ事業を実施しており、産後におけるママ支援

という観点から産後ヘルプ事業を行います。その

他、制度内では在宅生活ができない障がい者・高

齢者もおられる事から、助け合い活動を通じての

在宅支援活動を実施してまいります。その中で、

長年の課題事項であった職員確保につきましては、

２名の職員が確保（グループホーム兼任）できま

した。今後も引き続き職員確保に繋げていきたい

と計画しています。この分野におきましては引き

続き IOB 訪問介護事業所と連携を図りながら進

めていきたいと思います。 

また、居宅介護事業所・重度訪問介護事業所ネッ

トワーク会を通じて、各熊本市内の事業所と連携

を図りながら、障がい者の在宅生活支援として寄

与できるよう活動を広げてまいります。 

A)ふれあいホーム／縁側事業 

ふれあいホーム及び、縁側の拠点の整備ができま

した。本年度は法人内の事業所と連携を図りなが
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ボウリング大会に参加しました[2012 年 09 月 22 日（Sat）] 

熊本ワイズメンズクラブ様からご招待を受け、

ＹＭＣＡ会員スポーツ大会に参加しました。 

会場は、交通センターの中にあるマスターボール 

皆さん最後まで頑張り、なんと 26 位… 

商品として入浴剤をＧＥＴしました！ 

参加した４人が力を合わせた結果です。 

おめでとうございます 

お楽しみ抽選会では外れてしまいましたが、賞品

を頂いてみんな元気になりました。 

 

サントリービール工場見学[2012 年 10 月 07 日（Sun）] 

日中活動でサントリー九州ビール工場の見学に

行ってきました。参加者 5 名 

・製造過程見学の内容はこんな感じです。 

 製麦⇒仕込み⇒発行⇒貯酒⇒ろ過⇒缶、樽詰 

各工程の見学。 

初めて見学された方が多く、ガイドさんに積極的

に質問をされていました。 

試飲コーナーでは、試飲は 3 杯まで出来るという

事で、みなさん好きなビールやジュースを試飲し、

お土産コーナ

ーでもそれぞ

れお土産を購

入し楽しまれ

ました 

 

自立応援団 クリスマス会!(^^)!♪☆[2012 年 12 月 21 日（Fri）] 

昨年までグループホームの企画・主催として開

催していた“クリスマス会” 

今年は法人のクリスマス会として、グループホー

ム・就労・訪問介護ぜ～んぶの事業の入居者・メ

ンバー・利用者さん・ご家族・職員あわせてのパ

ーティーをしました。 

初めての試みでしたが、普段なかなか接する機会

の少ない別事業の利用者の方ともお会いでき、貴

重な会となりました 

恒例になってきた GH の松原さんの歌に･･･（今

回は『職員にささげるうた』でしたありがとうご

ざいます） 

山中さん（利

用者ご家族）

の弾き語り…

ならぬ『語り

弾き』 久し

ぶりの登場

『グリーンバ

ンド』などな

どの出し物に、美味しい食事（GH 世話人さん作）、

みんなでのプレゼント交換会 

盛りだくさんでお腹も胸もい～っぱいになりまし

た。 

 

〇研修事業〇研修事業〇研修事業〇研修事業    

今年度熊本県キャリアアップ支援事業の補助事業が採択され、グループホーム職員向けの研修会を開催

しました。他の事業所からもたくさん参加して頂き、楽しい交流も育むことができました。 

 

食と健康を考える[2012 年 08 月 30 日（Thu）] 

今回は「食と健康について考える」という事で、

料理研究家の宮本光代さんをお招きをして行いま

した。グループホームの世話人さんや調理を担当

している施設の職員さん、そして訪問介護員の方

が参加し、ちょっとした工夫でおいしく、しかも

栄養素を逃がさない調理法を学びました。 

その中で一番大切なのは、旬の食材を食すること

の大切さを学ぶことができました。人間はやっぱ

り自然の中で生きているんですね。終了後、お互

いに料理を食べあいながら交流もできたところで、

せっかく違う事業所の方も来られたので、意見交

換を行いました。 

支援していくうえで

大切にしていること

…。 

この仕事をして良か

ったと感じたこと…。 

悩みながら支援して

いく中で辛いことも

あるし、悩むことも

ある。福祉の仕事を

離れる方も多いので
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すが、「私たちの仕事のやりがいってなんだろう！」

いろいろとお話をすることができたようです。支

援の中で私たちは、暮らしという最後のセーフテ

ィネットである自覚を持って、困っている方に対

して本当の意味で寄り添った支援が求められてい

ます。 

一人でできることはほんのわずかなことかもしれ

ない。 

しかし、目には見えませんが一歩一歩確実に成長

している利用者とともに、同じ高さの目線で一緒

に悩みながら活動していくしかないのです。 

 

災害時の支援について学ぶ[2012 年 09 月 23 日（Sun）] 

本日は福島県南相馬市で作業所を運営している

青田さんをお招きして、被災地の現状と災害時の

支援の在り方について学ぶ機会となりました。 

青田さんのお話は、災害時の想定出来ない中での

対応は、最終的に自己判断に委ねられる事を感じ

ました。ぎりぎりの状態で、何ができるだろう。 

「避難する決断と残る決断。」その中での現場の苦

悩と行政の苦悩。 

しかしその中でも目の前に起こる現実を受け止め

て行かねばならない。 

取り残されるのは、障がい者・高齢者そしてその

家族…。 

早めの判断で避難する決断の大切さ。 

そして、復興に向けた支援の中で、取り残された

方を如何に、地

域・行政とつな

がりながら、支

援していくの

か？ 

想定外の中で

我々にできることは限られているかもしれない。

「でも、何かができるはず…。」 

同じ思いの仲間と一緒に行動する大切さを学ぶこ

とができました。 

青田さんの事業所には、9 月 10 日～14 日まで就

労支援センターくまもとの三井くんが支援に行っ

てきました。いろんな勉強もできたようです。あ

りがとうございました。 

 

グループホーム研修交流会[2013 年 02 月 23 日（Sat）] 

グループホーム交流・研修会がおこなわれ、自立

応援団からは、ＧＨの入居者の方々を中心に 16

名が参加してきました。会場：熊本市総合体育館 

調理室 

今回は、料理方秘「神の水」のオーナーシェフ松

村健司さんを講師としてお招きをしました。 

松村さんは、大阪の料理屋を経て、アメリカの

NY にて２６歳の時 料理長に就任。３０歳の時、

世界一周の旅の客船で和食部門料理長として勤務

すされた方で、福岡の ホテル和食部門勤務後、熊

本の青柳で熊本城の本丸御膳の仕事を手がけられ

た料理の鉄人。 

ひとり暮らしやホーム生活で料理をするうえで、

何を気を付けてすればよいかの基本的な料理のコ

ツや、惣菜料理をひと工夫するだけで、美味しい

料理のつくり方を教えて頂きました。 

残ったカツを美味しく再利用カツの卵とじ・旬の

大根で手羽

先と大根の

煮物・まさ

に捨てると

こナシのさ

っぱり和え

物（大根の

皮と葉を使

用）・神の水のメニューでもあるとうふのシーザー

サラダの４品をつくりました 豪華  ボリュー

ム満点 

 慣れない料理も、みんなでやってみると楽しい

みたいです 

おいしい食事の後には、自立応援団のグリーンバ

ンドの演奏を聴きながら、「ドレミの歌」「赤いス

イトピー」「島人ぬ宝」など、お互いに交流を深め

ることができました。 

 

訪問介護事業 

訪問介護事業は、常勤３名で活動を行っています。

高齢者訪問介護事業が 13 名、障がい者居宅介護

及び重度訪問介護事業が７名利用されました。職

員の確保が大きな課題です。今年度も求人広告や

合同面接会に参加してきましたが、なかなか集ま

らないという現状です。その他、地域助け合い活

動として制度外のニーズをこの活動を通じて実施

してきました。また、熊本市における産後ヘルプ
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平成２５年度事業活動計画 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

 

特定非営利活動法人 自立応援団 

１）事業の方針 

障害者差別禁止法制定に向けて動いている中で、

どのような法律が目指されているのか？障害者差別

禁止条約から障害者差別禁止法制定に向けたもの

で、2013 年通常国会での法律制定に向かっているも

のの、衆議院解散により、今後どうなっていくのかを

注視していかねばなりません。法律の内容次第では、

他団体や全国の団体と連携を図りながら、差別禁止

法の論理として、個人モデルから社会モデル的障害

の理解へ変えなければなりません。そして障害のある

人に対しての「市民権」（平等）を保障することだと考

えています。 

（１）不均等待遇の禁止 （２）合理的配慮の提供義務 

について、情報・コミュニケーションや不動産、医療、

教育すべての政治的・経済的・社会的活動における

「平等な参加」の保障が必要であると共に、救済手続

きについて今後、必要です。熊本県においては、昨

年 4 月 1 日「障害がある人もない人も共に生きる熊本

づくり条例」が施行されました。しかし、「暮らしづらさ

がある。」「生きにくさがある」部分を自立応援団の活

動を通じて、安心して住める地域づくりを目指してま

いります。 

特に、昨年度からの３カ年ビジョンにおいて「地域へ

の深化」を目指して活動をしてまいりました。昨年は、

地域活動の参加やあとのまつり等を通じて、地域の

皆様と一緒に活動を行いながら、連携を図ると共に、

グループホームの隣の下宿を縁側づくりの拠点及び

地域ふれあいホームへの改修工事を行う事を実施し、

より地域の方とのふれあう居場所づくりを作ることがで

きました。更に、下硯川町に就労継続支援 B 型を設

置し、就労支援センターくまもとは多機能型事業所と

して、多様なニーズに応えることができる環境を整備

すると共に、B 型事業所の３階に新しくグループホー

ムオレンジハウスを設置しました。 

2 カ年目にあたる今期においては、新しい環境整

備の元、活動を広げ、地域理解を深めながら、実践・

経営・運動を広げていきたいと思います。その観点か

ら今年度、仮認定 NPO 法人取得に向けて頑張って

いきたいと思います。その為には、賛助会員を集める

必要性があります。どうぞ、皆様のご協力お願いいた

します。 

 

〇多機能型就労継続支援事業所（A 型／B 型） 

就労支援センターくまもとは、今年度は A 型定員 19

名の中、登録 23 名、B 型定員 10 名の中登録 2 名の

利用者からスタート致します。先ず、B 型利用者を 10

名にする事が課題です。努力目標は、利用者への給

料財源確保、新規利用者の獲得及び地域・企業との

連携強化を図ります。 

地域や企業との連携を図ることで、利用者の新規作

業の獲得や行事参加等による地域理解の拡大と障

がい者の生活基盤の構築を目指していきます。 

月 就労支援センターくまもと計画 その他計画 

４月 入社式（2 日）  （地域活動）井芹川清掃 

（他連携）きょうされん熊本支部総会 

５月 自立応援団総会／夏季実習受入 （他連携）KDF 総会 

６月 蛍鑑賞会／消防訓練  

７月 七夕       （地域活動）カヤック体験 

８月 健康診断  

９月  （他連携）つばさ会祭り 

10月 日帰り旅行／秋季実習受入 （地域活動）井芹川清掃 

（他連携） 全国きょうされん大会 

11 月 消防訓練 （他連携）仲間交流会 

12月 クリスマス会／もちつき会  

１月 初詣  

２月 地域ふれあいフェスタ  

３月  （他連携） 九州きょうされん大会 
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３ 使途が制約された寄付金等の内訳 

 
 

 

貸借対照表 

平成２５年３月３１日現在 

  （単位：円） 

 3,958,894  

 10,084,100  

 7,534,192  

   21,577,186 

 12,557,304  

  2 機械装置 1,132,086  

  3 車両運搬具 3,492,260  

  4 工具器具備品 302,057  

 5 敷金 372,000  

    固定資産合計  17,855,707 

      資 産 合 計  39,432,893 

    

負 債 の 部  

 Ⅰ 流動負債   

  1 短期借入金 10,170,681  

  2 未払費用 4,126,605  

  3 預り金 82,417  

    流動負債合計  14,379,703 

資 産 の 部   

 Ⅰ 流動資産 1,122,357  

  1 現金・預金 2,220,600  

  2 貸付金  3,342,957 

 3 未収入金  17,722,660 

     流動資産合計  

 Ⅱ 固定資産   

  1 建物 21,998,384  

当期正味財産増減額 -288,151  

次期繰越正味財産額 21,710,233 21,710,233 

正味財産合計  21,710,233 

    

負債・正味財産合計  39,432,893 

 

  

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

2,235,800          2,235,800          

1,239,267          1,239,267          

399,000            399,000            

237,000            237,000            

20,638              20,638              

327,387            327,387            

1,250,000          1,250,000          

-610,000           610,000            

2,117,566          2,117,566          

317,957            317,957            

-292,043           8,436,658          8,144,615          

熊本県障がい者支援課
熊本県障がい者支援課
熊本県障がい者支援課

熊本県障がい者支援課

処遇改善補助金
通所補助事業

車両購入事業（キャラバン）
熊本県障がい者支援課
就労支援センター増築工事

国保連
熊本市障がい保健福祉課
日本財団

備考

ふれあいホーム補助金（未収入金）

働きながら資格をとるプログラム（未収入金）

グループホーム移行促進事業（未収入金）

キャリアパス研修事業 (未収入金）

キャリアパス研修事業 
寄付金

グループホーム改修工事用資金

合計

グループホーム改造工事基金
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サービス事業の委託を受け、１名の産後のお手伝

いをさせて頂きました。 

他の団体との連携におきましては、居宅介護事業

所ネットワーク会の会長に福島貴志理事長を輩出

し、障がい者訪問介護事業を実施している各事業

所との連携を図っており、毎月の定例会等に参加

し、情報交換及び研修を実施しました。 

地域ふれあいホーム事業の補助金で、施設整備が

できましたので、高齢者及び障がい者の方々の緊

急時の支援活動を次年度から実施する予定です。 

 

居宅介護事業所・重度訪問介護ネットワーク会総会[2012 年 05 月 15 日（Tue）] 

熊本市居宅介護事業所・重度訪問介護事業所ネ

ットワーク会の定期総会が熊本市大江にあるウェ

ルパルくまもとで開催しました。昨年行われた研

修事業や合同面接会等の事業報告。熊本市との意

見交換会や事業所間の連携を図る為に行っている

情報交流事業の説明を行いながら、定例会への参

加が呼び掛けられました。 

収支決算、監査報告が行われた後、今年度の事業

計画と収支予算について原案とおり可決承認され

ました。次期役員として福島貴志理事長が代表を

務める事になりました。 

微力ながら、事業所間の交流と、訪問介護員の質

の向上に繋がる研修などを今期も継続して実施し

ていきたいと思います。総会後は研修会を開催し

ました。今回は、ピネル記念病院の精神保健福祉

士の本田誠氏を講師としてお招きし、「利用者との

コミュニケー

ションの取り

方」について、

お話をしてい

ただきました。 

今回は 34

名の方が参加

して頂きまし

たが、その中で、統合失調症の方の症状をつうじ

て、その方を知ることからのヘルパーとしての支

援のあり方を学ぶ事ができました。「支援の押し付

けをしていないか？」そこから一歩引く事の大切

さ。「褒める事から生まれる事もある」「難しい中

にやりがいがある」等のお話を聞くことができま

した。 

研修事業 

福祉フレッシュマン研修[2012 年 07 月 29 日（Sun）] 

福祉フレッシュマン研修が火の君文化センター

で行いました。熊本県各地で活動している作業所

やグループホーム事業所の職員約 50 名近くの方

が参加しました。午前中のパネルディスカッショ

ンにおいては、仲間の暮らし支援について、「きく

よう地域生活支援センター」大津留さんに「目指

すもの」「大事にしたいこと」についてお話をして

頂きました。その中で一人一人の思いを大事にす

る事の重要性を学ぶ事ができました。暮らしはひ

とりひとり違う！共同生活援助における難しさと

やりがいを実感する事ができました。「くれよんの

森」の遠山さんは、不自然という表現の中で、仲

間一人一人を大切にする重要性と、常識という中

での仲間支援に対する思いを語って頂きました。

「ワークセンターやまびこ」の藤本さんは、仲間

会という会を中心とした支援、その根本は仲間の

ニーズの中に私たちの活動があるというお話をし

て頂きました。 

障がい福祉のお仕事をはじめて１年目～３年目の

方にとって、その原点についてお話を頂いたので

はないでし

ょうか。 

午後からの

ワークショ

ップにおい

ては、事業所の中では話されていない部分での仲

間支援について、討議ができたようです。「こうあ

らねばならない」ではなく、仲間のひとりひとり

のニーズ。見えるニーズとその中で隠されたニー

ズについて深く感じながら支援していくことの重

要性。その先に「笑顔」、「楽しい施設」、「仲間主

体」というキーワードが見えてくるのかもしれま

せん。 

就労支援センターくまもとからは、５名が参加し

ました。職員ひとりひとり、良い勉強の機会にな

ったのではないかと感じています。これがベスト

の支援はありません。ベターはあってもベストは

ない。仲間の目線に立って、私たちは何をしなけ

ればいけないのか！また、事業所の中で話し合っ

ていきたいと思います。 

 

自立応援団研修会[2012 年 10 月 06 日（Sat）] 
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特定非営利活動法人自立応援団と IOB スポー

ツ推進事業団の合同研修会が行われました。 

10 月 1 日から施行された障害者虐待防止法につ

いて、施設・事業所の虐待防止と対応について、

IOB 訪問介護事業所のサービス提供責任者の大

坂氏より説明。身体的な虐待、性的虐待、心理的

虐待、放棄・放置、経済的虐待についていろんな

意見もでました。その中で法人内における虐待防

止の為の研修や管理体制が今まで以上に大切にな

ってきます。また、その対応について迅速な対応

がとれより開かれた施設を目指していかねばなり

ません。 

9月11日から福島の作業所へ支援に行った三井

さんの報告では、 

「震災の時に何が起こったのか。」「震災後に仲間

たちはどのような環境の中で生活しなければなら

なかったのか」「復興に向けた課題」 

私たちにできることは小さな事かもしれません。

ハチドリのひとしづくかもしれない。 

だからあきらめるのではなく、無関心になるので

はなく、いま、できることを考えていきましょう。

今回の支援を通じて三井さんも大変勉強ができた

ようです。 

社会保障についての報告をして頂いたのは、原

田さん。9 月に研修に 2 泊 3 日で参加しました。

貧困の問題は障がい者当事者だけではなく、社会

全体の問題としての報告でした。 

その中で障害当事者の９０％以上の方が年収 200

万円以下のワーキングプアの現状。 

障害が本人の責任なのか、また家族の責任なのか 

この現実を私たちはしっかりと向き合わなければ

ならないでしょう。 

もちろん、作業所の中で工賃アップをしていくこ

とが現在の法律の中で精一杯の私たちができるこ

と。しかし、それにも限界がある。 

制度自体の改革を多くの人に知って頂き、社会全

体の課題として変えていかねばならないでしょう。 

最後に理事長が自立応援団と IOB スポーツ推

進事業団の理念とは何か？ 

作業所の職員として、介護職員として何が必要で、

何が求められているのか！ 

今の課題と今後についてお話がありました。はじ

めての合同研修会ですが、多くの学びがあったと

共に、職員同士の共通認識ができたと感じていま

す。 

 

計画相談支援に関する説明会及び学習会[2012 年 10 月 19 日（Fri）] 

「計画相談支援に関する説明会及び学習会」が

10 月 19 日 13:00 から、火の君総合文化センター

会議室１で行われました。熊本県障がい者支援課

から受けた説明では、介護保険制度に近い形での

相談支援のように感じられました。 

障がい者の場合の相談支援と介護を受ける為の

相談支援には、やっぱり違いがあり、少し違和感

を感じましたが、相談支援そのものの仕組みは必

要不可欠なものです。 

当事者の目線からの支援ができる体制を一緒に考

えていかねばなりません。現在、相談事業を行っ

ているとら太の会の山下さんも同じ指摘をされま

した。 

件数が少ないから、ケース会議や親の考えも聞け

るが、増え

た場合の課

題や大人の

相談支援と

子どもの相

談支援の違

いから生ま

れる難しさ

など。今後

各事業所においても相談支援事業所の連携が求め

られてきますが、職員の事務手続きが煩雑になる

のではないかと危惧する部分もあります。 

今後の動きについても学んでいきたいと思います。

その後、試食会。画像はそちらです。 

 

きょうされん１泊研修[2012 年 11 月 10 日（Sat）] 

きょうされん一泊研修会は自立応援団から４名

参加しました。熊本県内各事業所から 50 名近く

の方が参加しました。今回講師としてお招きした

のは、デイサービスビィの福元巧さん。 

「発達保障」についての福元さんの思いとデイサ

ービスビイの実践をお聞きしました。 

福元さんは、系としての発達フィールドとして、

「ひとそれぞれの発達。」「各人を取り巻く集団の

発達」「社会の

発展なしに発

達は語れない」

という視点が

必要である事

を指摘したう

冬の物品販売商品を食べてみました 
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[00000012]（非営利）自立応援団                     自 24 年  4 月  1 日 
  グループホー

ム利用料 

グループホーム国

保連 

グループホーム事業 総合計 

勘定科目 [0011] [0012] [0052] [9999] 
 会費収入        205,000 
 訪問介護収入        13,003,791 
 補助金等収入        2,208,025 
 寄付金収入        2,060,566 
 Ｇ・Ｈ収入  3,428,131 11,051,279 14,479,410 14,479,410 
 小規模作業収入        41,693,194 
 その他収入        257,417 
【経常収入の部】 3,428,131 11,051,279 14,479,410 73,907,403 
 あとの祭仕入        25,662 
 あとの祭消耗品        40,704 
【売上原価】       66,366 
（経常収入合計） 3,428,131 11,051,279 14,479,410 73,841,037 
 給料    6,983,346 6,983,346 30,160,497 
 賞与手当    645,000 645,000 3,292,760 
 法定福利費    555,018 555,018 4,556,797 
 福利厚生費  9,000   9,000 251,032 
 作業工賃        10,602,282 
 旅費交通費    197,130 197,130 1,468,950 
 交際費    12,420 12,420 92,460 
 広告宣伝費    20,000 20,000 164,758 
 通信費        322,767 
 水道光熱費  1,160,114 31,946 1,192,060 1,776,788 
 租税公課        181,900 
 消耗品費  105,418 22,890 128,308 2,097,484 
 寄付金        30,082 
 食材費ほか  1,791,638 5,000 1,796,638 1,801,037 
 リース料  892   892 690,142 
 修繕費  41,580 389,049 430,629 792,097 
 保険料        744,413 
 諸会費        645,035 
 車両費        1,278,892 
 講師謝金    90,000 90,000 131,020 
 賃借料  2,851,400 242,886 3,094,286 4,326,861 
 縁側事業材料費        147,556 
 減価償却費        2,375,217 
 会議・研修費    30,000 30,000 229,748 
 雑費  34,552 572,488 607,040 2,336,352 
【販売費及び一般管理費】 5,994,594 9,797,173 15,791,767 70,496,927 
（経常収支差額） -2,566,463 1,254,106 -1,312,357 3,344,110 
 受取利息        144,572 
 雑収入        17,019,263 
【その他収入】       17,163,835 
 支払利息        174,320 
 雑損失        2,566,900 
【その他支出】       2,741,220 
（当期収支差額） -2,566,463 1,254,106 -1,312,357 17,766,725 
 固定資産除却損        18,054,876 
【特別損失】       18,054,876 
（正味財産増加額） -2,566,463 1,254,106 -1,312,357 -288,151 
（当期正味財産増加額） -2,566,463 1,254,106 -1,312,357 -288,151 
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（当期正味財産増加額） -15,128,752 1,943,531 -3,334,258 137,478 18,337,358 -34,213 

       

事業別損益計算書 （対累計）  

[00000012]（非営利）自立応援団                    自 24 年  4 月  1 日 
  

  作業所・そ
 

小規模作業所
 

訪問・居宅
 

訪問・国保
 

訪問・利用
 

訪問介護事
 勘定科目 [0007] [0050] [0008] [0009] [0010] [0051] 

 訪問介護収入    4,439,899 6,683,565 1,880,327 13,003,791 

 補助金等収入   1,577,387  610,000  610,000 

 小規模作業収入   41,693,194     

 その他収入  148,078 194,887     

【経常収入の部】 148,078 43,465,468 4,439,899 7,293,565 1,880,327 13,613,791 

 あとの祭仕入   25,662     

 あとの祭消耗品   40,704     

【売上原価】  66,366     

（経常収入合計） 148,078 43,399,102 4,439,899 7,293,565 1,880,327 13,613,791 

 給料   7,245,724 4,178,592 6,592,835  10,771,427 

 賞与手当   1,068,800 481,980 1,096,980  1,578,960 

 法定福利費   1,982,207 697,190 697,190  1,394,380 

 福利厚生費   212,207 8,000 8,000  16,000 

 作業工賃   10,602,282     

 旅費交通費   994,470 112,480 148,480  260,960 

 交際費   56,490     

 保証料    58,500 -58,500   

 広告宣伝費    50,250 50,250  100,500 

 通信費   307,667 2,625 2,625  5,250 

 水道光熱費   568,629 8,049 8,050  16,099 

 租税公課   117,300 7,600 7,600  15,200 

 消耗品費   775,118     

 寄付金   30,082     

 食材費ほか   4,399     

 リース料   689,250     

 修繕費   250,607 34,430 34,431  68,861 

 保険料   541,913 5,880 5,880  11,760 

 諸会費   62,500 16,250 16,250  32,500 

 車両費   1,169,065 54,913 54,914  109,827 

 手数料    1,300 -1,300   

 講師謝金   41,020     

 賃借料  93,000 876,575 178,000 178,000  356,000 

 縁側事業材料費   147,556     

 会議・研修費   99,500 2,500 96,748  99,248 

 雑費   680,536 1,877 121,478  123,355 

【販売費及び一般管理 93,000 28,523,897 5,900,416 9,059,911  14,960,327 

（経常収支差額） 55,078 14,875,205 -1,460,517 -1,766,346 1,880,327 -1,346,536 

 雑収入  126,580 412,818     

【その他収入】 126,580 412,818     

（当期収支差額） 181,658 15,288,023 -1,460,517 -1,766,346 1,880,327 -1,346,536 

（正味財産増加額） 181,658 15,288,023 -1,460,517 -1,766,346 1,880,327 -1,346,536 

（当期正味財産増加額） 181,658 15,288,023 -1,460,517 -1,766,346 1,880,327 -1,346,536 
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えで、発達保障は、事業所での「実践」であり「運

動」である。改めて「この子らを世の光に」の意

味をかみしめる思いがしました。 

今回のお話は、事例を元に「合意と了解の上に成

り立つ仕事」の重要性についてお話をして頂きま

した。 

行動にはすべて意味があり、それを読み取る力を

私たちは身に着けていかねばならない。 

受容と共感というが、「私たちは仲間のことをどれ

だけ知っているだろうか？」「青年・青年期ゆえの

悩みについて、どれだけ考えているだろうか？」

いろんな学びや疑問がそこにありました。 

最後にしめられた言葉は、 

仲間たちも「発達途上人」そして私たちも「発達

途上人」 

翌日は、「やすらぎハウス」の飯川さんと「夢・サ

ポート」の福原さんの実践報告。 

福原さんは、ニート、引きこもりの子供たちの支

援として、地域若者サポートステーションでの取

り組みやＡ型事業所、グループホームの活動を通

じて、現在の課題と取り組みについてお話をして

頂きました。 

また、飯川さんは事例を紹介しながら事業所の中

で働く仲間たちの自治会組織を通じての発達につ

いてお話を聞くことができました。 

先日の個人の系による発達支援と集団の系による

発達支援の取り組みにより、大きな成果があがっ

ているように感じました。事業所での支援が個人

の系であるなら、仲間の自治会組織は集団の系に

よる取り組みかもしれません。その後、「実践」と

「運動」に分かれて分科会。 

「実践」では事業所での事例を元にいろんな事業

所の職員が支援についての意見交換を行う事で、

いろんな視点がそこにあり、実践を通じての議論

ができました。 

各事業所でいろんな課題や取り組みをしており、

多方面から考える事の重要性。 

仲間の考えや思いをどう受け取り支援していくの

か？ 

答えはその時でないかもしれませんが、それを追

及していく過程に私たちの発達があるのかもしれ

ません。 

「運動」では、山下支部長が無償の愛という思い

で、りんごの木のお話をして頂きました。 

無知と無関心が人の心を傷つける現実。「仲間の事

を伝えることができるのは誰なのか？」時間はか

かるかもしれないが、より良い社会の実現に向け

て社会に発信することの重要性を話し合うことが

できました。 

今回の研修を通じて、「押しつけの支援をしていな

いか？」「いつの間にか私たちは壁をつくっている

のではないか」と反省させられた思いです。 

事業所を運営していく中で事業所の運営を大事に

しすぎて、個の発達の過程を「合わない」という

理由だけで拒否をしていないか。つまり言い訳を

している部分がそこにあるように感じています。 

また、共に働く仲間も壁をつくっていないか。 

それぞれの思いをしっかりと受け止める事業所を

目指さなければ、私たちの存在の意味があるのか

という事を感じ、デイサービスビイでの実践活動

を聞き、まだまだだと感じました。 

そして、もう一つしなければならないこと… 

それは社会に対して私たちの活動を知って頂くこ

と。無知と無関心が多くの人を傷つけている現実。

地域の方への理解。ご家族の理解。そして市民の

理解が広がることで、本当の意味で成熟された社

会が実現できると思います。 

 

そのほかの活動 

熊本県障がい者スポーツ大会[2012 年 05 月 26 日（Sat）] 

５月２０日（日）、第 11 回熊本県障がい者スポ

ーツ大会に、就労支援センターくまもとのアスリ

ート２名が出場されました。ボウリング競技に高

岡確さん。陸上競技の 800ｍ競走に工藤利博さん

が出場されました。 交通センターのマスターズ

ボウルで開催された、ボウリング競技は２ゲーム

の合計得点で決めるというルールで、高岡さんの

結果は、２ゲーム合計 221 得点でした。 

 感想を尋ねると 

「いつもと違う環境で緊張しました。周りのレベ

ルがすごく高かった

です」 

と話されています。

大会に参加できたこ

とが楽しかったよう

で、来年も参加した

いとすでに意気込み

を見せられました。 

陸上競技はＫＫウイングで行われ、工藤利博さ

んはお昼からの出番で、午前中の空き時間にはス
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ペシャルオリンピックスの自転車競技の練習に行

くというスケジュールの中での競技参加でした。 

800Ｍ競争は、３位！！最後まで白熱のデッドヒ

ートを繰り広げられていました。 

「疲れたけど楽しかったです」と笑顔で話してく

れました！ 

 

表彰式！！[2012 年 06 月 08 日（Fri）] 

平成 24 年２月 10 日～12 日に福島県で開催された 2012 年 第

5 回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲームフロア

ホッケー競技にチームで出場された工藤利博さんが、きょうされ

ん熊本支部からも昨年度がんばった仲間として表彰をうけました。 

 

Que-sera sera Band 始動！！[2012 年 09 月 11 日（Tue）] 

我らが就労支援センターくまもとの農業活動体

の名前ですが･･･。遂にバンド結成いたしました～ 

本日、初練習でしたの様子をパシャリ 

担当している職員（キーボード）がうちな～出身

という事もあり、リクエストもあり、現在琉球ラ

イブの練習中です。 

も～ライブではおじぃもおばぁもにいにいもねえ

ねえも～い

ちゃりばち

ょーでぇ～ 

カチャーシ

ーで盛り上

がるさぁ 

 

つばさ会運営委員会に出席してきました(*^-^*)[2012 年 08 月 09 日（Thu）] 

就労支援センターくまもとが加盟しているきょ

うされん熊本支部の利用者部会です。この部会で

は、基本的な進行・決定は仲間（運営委員）がし

ます。みんなが、みんなのために（みんながした

いことや必要なこと）催しを企画したりお勉強を

したり。２月に一度のペースでイベントがあるの

で何かと忙しいですが、みんなが他の事業所のメ

ンバーと交流をしながら、一事業所ではやり遂げ

られないことをやってくれるので支援する側もと

ても嬉しいです。 

運営委員さんは、熊本県内の事業所から（遠いと

ころは水俣から新幹線で）集まって会議をします

が、今日は部屋がぎゅうぎゅうになるほど出席率

が高く、大学生のボランティアさんまで出席して

くれたので、20 名を超えていました。 

就労支援センターくまもとからは今年度５名もの

運営委員が立候補してくれ、副会長と書記も１名

ずつ参加しています。 

 

つばさ会まつり[2012 年 09 月 23 日（Sun）] 

第７回つばさ会まつりが開催されました。 

今年のテーマは 

「みんなで団結！つばさ会まつり！！」就労支援

センターくまもとの釣谷勇太さんの作品が選ばれ

ました。原画は口元明歌さんの作品 手でハート

が作られたかわいい作品です。 

期日：平成２４年９月２３日（日） 

時間：１０：００～１５：３０ 

会場：ゆめタウンサンピアン 第４駐車場 

就労支援センターくまもとのつばさ会運営委員の

みなさんも様々な役割を持ちながら、事業所の販

売（ポップコーンや缶バッジ）もと、お忙しい一

日でした 

今回のまつりのパンフレット（チラシにも掲載）

の原画とまつりテーマ、共に就労支援センターく

まもとのメンバーの作品が選ばれ、開会式では表

彰式がありました 

その他にも、

まつりを盛

り上げるた

め、ステー

ジにもたく

さんのメン

バーが出演

しました 

Que sera sera Band 名前を変え、Green Band と

して出演。 

立派な指揮もあり、ゆる～っと素敵な初ライブに

なりましたよ 

ポップコーンと火災事故に対する支援金付缶バッ

ジは、おかげさまで上々の売れ行きでした 

ご来場いただきましたご家族のみなさま、支援学

校や関係機関の先生方、すべてのみなさま、本当

にありがとうございました 
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１ 重要な会計方針 
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2011 年 11 月 22 日ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。 

同基準では、特定非営利活動促進法第 28 条第１項の収支計算書を活動計算書と呼んでします。 

（１）固定資産の原価償却の方法 

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。 

 
２ 事業別損益状況の内訳 

事業別総益の状況は以下の通りです。 

（単位：円） 

  管理費 寄付金収入 作業所売上 作業所・利
用料 

作業所・国
保連 

作業所・縁
側 

勘定科目 [0016] [0017] [0003] [0004] [0005] [0006] 

 会費収入   205,000     

 補助金等収入  20,638    1,577,387  

 寄付金収入   2,060,566     

 小規模作業収入    7,823,357 125,478 33,708,991 35,368 

 その他収入  62,530  46,809    

【経常収入の部】 83,168 2,265,566 7,870,166 125,478 35,286,378 35,368 

 あとの祭仕入    25,662    

 あとの祭消耗品    40,704    

【売上原価】   66,366    

（経常収入合計） 83,168 2,265,566 7,803,800 125,478 35,286,378 35,368 

 給料  5,160,000    7,245,724  

 賞与手当      1,068,800  

 法定福利費  893,132  59,239  1,922,968  

 福利厚生費  13,825    212,207  

 作業工賃    10,602,282    

 旅費交通費  16,390    994,470  

 交際費  23,550    56,490  

 広告宣伝費  44,258      

 通信費  9,850    307,667  

 水道光熱費    227,452  341,177  

 租税公課  49,400    117,300  

 消耗品費  1,194,058  63,242  694,601 17,275 

 寄付金    30,082    

 食材費ほか      4,399  

 リース料      689,250  

 修繕費  42,000    250,607  

 保険料  190,740    541,913  

 諸会費  228,000 322,035   62,500  

 車両費    1,909  1,167,156  

 講師謝金    41,020    

 賃借料      783,575  

 縁側事業材料費    94,002  1,248 52,306 

 減価償却費  2,375,217      

 会議・研修費  1,000    99,500  

 雑費  925,421  27,830  652,706  

【 販売費 及び一般管 理 11,166,841 322,035 11,147,058  17,214,258 69,581 

（経常収支差額） -11,083,673 1,943,531 -3,343,258 125,478 18,072,120 -34,213 

 受取利息  144,572      

 雑収入  16,606,445  9,000 12,000 265,238  

【その他収入】 16,751,017  9,000 12,000 265,238  

 支払利息  174,320      

 雑損失  2,566,900      

【その他支出】 2,741,220      

（当期収支差額） 2,926,124 1,943,531 -3,334,258 137,478 18,337,358 -34,213 

 固定資産除却損  18,054,876      

【特別損失】 18,054,876      

（正味財産増加額） -15,128,752 1,943,531 -3,334,258 137,478 18,337,358 -34,213 
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  18 諸会費 417,035   

  19 賃借料 4,326,861   

  20 車両費 1,278,892   

  21 講師謝金 131,020   

  22 縁側事業材料費 147,556   

  23 減価償却費 0   

  24 会議・研修費 228,748   

  25 寄付金支出 30,082   

  26 雑費 1,410,931   

  27 支払利息 174,320   

その他経費合計  17,011,568  

２ 管理費    

 ①人件費    

  1 役員報酬 5,160,000   

  2 法定福利費 893,132   

人件費合計  6,053,132  

 ②その他経費    

 2 福利厚生費 13,825   

 3 旅費交通費 16,390   

 4 交際費 23,550   

 5 広告宣伝費 44,258   

 6 通信費 9,850   

 7 租税公課 49,400   

 8 消耗品費 1,194,058   

 9 修繕費 42,000   

 10 保険料 190,740   

 11 諸会費 228,000   

 12 減価償却費 2,375,217   

 13 会議研修費 1,000   

 14 雑費 925,421   

その他経費合計  5,113,709  

    70,737,613 

     

Ⅲ 経常外費用    

 1 雑損失 2,566,900   

 2 固定資産除却 18,054,876   

  経常外費用合計   20,621,776 

     

当期正味財産増減額   -288,151 

前期正味財産額   21,998,384 

次期繰越正味財産額   21,710,233 
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第３５回きょうされん全国大会 IN 福井[2012 年 10 月 01 日（Mon）] 

第３５回きょうされん全国大会に向けて出発で

す。朝５：30 集合でしたが、元気いっぱい！ 

福岡空港から飛行機に乗って、小松空港まで…。

少し台風の状況が心配でしたが、天気にも恵まれ

ました。 

初日は、利用者部会に参加され、恐竜の貯金箱を

つくって大喜びでした。 

また、この「きょうりゅうと遊ぼう」は障害当事

者の司会ではじまり、きょうりゅうの劇をしてく

れました。 

会場にきょうりゅうのマスコット、チャマゴンと

チャマリンが登場。 

続いて妖精やおおかみ、うさぎが現れダンスやか

わいい踊りに手拍子を打ったり、一緒に踊ったり

して楽しかったようです。翌日は仲間たちと観

光！水族館や博物館の恐竜を楽しむことができた

ようです。ボランティアの皆様ありがとうござい

ました。 

基調報告は、「障害を持たない市民との平等性」 

去年の東日本大震災にて一般の死亡率に対する障

害をもった人の死亡の割合が２倍以上あるという

現実。大阪地裁の判決で、被告人であるアスペル

ガー症候群の青年の求刑がアスペルガーという障

害に対応できる受け皿がないという理由で＋４年

になった現実。福祉行政の脆弱さがあります。 

障害者差別禁止法が今後制定に向けた動きがあり

ますが、注視していかねばなりません。 

記念講演で、池辺さんは「とんぼの眼のように」

というお話の中で、一方向だけでとらえるのでは

なく、いろんな角度から見る感性の大切さについ

て、30 年目に愛媛県の山奥にある知的障害がある

子供たちの詩集を例に出して頂きました。 

「世の中には不公平というものがある。障害とい

うのは最大の不公平だ。でも不公平を乗り越えた

ところに着地点はある」というお話の中で感じた

ことは、障害が不公平と感じない社会をつくる事

が大事なのかもしれないと感じました。そこに私

たちが目指すものもあるのかもしれません。 

全部は無理かもしれない。でもひとつひとつやっ

ていく先に見えるものがあるのではないでしょう

か？ 

地域・ネットワークの分科会に参加、今後事業

所が地域で活動をしていく上において、先進事例

を学ぶことができま

した。小さな事の繰

り返しなのかもしれ

ないというのが私の

先ず率直な感想です。 

その中で私たちがで

きることを地道にや

っていく大切さを感

じました。 

「私たちは地域で生

活をする権利を持っ

ているということ。」「自分の住みたい場所で生活

ができるということが大事です。」 

では、権利だけの主張で良いのでしょうか？ 

やっぱり、地域にはその特徴やルールがあり、生

活していく上においてそのルールを守る。 

つまり、地域活動に参加するという事が大事です。

さて、できているだろうか？ 

「地域の方は私たちの事業所のことをどれだけ知

って頂いているのだろうか？」「知って頂く努力を

しているのだろうか？」地域の方から見れば、私

たちは他所から来たひとなのかもしれません。 

仲良くなるには、お互いを知ることからはじまる

はずです。 

無理をせず自分たちができることをしていけばい

いのではないかと感じました。仕事に追われると、

どうしても地域活動等への参加が遠ざかるように

感じます。 

「仕事の支援をすることがすべてでしょうか？」

「それが本当に仲間にとって幸せなことなのでし

ょうか？」やっぱりそこに地域が必要だと思いま

す。 

仲間がいて、友達がいて、家族がいて 

帰る場所、つまりふるさとがあるということ。 

ほっとする場所。自分が自分らしくいれる場所が

大事なのかもしれない。地域の方から敬遠される

場所ではなく、地域の方が気楽に訪ねてこれる場

所が仲間にとっても居心地がいいのではないかと

感じました。地域の方々と一緒に歩むことができ

れば素晴らしいと思います。小さな歩みかもしれ

ませんが、頑張っていきたいとおもいます。 

 

なかま交流会＠坂本村[2012 年 11 月 13 日（Tue）] 

運営委員のみなさんは前々からこの仲間交流会

の企画・準備に励んでいました。いつもより約１

時間半もご自宅を早く出発し、いざ芦北総合海浜

公園へ。しかし、現地の大雨により雨天時予定の
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坂本村(八代)「さかもと青少年センター」へ移動。

体育館をお借りして、各事業所の紹介やつばさ会

によるオンステージ、自由時間には事業所の枠を

超えてみんなで遊び、交流することができました。 

八代のつばさ会のステージでは、会場をぐるっと

まわりながらの炭坑節 BGM は「私の～お墓の

～まえで～」その後も SMAP やらクリスマスソン

グやら・・・ 

当日は県内各事業所から 150 名ほどが参加し、楽

しいひと時を過ごしました 

そして帰りにはせっかく八代まで来たので、宮原

S．A へ寄り道をし、お仕事を頑張っている就労

支援センターく

まもとのみなさ

んにお土産を買

い、それぞれお

いしいものを食

べて帰りました。 

 

きょうされん九州ブロック学習交流会 IN 長崎[2013 年 02 月 09 日（Sat）] 

午前中長崎まで移動して、中華街にて昼食を食

べ、大会１日目に参加しました。明日からのラン

タンフェスティバルで長崎の街は大賑わいです。 

大会１日目は開会式、基調報告、特別講演にそれ

ぞれの分科会…。明日観光へ行くメンバーは長崎

の有名人川田金太郎さんの『がまだせライブ』に

参加。 

ライブのメンバーさんに感想を聞くと「感動しま

した」と話される方もおられました。 

１日目終了後はお待ちかね中華街での本格中華料

理とランタンフェスティバル（前夜祭） 

ザ・長崎の夜を満喫しました。 

大会２日目は、分科会もまとめに入り、様々な

事業所との意

見交換・交流

もできました。

お昼ご飯もお

腹いっぱい食

べて、（また中

華）のんびり

熊本へ帰りま

した。今回就

労支援センターくまもとからは総勢１０名の参加 

みんなたくさんの人と関わり、たくさんの人とつ

ながり、楽しい思い出になったようです。 

 

きょうされん九州ブロック大会「ホームづくり、ホームでの実践・援助」報告 

きょうされん九州ブロック大会が、長崎で開催

されました。「平和な社会実現に向けて」高校生平

和大使が国連に派遣されて 16 年目、そこから生

まれた「高校生１万人署名活動」を通じて、彼ら

が学んだこと…。「微力だけど無力ではない」 

私たちにも通じるものを感じました。一つ一つの

活動は、微力だけど、継続してみんなと力を合わ

せながら点から線、そして面への広がりを持って

いくことが重要です。きょうされん理事の小野浩

氏は、みんなが幸せになるために…。という事で、

５つの条件をお話して頂きました。 

１ 心も身体もともに健康である事 

２ 自分で「程よいと思うぐらいのお金」を持

っている事 

３ 美しいことを知る力や感動する力がある事 

４ 人間関係が豊かである事 

５ 朝起きた時に「ゆるべき仕事」があること 

その中でさしせまった課題とこれからの運動の大

切な視点として、差別禁止法案の国会上程への実

現、生活保護制度の基準引き下げの問題を挙げら

れました。 

第４分科会「ホームづくり、ホームでの実践・援

助」について 

鹿児島の相談支援センターサニーサイドの新田

貢さんは、全国的にも数少ない単独型短期入所事

業所の挑戦について報告。その中で、将来ホーム

に入りたいと考えている方への具体的な生活面で

の学びの場としての成果等を報告して頂きました。 

大分のかぼちゃの国の榎 亜紀代さんは久住町の

中で就労支援事業を展開するうえで、通う事が困

難な方の為のホームの立ち上げから実践について

報告を頂きました。はじめてのホーム生活で生活

の安定を図るために、24 時間体制での支援。生活

と就労両面からの支援について報告して頂きまし

た。ある意味、

２つのホームへ

の入り口につい

て報告を頂く事

ができました。 

その後、みん

なが幸せになる

ための１つの条
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活動計算書 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

   （単位：円） 

 Ⅰ 経常収益   

  1 会費収入    

  ①受取会費 500 名＠32 名 16,000   

   ②賛助会員受取会費 63 名＠3,000 189,000   

  2 寄付金収入 2,060,566 2,265,566  

  3 事業収入    

  ①障害福祉サービス    

  Ａ-1）就労支援Ａ型 33,708,991   

  Ａ-2）自主事業 7,858,725   

  Ａ-3）利用料 125,478 41,693,194  

  Ｂ-1）グループホーム 8,179,479   

  Ｂ-2）ＧＨ利用料 3,428,131 11,607,610  

  Ｃ-1）居宅介護 4,439,899   

   ②訪問介護収入 5,444,298   

     利用料・その他 1,880,327 11,764,524  

  3 補助金等収入 6,319,092 6,319,092  

  4 その他収入 257,417   

  ①受取利息 144,572   

  ②雑収入 17,019,263 17,421,252  

    経常収益合計   91,071,238 

 Ⅱ 経常費用  

１事業支出    

 ①人件費    

   1 給料 25,000,497   

   2 賞与手当 3,292,760   

   3 法定福利費 3,663,665   

   4 作業工賃 10,602,282   

人件費合計  42,559,204  

 ②その他経費    

   5 あとの祭仕入 66,366   

   6 福利厚生費 237,207   

   7 旅費交通費 1,452,560   

   8 交際費 68,910   

   9 広告宣伝費 120,500   

  10 通信費 312,917   

  11 水道光熱費 1,776,788   

  12 租税公課 132,500   

  13 消耗品費 903,426   

  14 食材費ほか 1,801,037   

  15 リース料 690,142   

  16 修繕費 750,097   

  17 保険料 553,673   
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２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 
事業名 

事 業 内 容 
実施 
日時 

実施 
場所 

従事者
の人数 

受益対象者の 
範囲及び人数 

支出額 
(千円) 

障害者自立

支援法に基

づく指定障

害福祉サー

ビス事業 

就労継続支援 A 型事

業所 
通年 

就労支援セ
ンターくま
もと 

５人 

 

熊本市及び近郊
市町村 26 名 

33,683 

共同生活援助事業 通年 親和荘 ５人 
熊本市及び近郊
市町村 12 名 

7,702 
キャリアアップ支

援事業 

8/23 希望荘 ５人 
県内 GH 職員 20
名 

9/23 たくまの里 ５人 
県内 GH 職員 
25 名 

2/23 
熊本市青年
会館 

５人 GH 利用者 16 名 

ふれあいホーム事業 
２/10完

成 
親和荘 ３人 今年度整備した 

居宅介護支

援事業 
本年度は人員不足のため実施できなかった  

訪問介護事

業 

居宅介護・重度訪問
介護事業 

通年 利用者宅 ３人 
熊本市及び近郊
市町村 7 名 

14,746 訪問介護事業 通年 利用者宅  

３人 

熊本市内 13 名 

産後ヘルプ事業 通年 利用者宅 熊本市内 1 名 
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件である「人間関係が豊かである事」について、

ホームの実践や運動についていろんな意見がでま

した。人と関わりながらの生活には「煩わしさ」

というのがでてくるものですが、そこを丁寧に当

事者と学びながら支援していくことがある意味必

要なのかもしれません。そこに支援者の苦労があ

るようです。将来は一人暮らしに向けた地域との

関係性を学びながら地域での生活を出口として考

える事もできれば、ホームでの安定的な「あんし

んした生活」も出口として考える事もできるでし

ょう。 

アドバイザーの川瀬さんは、全ての生き物には

限りがある中で、死を迎える前に多くの仲間たち

が死を看取りながら、今まで生きてきた証がその

人の豊かさではないか。煩わしさを感じつつも社

会に生きる事が大事であることをアドバイスして

頂きました。 

責任の重い仕事でもあるが、やりがいもある。

しかし、活動と運動の狭間でリタイヤする職員の

課題もでました。共に生きる社会に向けた日々の

確かな活動が今後も求められています。 

 

障害者差別禁止フォーラム[2012 年 12 月 02 日（Sun）] 

障害者差別禁止フォーラムが熊本障害フォーラ

ム（ＫＤＦ）主催で行われました。 

障害者差別禁止法制定に向けて動いている中で、

どのような法律が目指されているのか？差別禁止

部会委員の北九州大学准教授の植木淳氏のお話を

聞くことができました。 

障害者差別禁止条約から障害者差別禁止法制定に

向けたもので、2013 年通常国会での法律制定に向

かっているものの、衆議院解散により、今後どう

なっていくのかを注視していかねばなりません。 

差別禁止法の論理は、個人モデルから社会モデル

的障害の理解へ変えなければなりません。そして

障害のある人に対しての「市民権」（平等）を保障

すること… 

アメリカにおける法律のお話等を聞きながら、現

在ある障がい者差別禁止等に関する条例よりも低

くなる事がないような市民運動が求められていま

す。 

（１）不均等待遇の禁止  （２）合理的配慮の

提供義務 

について、情報・コミュニケーションや不動産、

医療、教育すべての政治的・経済的・社会的活動

に お け る

「平等な参

加」の保障

が必要であ

ると共に、

救済手続き

について今

後、進めら

れていくよ

うです。 

熊本県においいては４月１日より「障害がある人

もない人も共に生きる熊本づくり条例」が施行さ

れました。熊本県広域専門員の方から現在の状況

について、お話を聞くことができましたが、やは

り、当事者が相談に行く環境が整備されたことが

大きいと感じました。課題は、まだ、その情報が

知られていない事…。まだまだ、悩んでいる人も

多いと感じています。 

本当の意味で市民同士が理解しあえる社会を実現

する為にもこの条例が広がっていく活動が求めら

れています。 

    

〇東北支援活動〇東北支援活動〇東北支援活動〇東北支援活動    

東北被災地支援活動[2012 年 09 月 09 日（Sun）] 

就労支援センターくまもとの三井さん。本日、

福島県へ旅立ちました(T_T)涙 

私たちが加盟する『きょうされん』の活動で、東

日本大震災の被災地支援（人員派遣）活動をおこ

なっていますが、九州チームは JDF（日本障害フ

ォーラム）ふくしまとして支援活動をおこなって

おり、今回初めて就労支援センターくまもとから

人員派遣をしました。 

現地は職員不足なので、作業所や GH の支援をお

こないます 

三井さんは

14 日まで南

相馬に滞在し

帰ってくる予

定です。 

福島県原町に

あるえんどう豆さんという事業所の支援を行いま

した。えんどう豆のなかまが出勤してくる前に事

業所敷地（駐車場）の除草作業などをおこない、

仲間が出勤したら、さおり織りや缶バッジ製造等
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の作業をなかまの方たちと一緒に行いました。え

んどう豆さんは、ゆっくりのんびりペースを大切

にしている雰囲気です。しかし現在は、被災後人

員不足が続く職員体制や来客などから慌ただしい

雰囲気になりやすく、仲間の方たちも落ち着かな

い様子も見受けられます。 

避難された方々の仮設住宅も見てきました。震災

からちょうど一年半経ちますが、未だ元の生活に

戻れず、仮設住宅での生活が続いている方が多か

ったです。また、福島県内は狭い範囲の中でも場

所によっては放射能量にかなりの違いがありまし

た。復興の進行状況にも格差が出ているように感

じました。 

 

 

被災地支援報告 

9/10（月）福島支援初日です。私はえんどう豆

という施設を担当することになりました。えんど

う豆さんは、利用者定員 14 名の地活施設です。

しかし原発事故の影響で、避難や体調をくずして

しまわれる方もおおく、平均７～８名通われてい

ます。日中活動としては、さおり織りと缶バッジ

作業を中心に取り組まれており、特に缶バッジは

全国から注文が来ているとのことで、慌ただしく

作業されていました。初日は、仲間や作業の様子

観察を中心に取り組みました  

9/11（火）福島支援２日目。朝から施設駐車場の

除草作業を行いました。仲間が出勤したあとは、

一緒に作業を行い、さおり織りの準備を一人の仲

間と協力しながら取り組みました。緊張からか表

情が固かったので、落ち着けるように少し会話を

しながら取り組みました。えんどう豆さんがゆっ

くりなペースを大事にされています。来客や職員

体制から慌ただしい雰囲気になりやすく、落ち着

けるよう支援しました。被災地支援として、仮説

住宅を見学しました。本日で一年半ですが、いま

だにすまれている方も多いようです。また場所に

より放射能量に違いがあるので、復興進行状況に

格差が出ています 

9/12（水）１日の流れも大分把握できるように

なり、少し慣れてきました。今日はさおり織りの

準備を仲間と取り組んだり、昼休みに散歩に出掛

けました。仲間の方は、ボランティアスタッフが

入ることを喜んでくれるようで、笑顔で話しかけ

てくれます。何もわかっていない状況で、役に立

っているのか不安も感じるのですが、笑顔をもら

い、逆に支援者側が元気をもらえています。夕方

は海岸線の視察に出掛けています。宿泊場所から

ちょっと海岸の沿いに向かうと、全くなにもない

荒れ果てた土地が広がっていました。まだ瓦礫も

所々に残っており、見た瞬間鳥肌がたつくらいの

衝撃を受けました。もとの姿に戻るには、まだ多

くの時間がかかることをまざまざと感じました 

9/13（木）今日は南相馬市の作業所合同でおこな

われる資源回収に参加しました。えんどう豆担当

の時間は 12:00～13:00 までの一時間でした。取

り組みとしては、ひとつのスーパーの場所を借り、

そこに地域住民が資源を持ってきてもらう。持っ

てきてくれた人にはそのスーパーで使えるポイン

ト券を渡すとの仕組みでした。また、その場所に

リサイクル業者が引き取りにこられ、市からは補

助金が出るとのことです。これにより、仲間や地

域の方も交流を深める機会がふえるなど、関連す

るすべての部分にメリットがある仕組みに興味を

引かれました。 

9/14（金）福島支援最終日は、被災地視察とし

て職員の方に海岸線や最近規整が解除された地域

を案内してもらいました。海岸線はいまだ多くの

瓦礫がそのまま残っており、片付けが進んでいな

いことを感じました。福島は特に放射能の問題が

あり、瓦礫をどこに保存するのか、線量が高い地

域の土地をどのようにしていくなど、他地域より

も難しい問題があることを知りました。熊本で感

じていたイメージとの違いを知ることができまし

た。 その状況で支援を継続していくためには、他

人事とは感じず継続して協力することが必要だと

思います。仲間たちの笑顔は素敵でした 

 

就労支援研修会!![2013 年 02 月 08 日（Fri）] 

２月８日 ウェルパル熊本１階大会議室にて、

熊本県コロニー協会さん主催の就労支援研修会に

参加してきました。いろんな働き方を学ぼう ～

障がいがある人のいろんな働きかたから～ 

後援は熊本市障がい者自立支援協議会。 

就労支援センタ

ーくまもとのメ

ンバーの植西孝

子さんが、当事

者の事例発表を
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猫のあしあと[2013 年 03 月 04 日（Mon）] 

梅の花が咲く季節となりました。みなさまいか

がお過ごしでしょうか 

毎月この日誌のテーマを考えるのに苦労している

のですが、今月は『猫のあしあと』というテーマ

にしてみたいと思います 

今、農芸班ではトマトの苗づくりをしているので

すが、やっと芽が出てきた段階です。自分たちで

採取した種ですので喜びもひとしおです 

そんなトマトの苗床には天敵がいるのです・・・

その名も・・・ 

茶トラ猫茶トラ猫茶トラ猫茶トラ猫（隣の高齢者施設の猫です。注：トトロ

ではない） 

今年の春は彼の仔猫をハウスでかくまっていたに

もかかわらす、苗床に進入しては悪さを・・・無

類の猫好きの僕としては彼と遊びたいのですが、

したたかちゃんで知らんぷりばかりされています

(笑) 

そんな駆け引きをしているだけなら良かったので

すが、トマトの苗を踏みつけられるのだけはさす

がに僕もオーマイガッ 

茶トラくんは自然児ですのでまったく悪気はない

んだと思います。あれ自然野菜を作っているはず

なのに自然児の行動が気に入らない・・・ 

・・・なぜ 

と思いました。自然の表面的なことしか見ていな

かったのかと気付かされました。 

確かに、自然の多様性や美しさ・神秘さは好きで

すが、その反面、津波や台風・闇・ダークサイド

の方は受け入れられていませんでした。 

自然とは時として無情な部分も持ち合わせていま

す。 

無農薬野菜がマイナー止まりなのはそのせいもあ

るかも知れません。人間にとって自然のあるがま

まを受け入れるということは、一番苦しいことで

もある、という事に気付かされました。 

僕はとんでもない方向性を見ているんだなと思い

ました。 

そんなことを気付かせてくれた茶トラくんの小さ

な『あしあと』 

それが今後、僕の人生にどう影響してくるの

か・・・しなかったりして。 

・・・仔猫、元気ですか？ 

 

≪寄付者一覧≫ 

今期におきまして、多くの皆様よりご寄附頂きま

した。誠にありがとうございました。ここにお名

前を掲載させて頂き改めて御礼申し上げます。 

【団体】四町内自治会様 丸王印刷（株）様 （特

活）熊本すずらん会様 八代ワイズメンズクラブ

様 きょうされん熊本支部様 （社福）わくわく

(ふれあい)様 熊大附属特別支援学校 熊大附属

特別支援学校 職員有志一同様 （特活）ワーク

ショップひなたぼっこ様 （特活）ひと・学び支

援センター熊本 （特活）NPO くまもと様 NPO

法人 とら太の会様 きょうされん全国 全国

理事有志一同様 鹿児島ワイズメンズクラブ様 

熊本ワイズメンズクラブ様 熊本ジェーンズワイ

ズメンズクラブ有志一同様 （特活）花梨の家（わ

がんせ）様 （特活）グループにこ様 新町きぼ

うの家様 地域活動センターあい様 社会福祉法

人わくわく様 ワークセンターやまびこ様 （社

福）アバンセ様 （社福）熊本ＹＭＣＡ福祉会様 

ＮＰＯ法人あゆみ様 （社福）やまびこ福祉会様 

紅い華ヘルパーステーション様 ケアサポートぴ

あ様 グリンコープふくしサービスセンターＳＵ

Ｎあい様 グリンコープふくしサービスセンター

虹様 グリンコープふくしサービスセンター結ふ

たば様 グリンコープふくしサービスセンターな

ないろ様 在宅センターりんどう様 サポートセ

ンターかがやき様 （特活）ライフサポートすみ

れ様 ふくし生協様 ヘルパーステーション長嶺

様 ゆうしん障害支援センター様 

 

【個人】木村良子様 甲斐正法様 大塚隆一様 

中川さとみ様 口元明作様 荻田正成様 中村淑

代様 守田富男様 工藤篤夫様 濱北涼太様 大

坂良司様 上野修一様 小森章良様 松本信一様 

橋本様 木村研太様 吉本貞一郎様 佐藤典子様 

菊池 美保子様 続 博様 中山龍也様 松岡勝

海様 木村憲治様 

 

（物品寄付） 

【団体】ＧＨ親和荘 （特活）イルカの会様 岩

下事務機様 （特活）ＮＰＯ新町きぼうの家 （特

活）自立の店 ひまわり ワークセンターやまびこ

様 ワークショップひなたぼっこ様 （株）岩田

コーポレーション様 きょうされん全国 全国理

事有志一同様 ペプシコーラ販売株式会社 

【個人】宮田喜代志様 林田加代様 那須様 岩

内芳子様 松永佳代子様 植西春美様 
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毒を持って毒を成す、という感じでしょうか 

いつの日か近代性と自然性とが互いを認め合うこ

とが出来ますようにと願っています 

 

うらさんの原点回帰[2013 年 02 月 05 日（Tue）] 

今年も一ケ月が過ぎました。 

みなさまいかがお過ごしでしょうか。 

農芸班も年明けとともに段々と忙しくなってきま

した。 

飽田で農地を貸していただけることになりました。

使用できる畑が少ないことがネックだったのです

が、なんとかなりそうです。 

西部地区は僕が初めて一人で農耕をした土地なの

で、原点回帰といったところです。砂地の土地で

ネギやジャガイモなど良いのが作れます。また、

あたたかい気候なので作物の生育が良いのが特徴

です。27 歳のころ、よく畑に行っては近くの海を

見ながらおにぎりを食べていたのを思い出します。

そのころは福岡さん（自然農法の有名人）が大好

きだったので、畑でジャガイモとクローバーを共

生させて大喜びをしていました。今となっては良

い思い出です。 

今でもその影響は拭えませんが、今年は原点回帰

ということで普通に耕して作ろうかと思います。 

（無農薬と動物性肥料不使用は継続） 

スタンスを変えなければならない様です。 

秋田の畑は長年人の手が入っておらず、土地がカ

チコチでとても不耕起できそうにはありません。

それに、近隣住人の方々の声が一様に『草が生え

なくなるから助かるわ』なのです。 

既に３人ほどの方からそう言われました。 

個人的には草は気にしないのですが、こんなにも

周囲の方々は気にするのかと思い知らされました。

それに農業は周囲の方々の協力あってこそできる

仕事なので、ここいらで自分の思想や理論は片隅

においてみるのも良いな、と思っています。 

いつも朝令暮改で申し訳ないのですが、周りの環

境に合わせてバランスをとるしかないのですみま

せん。それに、文句も言わずについてきてくれる

メンバーの２人のことを考えるともっといっぱい

稼いで給料を上げてあげたいなという気持ちも出

てきました。今更ながら基本に帰らなきゃな、と

思います。今年は巳年ということで僕は年男です。

なにか良いことがあるのでしょうか。 

『生きてるだけでまるもうけ』と言い聞かせなが

ら、がんばらずにがんばろうと思います。 

いーさんの農業日誌をお送りします!(^^)![2012 年 11 月 29 日（Thu）] 

『農業をしていて』 

私は、就労支援センターくまもとで農作業をして

いる２２歳㊚です。私にとって農業は生きがいで

す。 

農業で野菜を育てていると、なんだかいやな気持

ちにはなりません。と、言うのも、何も生えてい

ない畑に小さな種を蒔くと、小さな野菜の芽が出

てくるからです。 

自分たちで育てた有機野菜を収穫したり、出荷し

たりして、お客さまに安心して食べてもらえる事

が嬉しいのです。 

また、私たちの育てている野菜は有機野菜なので、

市販されている野菜などとは味が違います。 

市販の野菜はやや苦味がありますが、有機野菜は

苦味もなく、野菜本来の味甘味があります。 

だからこそ私は、有機農業が大好きなのです。 

今日は、うらさんと一緒に農作業をしているいー

さんが日誌をつづってくれました 

年上ですが後輩も入ってきて、先輩としてしっか

り仕事をされています。また、農業・畑に対しう

らさんの意思を引き継ぎ、とっても畑が好きにな

ってくれました 

最近のいーさん、キラキラしています。今後も大

きく期待しているメンバーです 

いーさんの農業日誌です(*^-^*)[2013 年 01 月 29 日（Tue）] 

もうすぐ２月だというのに、寒暖の差があるように感じる今日こ

の頃ですが、寒い日はやはりすごく寒いですね。 

まだ寒いとはいえ、最近は春に植える作物の準備をしています。 

これは、今日植えたグリーンピースの苗です。→→→→ 

 

グリーンピースの苗を畑に植えている様子です。→→→→ 

もう少しすると、だんだん暖かくなって来るので、様々な野菜を作

って色々な人に有機野菜のよさを知って貰いたいと思います 
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依頼されていました。 

当日は同じ職場の仲間も応援で参加しました。い

ろんな働きかたの事例発表で、植西さんが就労支

援センターくまもとに来てから、今日まで仕事を

通じて感じたことや学び、そして仲間たちのこと

について振り返りながら、仕事の楽しさを発表し

ました。数週間前から「どんな話をしていこうか」

と、一緒に考えてきました。 

発表は・・・大成功 

お母さんも来られていて、他メンバーや他メンバ

ーのご家族も来てくださいましたたくさんの人が

応援してくれて、っても嬉しかったです。他にも

事例発表をされた３名の当事者さんのお話も、み

なさんの頑張っている事がよく分かり、就職・し

ごとに対する想いと多くの方々の関わりがステキ

だな、と思いました。 

熊本市自立支援協議会の取り組みについても改め

て素晴らしいな、と感心・・・ 

 

募金活動 

宮城県女川町。津波によって町は壊滅しました。

そこにあった作業所「きらら女川」 

11 人の障害がある利用者が働いていたきらら女

川も骨組みだけ残りました。２人が亡くなり、残

った９人もバラバラに。 ようやく女川町の高台

に土地を確保、再開に向けた準備を頑張っておら

れます。 

3 月 11 日、就労支援センターくまもとのメンバー

にきらら女川の現状について話し合いました。私

たちにできることはなんだろう！ 

話し合った結果、みんなで募金活動をする事にし

ました。復興には 2,000 万円必要なので、ほんの

少ししかお渡しすることはできませんが、今後も

継続して支援することができればと考えています。 

夏の募金活動…  冬の募金活動…20,000 円 

 

〇街頭署名活動 

 

障害のある人もない人もわけへだてのない社会にむけて[2012 年 12 月 15 日（Sat）] 

障害のある人の１万人調査では、実に 99％の人

が年収 200 万円以下、一人で暮らす人は 7.7％と

いう実態があきらかになりました。障害があって

もなくても、わけへだてのない社会になることを

願って、骨格提言がまとめられましたが、障害者

総合支援法にはほとんどいかされませんでした。

骨格提言にそった見直しを求める署名活動を行い

ました。特定非営利活動法人自立応援団では署名

1,000件、募金は50,000円を目標に頑張りました。 

また、先進国の中で日本の政府が障害のある人の

地域生活を支えるための予算の割合はきわめて低

いものになっています。これでは、十分に障害の

ある人の暮らしを支える体制が築けません。ＯＥ

ＣＤ（経済協

力開発機構）

の平均まで予

算を引き上げ

ることを求め

ています。 

街頭署名募

金活動 [2012

年 12 月 08 日（Sat）] ５名 パルコ前 

街頭署名募金活動[2012 年 12 月 15 日（Sat）] 

１名 パルコ前 

街頭署名活動(^^)/[2013 年 02 月 14 日（Thu）] 

15 名 上熊本駅 

 

つばさ会 学習交流会(*^-^*)♪[2013 年 01 月 23 日（Wed）] 

きょうされんの利用者部会『つばさ会』の学習

交流会が行われ、熊本県内のなかまたちが集まり、

障がい者の情勢・制度などを学びます。会場：熊

本市城南町 火の君総合文化センター 

今回は、障害者自立支援法の歴史やそれに伴うき

ょうされんの活動についての学習でした 

つばさ会の役員さんたちは、参加者のみなさんに

分かりやすく勉強してもらうために寸劇を披露し、

今私たちが取り組んでいる『３６次国会請願署名

募金キャンペーン』の署名のとり方のお手本を見

せてくれました。 

午後からは分散

会で「つばさ会

や事業所に求め

ること」「仲間会

について」など

様々な意見を交

換し、視野を広げて物事を考える事ができました。 

帰りには少し足をのばして宇城の道の駅に寄り道 

いつもお世話になっている岩田コーポレーション
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さんのお菓子を発見！私たちがシールを貼ったで あろうお菓子もあり、嬉しくなりました。 

 

『熊本カクノスキ展』ワークショップ[2012 年 11 月 22 日（Thu） 

明日から開催される『現代国際巨匠絵画展』（同

時開催：熊本カクノスキ展）のため、スペインか

ら巨匠が来日されました。お昼には画伯となかま

のみなさんが一緒に絵を描く『交流会』に２名の

メンバーが参加しました。ボッシュ先生もテル先

生もとっても優しくて気さくな方です。 メンバ

ーも楽しく絵を描き、他事業所のなかまのみなさ

んとも盛り上がっていました。 

夜には７名のメンバーと『歓迎レセプション』に

行ってまいりました。 

ステキな絵に

囲まれながら、

美味しい食事

と会話を楽し

み、画伯夫妻

とのお話は緊

張しながらも

貴重な体験を

し、画伯夫妻にサインもいただき、大満足でした。 

 

現代国際巨匠絵画展 同時開催：熊本カクノスキ展 

会期：2012 年 11 月 23 日（金）～25 日（日）

（AM10：00～PM6：00） 

会場：ユースピア熊本（熊本青年会館）２階 大

ホール（熊本市中央区水前寺３丁目１７－１５） 

主催：東日本大震災支援チャリティー絵画展・

熊本カクノスキ展実行委員会 

きょうされん熊本支部の加盟事業所のなかまた

ちが描いた絵の絵画展『熊本カクノスキ展』を開

催しました。障がいのある仲間たちの、個性的で

豊かな表現に溢れた作品と、きょうされんのグッ

ズデザインコンクール入賞作品の原画を 100点ほ

どご鑑賞いただきました。見ていて、笑顔になる

作品ばかりです。更に、同時開催で『現代国際巨

匠絵画展』もおこないました。こちらは、東日本

大震災のチャリティー企画です。スペインの巨匠

夫妻「フランシスコ・ボッシュ」と「ピラー・テ

ル」をはじめ、ピカソ、シャガール、マッケンジ

ー・ソープ、平山郁夫など世界の巨匠たちの素晴

らしい作品 120 点ほど展示販売いたしました。こ

の収益の一部を、東日本大震災にて被災された障

がい者の方々へ義援金としてお届けしました。 

 

書き損じはがきを集めました 

タイの山岳民族の為の支援活動を行いました。

リサイクル活動による収益金の一部もタイの若竹

寮支援として活用して頂いていますが、会社やご

自宅で眠っている書き損じハガキを集めようとい

う企画です。1250 枚で１人の里親支援ができます。

今年度は 45 枚集めることができました。引き続

きこの活動を広げていきたいと思います。年賀状

や、暑中お見舞いのハガキで、失敗したもの…。 

残っている年賀状や暑中お見舞いでもＯＫです。 

タイの若竹寮支援については、リサイクル活動で

の報告をご覧ください。 

 

補助事業 

地域ふれあいホーム補助事業公布決定[2012 年 09 月 14 日（Fri）] 

平成２３年度ふれあいホーム整備事業が決定し

ました。 

地域ふれあいホーム目的 

○高齢者、障がい者、子どもなど、地域の誰もが

気軽に集い、支えあう地域の拠点“地域の縁がわ

づくり”と併せて、誰もが利用できるデイサービ

スや一時預かり、夜間宿泊などのサービスを行う、

地域密着した共生型の小規模多機能ホーム「地域

ふれあいホーム」の整備推進を図っている。（平成

２１年度～） 

○これは、利用者（当事者）中心の視点から、制

度にはまらない、型にはまらないフレキシブルな

サービスが行えることを目指している。 

というものです。 

グループホーム親和荘の隣の下宿を提供して頂き、

ふれあいホームを整備します。緊急時の宿泊支援

及び退院後の生活安定までの期間の宿泊施設とし

て今後地域の方に寄与する事ができればと思いま

す。また、縁がわ事業として地域の方の居場所づ

くりとしても活用できればと考えています。 
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無為自然、日々、勉強。[2012 年 08 月 22 日（Wed）] 

暑い日が続いていますが、ブログをご覧のみな

さまいかがお過ごしでしょうか 

今回も日々畑から学ぶ事について綴ってみようと

思います。 

無為農法とは何か、日々畑で勉強中です。とても

これを言葉で表現しようとしても難しいのですが、

やってみようと思います 

自然農法には成さずして成すという発想がありま

す。普通は我でもって作物を作っていくのですが、

空気・水・大地・光・虫・風すべての力を認めて

作らせていただく事が成さずして成す、もしくは

無為自然ということなのだと思います。 

実際、畑に入った時、草取りが楽しくない時があ

りました。 

僕が３０歳の時に一人で農をやっていた頃でした。 

ある日突然、あんなに楽しかった畑仕事が虚しく

てしょうがありませんでした。そんな時は『“オレ

がオレが”農法』になっていて感謝から外れてい

た時だと思います。 

いろんな人の見えない助けという存在を忘れてし

まっている時です。畑に入れば自分の精神状態が

すぐに分かります。悲しいかな自分では自分を見

ることができないようです。 

周りを見れば分かります。“オレがオレが”で仕事

をしてもいいのですが、面白くもないし、パワー

は弱いし、一過性・一時的に良いだけのようです。

人間は、近視眼的、もしくは局時局所的になりや

すいので大局的な視点が必要なのだと思います。 

逆にいろんな人や虫や草、自然に支えられて「あ

りがたいな、嬉しいな、仕事をさせていただきま

す」と感謝して畑仕事をすると全然疲れません。 

いつまでも草取りしていたくなります。そんな時

が無為自然に少し近付く事ができた時なのだと思

います。僕も少し油断するとエゴは出てきてしま

いますので、毎日自分との闘いです。野菜を買っ

ていただいたお客様に少しでも美味しかったよと

言ってもらえるよう、自分を律し成長していけた

らな・・・と思います 

 

近代性と自然性の歩み寄り[2012 年 10 月 23 日（Tue）] 

朝晩はだいぶ冷え込むようになりました。みな

さまいかがお過ごしでしょうか 

僕の農業日誌は、書き始めて２年ほどが経ちます

が、今思えばいったい何を書きたかったのかなと

今さらながらに考えています。 

２５歳の頃、農業の先生に出会い、先生の生き様

に憧れて背中を追いかけている感もあり、人との

出会いは、時に、人の人生を大きく左右するもの

だな、と痛感します。 

先生というのはあの自然農法で有名な福岡正信さ

んのところで農業をしていた人で、その時の話を

色々と聞きました。 

福岡さんの農法は福岡さんにしかできないとよく

言われていました。人もみなそれぞれ違うので農

法もそれぞれ違っていいと思います。世界中の人

の血液型がみなＡ型ならば気ばかり遣って疲れて

しまうように・・・。 

結局、先生は福岡さんに「平凡であれ」と悟され、

その時来ていた研修生を全員帰したそうです。 

福岡さんは徹底して人知人為、文明を否定してい

た人としても有名です。 

ただ、文明を否定してしまえば文明に否定されて

しまうのも自然の理だと思います。文明に生かさ

れている以上、文明を受け入れるしかないのだと

思います。猫も杓子も携帯電話を持っている人ば

かりの現代で、僕なりにがんばって、携帯電話は

持っていません。僕のような生き方は時代の流れ

に抵抗しているようなものです。ただ、自然の中

にいる時だけ、大きな至福を感じます 

家の畑もだいぶシンプルになってきました。今で

はただ草を刈って野菜に与えるだけです。よそか

ら堆肥を持って来ることは今春からやめました。

自分の納得のいく堆肥は見つけることができませ

んでした。過剰によそからエネルギーを引っ張っ

てくると、その状態を維持する為に、どこかに負

担をかけてしまうのと、自分の納得のいく野菜を

作らないと買う人も納得はしないと思います。 

動物性堆肥の入ったじゃがいもを食べてみました

が、「なんか違うな・・・」と感じました。自然と

はシンプルなものだと思うので農法もシンプルに

なっていくと思います。 

僕のやり方は今は「耕さず、農薬使わず、草はな

るべく取らず、肥料入れず」でやっています。 

少し変わっているところは刈った草を野菜に与え

るとき、草の下に座布団ほどのマルチを敷いてい

ます。その方がエネルギーが高まっているように

見えるからです。おかげでピーマンなどはとても

大きく育ちました 

後は米ぬかをマルチの下に入れてあげています。

それ以外のものは基本的に使わないように頑張ろ

うと思います。マルチを草の下に敷くのは、僕な

りに近代的なものを受け入れているつもりです。
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それがゆえに隣り近所ともしっかり繋がっていた

はずです。 

今は一人でもある程度生活できるので周りと協力

しあう必然性がないのだと思います。 

なんだかそこに現代の空虚な風のヒントがあるよ

うな気がします。 

これから農芸班が西岡さんの様な名刀になるか、

はたまたナマクラになるか、毎日失敗を繰り返し

ていつの日か絶対に折れない刀ができたら本望で

す。 

 

人参の花[2012 年 06 月 07 日（Thu）] 

今日は、ジャガ芋の収穫をしました。 

写メは、種取り用の人参の花です。 

とても幻想的な、美しい花を咲かせます。 

彼らの種子を未来に繋ぐのも、大切な仕事だと思

っています。 

 

自然と共生する社会[2012 年 06 月 27 日（Wed）] 

今日は、梅雨の合間を見て草刈りをしました。現

時点では草なのか野菜なのか分かりませんが…。 

草と共生させることで害虫と益虫のバランスをと

っています。甘やかすばかりが愛情ではないので

自然とは厳しいものです。自然が僕の一番の先生

です。  

写真は、植木でお借りしている畑です。 

理事長より… 

雨が続き農芸班も天候の状態をみながらのお仕事

をされています。 

まさに自然とのふれあいを感じながらのお仕事で

す。 

最近は、ニラやジャガイモの収穫ができました。

夏野菜のきゅうりの収穫もはじまったようですね。 

皆様の愛情こもったお仕事がきっと消費者の皆さ

んにも評価され、美味しい野菜としてひろがって

いけばいいなぁと感じる今日この頃です。 

野菜とともに、ひとりひとりのメンバーが成長し

ていっているように感じています。今後がとても

楽しみです。 

右の写真がナチュラルハウスです。 

今年１月から少しずつ、材料を集めながら農芸班

が手作りでつくった作業兼休憩小屋 

屋根に草が生えています。 

これも自然と一体になった形でしょうか！ 

 

農業はいつまでたっても１年生☆[2012 年 08 月 01 日（Wed）] 

暑い日が続いていますが、みな様いかがお過ご

しでしょうか 

最近は、農業をやっていて本当に良かったなと思

います。日々勉強の連続です 

朝１日の仕事をシュミレーションして、準備して、

後はイメージにどれだけ近付けるか実践していく

…の繰り返しです。 

生身の人間ですのでみんなの体調も計算に入れて

作業しなければいけません。その上台風などで気

候も毎日変わります。農業はいつまでたっても１

年生と言いますがそんな気がします。 

ただ作り手側の認識次第で畑の様子はどの様にも

変わります。隣の畑は草一本無いのにうちの畑は

ほとんど草です。方向性が全然別という事なんで

しょうか。 

生き物に生活の場をあたえる為草を生やしている

ので目立った虫害がありません。僕なりにバラン

スをとっているつもりなんですが、普通の農家さ

んから見ればただの変わり者に見えるのかもしれ

ませんが…。 

その上耕しもしないので、畑は草と生き物がおま

つりの様です 

目指すのは山の自然のような生命力にあふれた畑

なので本望ではあるのですが、草なんかはおさえ

きれないほどです。循環を止めないように刈った

草を堆肥にして土に返す、の繰り返しです。 

メンバーもこの畑が好きみたいで理由は生き物を

殺さないからだそうです。確かに、そこら中にカ

エルやらバッタ、ミミズ、テントウ虫が生活して

います。それがこの畑の一番の誇りです 

畑の生命力がついてきたので動物性堆肥も使用し

なくて良いかもしれません。 

ここからは僕のウデ次第という事なんだと思いま

す 

夏の日差しを浴びながら 虫とたわむれ 草ボウ

ボウ 生きる喜び ここに有りかな 

といった感じです 
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日本財団様より車両を頂きました！[2013 年 03 月 25 日（Mon）] 

日本財団助成プログラムで就労支援センターくまもとにもやっと

車がやってきました。 

中古車を頂き、だましだまし使っておりましたが、これで納品もス

ムーズにできるようになりました。車の横に「自立応援団」という

名前も入れて頂き、みんな嬉しそうでした。 

フードパル熊本内の企業の皆様からのご協力で仕事も増えてきまし

た。フル回転で益々頑張っていきたいと思います。日本財団のみなさん ありがとうございます！ 

 

熊本市居住支援協議会 

熊本市居住支援協議会の事務局を特定非営利

活動法人自立応援団が担当しました。この協議

会では住宅確保要配慮者に対しての住まいの支

援を行っており、熊本市と県内の不動産関係団

体、居住支援団体として各福祉団体が参加し運

営を行っています。 

活動は、「入居支援」「相談支援」「見守り支援」

「情報」の４つのテーマに分け活動を行いまし

た。本年度は、各地方自治体から視察見学も来

られ、熊本モデルとして注目が集まっています。

また、福祉政策研究所も取材に来られ、いろん

な意見交換を行う事ができました。 

障がい者・高齢者をはじめとした居住支援という分野での活動を今後も継続して支援してきたいと思い

ます。 

シルバー新報に掲載されました。[2012 年 12 月 05 日（Wed）] 

特定非営利活動法人自立応援団が事務局をしている熊本市居住支援協議会の活動がシルバー新報に掲載

されました。 

 

熊本市居住支援協議会 入居支援事業[2012 年 12 月 07 日（Fri）] 

熊本市南区にある中緑地区において、熊本市居

住支援協議会が、入居支援モデル事業を実施しま

した。今回は、子育て世帯を応援するプログラム

で、12 月 7 日～9 日内覧会を開催しました。 

現在、空き家になっている物件を大家さんのご協

力により安価で子育て世帯にお貸しするプログラ

ムです。いろんな諸事情で空き家になっている物

件が増えている中、狭いアパートで子育てを頑張

っている若い世帯にお貸しして、伸び伸びとした

環境で、子育てができ

るように…。 

という思いと、地域に

とっても高齢化してい

く中で子供たちの元気

な笑い声が聞こえる町

…。町を活性化するプ

ログラムを行いました。 

 

熊本市長より感謝状を頂きました！[2012 年 12 月 20 日（Thu）] 

7.12 九州北部豪雨災害において被災された方

の支援活動として、熊本市居住支援協議会は、一

時避難の為の移転先の相談や今後の住み替え相談

を熊本市と協働で取り組みました。今回、熊本市

長より感謝状を頂きました。 

災害時の支援について熊本市居住支援協議会とし

ての取り組みは検討されていましたが、今回の支

援を通じて、

「どんな支援

が必要なの

か？」考えさ

せられました。 

通常は、住ま

いを見つける
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事が困難な方への支援として、相談会の開催や入

居支援活動を行っていますが、日ごろからの企業

の皆様との関係づくりがその中で必要不可欠なも

のではないかと実感しています。 

住み替え相談においてもずいぶん、企業の皆様に

ご協力を頂きました。ありがとうございます。 

また、行政の方々との連携も重要です。 

今後も活動を頑張ってまいります。ご理解・ご協

力お願いします。 

 

ボランティア・NPO 

手をつなごう！語り合おう！[2012 年 12 月 11 日（Tue）] 

熊本市市民活動センターあい・ぽーとの利用団

体交流会が行われ参加しました。 

熊本市で活動しているボランティア団体が多数参

加し、いろいろと意見交換ができました。今後、

連携をしながらイベントを一緒にすることができ

れば、もっと楽しい

イベントになりそう

です。 

その結果、３月に熊

本そばの会と連携してそば打ち体験ができました。 

 

ボランティアさんが来てくれました！[2013 年 02 月 19 日（Tue）] 

熊本ＹＭＣＡ学院より通信制高等学校の生徒さ

ん４名がボランティアで来られました 

17～19 歳のフレッシュな学生さんたちに、自分た

ちの作業を教えるメンバーさんたちです。 

椎茸菌の打ち込み作業（農芸班）も体験してもら

いました。 

初めてお会いしたボランティアさんが４名も来ら

れて、たくさんお話したり仕事を教えてくださっ

たメンバーさんたちは少しお疲れだったようです

が、これも貴重な体験です 

 

うらさんの農業日誌 

農芸班の仲間が書き残した今年の作品です。 

ひょんなことから新幹線の話題に…[2012 年 04 月 02 日（Mon）] 

ようやく桜も満開となりました。皆様いかがお

過ごしでしょうか。こないだ、ひょんなことから

新幹線の話しをしていました。 

「マルチがはさまって止まったみたいですよ」 

「はて誰のマルチなんでしょうか」 

「マルチで止まる新幹線の構造が悪いのか」 

「はたまたマルチを作った人が悪いのか」 

「マルチを飛ばした風が悪いのか」 

「マルチがレールにはさまる環境が悪いのか」と

禅問答をしていました。 

でもこれは自然農法の基本です。自然には無数の

原因があり誘因、遠因、近因、基因、無因、さか

のぼれば、きりがありません。畑も同じで一回農

薬をふってその害虫を殺せばその害虫を食べてい

た虫や食べられていた虫との関係性が全部変わり

ます。 

その原因と結果をつきとめるのは人間の人知人為

では不可能だとされています。実際、実家で僕が

農薬を散布していた頃は殺虫剤をまけばまくほど、

虫は強くなっていく様でした なので薬もだんだ

ん強くなっていきました。イタチごっこでした。 

なので、今現在はなるべくシンプルに野菜を作る

様にしています。 

耕さず、薬使わず、科学肥料使わず、たまに堆肥

をあげて、畑の一角では無肥にしてとやっていま

す 。畑の中に動物性堆肥を入れた所はやはり育ち

が良く見かけが良いです。 

そこで生じる何らかのエネルギーの変化が無肥の

部分とうまく関係性を作ってくれればと思ってい

ます。この試みは僕自身も初めてですので何か変

化があればお伝えしたいと思います。 

それにしても僕の様な小心者が、いつのまにやら

若者三人と農業をやっている訳ですが、随分と出

来過ぎています。これ

も就労支援センターの

力だとは思いますが、

僕もまだまだ未熟者で

す 初心を忘れない様

にと思います。僕の好

きな老子の言葉に、こ

んな言葉があります。 

「大国は下流なり…」 

つまり大国は小国を上

からおさえつける様で
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はいけない 小国の下に付き、いかなる上流の重み

にも耐えうる者でなければいけない…と、どれだ

け耐えられるかな…と思う今日この頃です。 

 

「耕さず」「農薬使わず」「 科学肥料使わず」「 草あまり取らず」[2012 年 04 月 20 日（Fri）] 

この写真は、就労支援センターくまもとの畑で

す。一見、草ボウボウの畑ですが、この中で玉葱

が育ち、生き物達のいろんなドラマが無限に展開

されています。 

「耕さず」「農薬使わず」「 科学肥料使わず」「 草

あまり取らず」とやっていたらこうなりました。 

なかなかこの素晴らしさは分かって貰えませんが、

デクの坊と言われて生きて行きたいです。 

 

当たり前の事に感謝[2012 年 05 月 09 日（Wed）] 

夏の足音が聞こえて来る季節になりました。皆

様いかがお過ごしでしょうか。 

いよいよ畑も農繁期に入り忙しくなってきました。

だんだんと畑の面積も広がり、山も借りれる様に

なりました。いろんな見えない方々のお陰様です。 

ゴールデンウイークは特に何処へ行くわけでもな

く花や苗に水をやったりしていました。 

僕の様な人間は人の多い所が大の苦手ですので植

物と触れ合っていなければ精神が安定しません。

一時期、農業から離れていた時期がありましたが、

もぬけの殻みたいになっていました。 

かといって、休みも取らず頑張り過ぎるとダウン

してしまうので、ちゃんと休んでいます。 

完全にウツが治っていればよいのですが、やはり

無理をすると影響が出る様です。 

まるですべてが無意味かの様な虚無感に襲われる

時があります。 

そんな時は何も考えず草取りをするしかありませ

ん。いつの間にやら忘れる様にしています。 

それと見る角度を変えて「あぁ光は有り難いなぁ」

「空気は有り難いなぁ」「息ができて有り難いなぁ」

と思う様にしています。なかなか人間は、今の現

状が当たり前になると感謝できなくなる様です。 

失って気づく事の方が多い様な気がします。 

ちょうど就労支援センターくまもとも半分近く燃

えてしまって、当たり前が当たり前じゃなかった

事に気づくチャンスをもらっています。 

なかなか経験しようと思ってもできる事じゃあり

ません。 

油断という名の水面下でうごめくトラブルをいか

に回避するかは、冷静な注意力が必要だと思いま

す。小さな芽のうちに摘み取れば良いのですが、

なかなか見過ごしてしまうものです。 

願わくば、二の轍をふまぬ様、意志力を付けたい

ものです。 

お見舞いに来られた方々に、ありがとうございま

すと言いたいです。 

 

昔の人は強かった…[2012 年 05 月 30 日（Wed）] 

夏の様な暑さが続いていますが、皆様いかがお

過ごしでしょうか。先日休日に気になる映画を見

に行きました。「鬼に聞け」という映画で宮大工の

西岡常一さんのドキュメントでした。 

なかなか渋そうな映画だなと思い見たら本当に渋

い映画でした。いわゆる職人の魂の様な映画で、

すべての大工仕事に魂を打ち込む映画でした。 

大正生まれの方だったと思いますが、今では忘れ

てしまいがちな職人カタギを見せてもらいました。

体も小柄で良い意味で昔の日本人体型の方でした。 

頑固一徹で自分の芯を決して曲げない方で、本当

のカッコイイとはこうゆう事だよな…と思ってし

まいました。目先の事や表面的な事ばかりが多い

現代において、こんな人はなかなか見なくなった

なと思いました。 

「君かわい～ね～」と言って女の尻を追っかける

のはギャグとしては良いですが、それが本質にな

ってしまっては、

情けな過ぎです。

ビックリする事

に西岡さんもち

ょうど僕と同じ

事で悩んでいま

した。自分の信

じた仕事を通す

か、周りの近代的な事をどう受け入れるか、やは

りそこは避けて通れない様です。 

結局、西岡さんは中道を進まれた様で、使いたく

ないコンクリートを周りのブレーンに押し切られ

受け入れた様です。 

僕の場合はマルチですが…。 

それにしても昔の人は強かった…と思います。 

昔は今ほど便利な訳ではない時代ですので、応用

力に長けていたんだと思います。 


