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あけまして
おめでとうございます。
お正月にお届けするのは初めてのことです。
新年のご挨拶とともに、パストラル第2期事業を
応援してくださる皆様へのお礼を申し上げたくて、
少し早めの発行といたしました。
束の間の団らんの話題のひとつだったり、
会える日が楽しみなあの人に思いをはせる
きっかけにしていただければ幸いです。
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新年のごあいさつ
社会福祉法人いぶき福祉会 理事長

横山

文夫

新年おめでとうございます。
旧年中はいぶきが大変お世話になりました。本年もよろしくお願
い致します。
いぶきでは、昨年懸案であったパストラルいぶきの４棟目，５棟
目（Ｄ棟，Ｅ棟）の建設に取り組みました。そのために必要な資金

もくじ

の一部である、目標の２，
０００万円の寄附集めをし、これを達成し

２―３
新年のごあいさつ

部事業部の職員駐車場であった場所に新施設を建築中です。入

4−8
パストラルいぶき第２期プロジェクト
お礼と報告

パストラルいぶきは、重度重複の障害がある人も入居が可能な画

9
連載：心のバリアフリーナビゲーター
恩田聖敬が愛を語る

れることになります。このような中でもいぶきでは、どんな障害が

１０−１１
いぶきコミュニティーガーデン
12
仲間のすがた
13−16
パストラルいぶき第２期プロジェクトに
ご寄附くださった皆様
４コマまんが・編集後記

ました。皆さんのご協力ありがとうございました。現在いぶきの北
居予定者も決まり、本年４月の開設を予定しています。
期的な施設です。しかし現在の厚生労働省の定める障害者支援
制度の下では、施設の開設者は経営的に厳しいやりくりを求めら
ある人でも、親が老いていく中で、障害年金と給料で自立して自ら
の人生を全うしていける施設づくりを目指しています。パストラル
いぶきは、その重要な柱となる施設です。
昨年パストラルいぶきプロジェクトにご協力いただいた皆さん、そ
の他の皆さん、いぶきが法人設立の際の初志を守り、発展させて
いくには皆さんの応援が必要です。
どうかこれからも、いぶきの活動に対するご理解とご支援をいた
だけますようお願い致します。
安倍長期政権の下で、日本銀行が膨大な国債や株式を買い集め
景気を支えようとしています。自民公明が絶対多数を占める国会
を背景に憲法九条をめぐる政治状況も不透明です。このような中
で、マイナーである障害者福祉をめぐる今後の見通しは楽観でき
ないと考えています。このような国の障害者施策に関する分野に
も注目いただき、私たちと一緒に障害のある人の暮らしと権利擁
護のために行動していただけますようお願いします。
最後に今年一年の皆さんとご家族のご健康とご多幸をお祈り致し
ます。
２０２０年元旦

２
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新年おめでとうございます。
旧年中はお世話になりありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。
いぶきファミリー会長（代行）

長村

敬子

昨年は、元号が令和と新しくなり、いぶきも『パストラルいぶき第2期プロジェクト』という新しい取り組
みをしました。
２０１９年７月より取り組んできました寄附集めは、無事に目標金額２，
０００万円(READYFOR目標金額５０
０万円を含みます。)を達成することができました。
また、
「岐阜に重い障害のある人が暮らせる新しいグループホームの建設を」とかかげたクラウドファン
ディングREADYFORも目標金額５００万円を達成できました。
これもひとえに、みなさま一人ひとりの参加と協力の賜物です。そして、お金だけでなく、多くのエール
をいただいたことを忘れません。心よりお礼申し上げます。
さて、１９９１年（平成３年）に「いぶき福祉会設立準備会」が立ち上がり、私も会員の一人として、資金
集めをしました。現在のいぶきの基礎となる初めての募金活動でした。
「どんな重い障害のある人も安
心して豊かに暮らせる地域をつくる。ひとりひとりがかけがえのない存在になること」という理念に感動
し、重度障害の子どもにも卒業後に通える場所を作りたい。という気持ちで、活動に参加をしました。
寄付金集めも、今は、ネットやＳＮＳで呼びかけるなど、方法も大きく変わってきた部分があります。
しかし、その当時は、親たちが、親戚、友達、知人、同級生などに、足を運び、手紙を書き、お金を集めて
きました。いぶきまつりの協賛広告も近所のお店を一軒一軒お願いしてもらってきました。
障害者に理解ある人ばかりでなく、冷たくされたこともありました。
その後3回の寄附集めを行い、毎年開催することで「いぶきふれあいまつり」も地元に定着してきました。
いまでこそ、
「いぶき」の名前も浸透し、
「ねこの約束」のお店を知っている方が多くなってきました。
この30年近くの間に、障害者を取り巻く環境や法律も変わってきました。
支援費制度から障害者自立支援法に、そして障害者総合支援法にかわりました。
合理的配慮、差別解消法なども制定されました。
誰もが安心と希望をもって暮らせる今以上に寛容な社会の実現にむけ、仲間、そのご家族、ファミリー
会員の皆様たちと、ともに語り、ともに活動していければと切に願っております。
初めの一歩を踏み出してくれた人がいたからこそ、今のいぶきがあります。いぶきがあるのは、当たり前
でなく、みんなが力を合わせて作り上げていったものです。最初の一歩を踏み出してくれた人に感謝の
気持ちをもち、これからもみんなで、いぶきを盛り上げていきましょう。
今年度も、
「どんな障害のある人も、生き生きと暮らしていける地域社会をつくる」ために、微力ながら
お手伝いをしていきたいと思います。
最後に皆様方の今年一年のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
２０２０年元旦

３
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お礼のことば

ご支援ありがとうございました。

保護者会長

土田 千惠美

この度の募金活動において、多くの方々のご
理解と御支援を頂いたことを、いぶきに通う
保護者の一人として皆様に心から御礼申し上
げます。
今から20年前、私の娘の通う第二いぶきは
「重い障害のある人にも働く場を」を理念に設
立されました。尊い理念を掲げても、それを実
現することがどれ程難しいことだったか。今
振り返っても「よくぞここまで発展し、先進的
保護者会長

大野 秀子

な福祉施設を作り続けることができたもの
だ」と思っています。そこには理事、評議員、職

保護者の念願である、子ども達のためのグ

員の皆様の努力とファミリー会員の皆様のご

ループホーム（パストラルいぶき第2期）の建

支援があったからこそです。

設のための寄附活動を行ってきました。協力

第二いぶき開設の時、二つの難題がありまし

してくださった1,900名以上の皆様のおかげ

た。その年度に30名の入所希望者が揃わなけ

で目標達成できました。

ればならないことと、資金面で５，
０００万円が

始めた頃は、個人で活動をしていましたが、

足らなかったこと。高等部進学を断念したり、

もっと私達の思いを広げたいと、保護者全員

高等部を中退したりして、なんとか30名が集

の気持ちを合わせて、バザーや街頭募金で、呼

まりました。卒業後、行き場のない私たちは、

びかけをしてきました。

苦渋の決断をするしかない厳しい時代でした。

最初は、声を出したり、パンフレットを渡すこ

資金は市民運動のおかげで達成され、スター

とが思うようにできなくて、不安でしたが、勇

トすることができました。

気を出して、お願いをしました。すると、
「応援

けれど、重度の障害のある人には多くの人の

しているからね。」や「がんばってぜひ成功さ

助けが必要である為、国から支払われる補助

せてね。」などと、声をかけていただきました。

金だけでは厳しく、ここでもやはりファミ

温かい気持ちに触れ、胸がいっぱいになりま

リー会員の方のご支援が私たちの支えでした。

した。そして、大きな力になりました。

あれから20年、今では66名が第二いぶきに通

今回は、対面の寄附と同時に、クラウドファン

い、全体では150名程になりました。皆様のお

ディングも活用させていただきました。クラ

かげで福祉は少しずつ前に進み、いぶきに通

ウドファンディングは目標が達成されないと

う仲間たちは、孤立することなく人と繋がり

支援を受け取ることができません。

ながら社会とも関わって生きていくことがで

新しい取り組みに戸惑いながらも、皆で教え

きています。そして、その家族は苦労も抱えな

合ったり、家族との話題にしたり、より一層み

がらも、安らげる時間をもつこともできます。

んながひとつとなって頑張ろうという気持ち

これも全て皆様のご理解とご支援のおかげで

が、強くなりました。

す。そして今回の寄附活動にも多くの方のご

全国38都府県から、寄附をいただいた皆様、

協力を頂き本当にありがとうございました。

本当にありがとうございました。

どうか今後とも、ご理解の程よろしくお願い
致します。

４
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データで見る

２０１９年７月からの活動をデータにまとめました。

ご支援の
総数
12月 6日現在

件 数：1,928名
支援金：24,220,117円
達成率：121.1%

期

ご支援の
推移

間

件数

お振込等累計

Ready for累計

合

・お振込み、手渡しなど… 1,284名

17,894,117円

・クラウドファンディング… 644名

6,326,000円

計

8/3まで

341

3,549,908

0

3,549,908

～8/２４

633

5,404,484

597,000

6,001,484

～9/１４

983

7,497,931

1,682,000

9,179,931

～10/5

1,363

10,384,340

3,461,000

13,845,340

～10/２６

1,683

16,248,068

5,319,000

21,567,068

～11/6

1,883

17,020,248

6,243,000

23,263,248

～12/5

1,928

17,894,117

6,326,000

24,220,117

単位千円

Ready for

25,000

お振込等

20,000
15,000
10,000
5,000

～8/２４ ～9/１４ ～10/5 ～10/２６ ～11/6

映画
上映会

「星に語りて」
映画会

学習会
呼びかけ

延べ来場者数約 600 名

場所：いぶき・第二いぶき・北部コミュニティーセンター・メディアコスモス・ワークプラザ・
ハートフルスクエアＧ・美山中央公民館・鳳建設ふれあいホール・関市文化会館

出店回数
販売会

計 15 回

～12/5

38 回

・コープ芥見店夏祭り

・三輪北夏祭り

・陶器バザー

・中日新聞花火大会

・岐阜盲学校オープンキャンパス

・しぜんの色 いろいろ展

・岐阜新聞花火大会

・FC 岐阜ホーム戦スタジアム

・かがやき秋まつり

・コープ長良店夏祭り

・コープぎふ西支所納涼祭

・長良特別支援学校ふれあいの日

・リバーポートパーク美濃加茂

・飛騨の家具フェスティバル

・きょうされん全国大会 in 愛知

・コープにてかき氷販売

・ハートフルスマイルコンサート

・農業フェスティバル

・暮らしのひだまり市

・クラフトフェア

・おしごと楽市楽座バザー

・ふれあい福祉マーケット

・善光寺まるけ

・寄附学習会
・街頭募金活動 (2 回 )
・この 4 ヶ月の対話をいぶきの未来につなげる会
・親亡きあとのことを考える親あるあいだ準備講座
・おしゃべり会など多数

５
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この４ヶ月間の対話をいぶきの未来につなげる会

いぶき

伊藤

慎悟

令和元年１０月２２日、新天皇陛下の御即位をお

や公民館が災害時の避難所となっていますが、障

祝いする、即位礼正殿の儀が行われたおめでた

害のある人はなかなかその場所には行くことがで

い日に、ハートフルスクエアＧ大会議室にて、
「この

きない。でもパストラル第２期は防災拠点にもなっ

４ヶ月間の対話をいぶきの未来につなげる会」を

ているので安心ですというお話しでした。

ひらきました。この会は、パストラル第２期建設の
ために、２，
０００万円の寄附金を集めるという目標
を掲げ、仲間・保護者・職員・そしていぶき福祉会
を支えて下さった多くの方々と共に、プロジェクト
の進捗と成果を確認しました。そして４ヶ月間を振
り返り、挑戦してきた数々のエピソードを共有する
ことで、共感の輪を作り今後の更なる動きにつな
げるために開催したものです。
同窓会でのエピソードをお話しくださった藤田さん。

保護者からは同窓会に参加した際、寄附の話をす
ると皆が快く賛同してくれて、人の優しさや温かさ
に触れ、寄附金の入った封筒を握りしめて床に就
いたという感動のお話しでした。
４ヶ月間という期間には多くの方の強い思いが凝
縮しており、だからこそ寄附者数１，
９００名もの方
の心を動かし、２，
０００万円の寄附を集めることが
熱心に話を聴いてくださる会場の皆さまから笑いや拍手がおきました。

できたのだと思います。

今回は、それぞれの立場で多くの方の想いのこ
もった貴重なお話を聞くことができました。
産経センターの中島さんは、北部事業部の仲間が
作るマカポンなどを置き菓子として販売していただ
いています。仲間が納品に訪れると職員さんがお
茶を出して下さり、自然に関わることができてい
て、職員さんから今度はいつ来てくれるの？と心待
ちにしてくれているというお話しを頂きました。

６

コープぎふの堀部さんからは、１０年にも渡りいぶ

利用者の原美智子さんと高瀬昌治さんが代表を務めてくださいました。

き福祉会と密接な関係を持ち続けてくれていると

仲間の願いや保護者の願い（まだまだグループ

いうありがたいお話でした。

ホームに入りたい人はいる）を叶えるためにも、今

岐阜盲学校校の長林さんからは、これまで自分の

回の寄附活動で思いを共有できた多くの方との繋

携わった多くの生徒が学校を巣立ち、色々な事業

がりを大切にして、対話を重ねながら、これからも

所で活躍している中で、いぶき福祉会やそれ以外

障害のある人達が地域の中で幸せに生きていくこ

の福祉施設も支えていきたいとの思いで寄附をし

とができるように前へ進んでいきたい、そして１０

ているという寛大なお話しでした。

年後２０年後の未来をもっと豊かなものにできる

仲間の原美智子さん・高瀬昌治さんからは、学校

ようにしていきたいと強く思いました。
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学習会
・
内覧会のご案内

親亡きあとのことを考える親あるあいだ準備講座
いぶき

田中

潤美

１０月２２日、北部コミニティセンターにて「親なきあと」相
談室の渡部伸氏を招いて、公開セミナーを開催しました。
渡部氏は行政書士・社会保険労務士でありながら、障害
当事者の親でもあります。ご自身が戸惑った経験から、
「親なきあと」相談室を開設されました。
「親なきあと」相談室では、障害のある子をもつ親のため
に、自分たちがいなくなったあと、今ある法制度やサービス
をうまく組み合わせることで、子どもが少しでも安心して暮
らせるようにアドバイスをされているそうです。
事例の紹介から、お金をたくさん残しても詐欺にねらわれる心配もあり、本人がお金で困らないためには、
そのお金が本人の将来のために使われる仕組みを準備することが大切だそうです。
「自筆証書遺言の作成」
「公正証書遺言」
「障害者扶養共済制度」
「成年後見制度」等、色々な制度を使って、
財産を守る方法があることを知りました。それを今すぐに選択して実行するのではなく、親自身のライフスタ
イルの変化に合わせた適切なタイミングがあることを知りました。個別の相談には、ファイナンシャル・プラ
ンナーの団体の紹介があり、相談をしてもらえれば、関係機関へつなげてもらえるそうです。
１００名を超える参加者の方々から、真剣な雰囲気が会場内にながれていました。

パストラルいぶき新棟

内覧会のご案内
パストラルいぶき新棟は２０２０年２月末に竣工の予定です。
４月からグループホームの入居・防災拠点の利用も始まりますが、それに先立って下記
の通り内覧会を開催いたします。
日頃よりいぶき福祉会の活動を支えてくださるいぶきファミリーの会員・賛助会員の
みなさま、ならびにこのたび寄附活動にご厚意をお寄せくださった皆様には、ぜひとも
ご覧いただきたく、ご案内申し上げます。
ご多用とは存じますが、どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
ここで始まる仲間たちの暮らしを、楽しく思い描いていただければ幸いに存じます。

日

時 ２０２０年

３月２２日（日）
１３：００~１５：００
３月２３日（月）
１０：００~１５：００
３月２４日
（火）１０：００~１５：００

会

場 パストラルいぶきD棟

岐阜市出屋敷500-2
（敷地内に駐車場もございます）

お申込 不要です。
ご都合にあわせてお越しください。
問合せ いぶき福祉会法人本部

058-233-7445
（北川）

７
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県道より。右手が防災拠点です。
1Fと2Fの水回りとLDKの窓が並びます。

物入

物入

ショート
ステイ

世話人 室

消

個室2-1

建設工事の
進捗状況

第二いぶきの事務室より。平屋部分が防災拠点、屋根は既存棟と同じ
濃灰色になります。うしろは出屋敷地区の里山です。

トイレ トイレ
吹抜
EV

物入

個室2-2
トイレ

脱衣室
個室2-3

廊下

ＬＤ

キッチン

浴室

消

物入

脱衣室
浴室

洗濯室 リネン
庫

物入

個室2-4

２Ｆ

屋外階段

個室2-5

物入

居室は6畳に1間の収納がつきます。
広く使えるよう腰の高さの窓になってい
ます。

物入

物入

トイレ トイレ

防災拠点
避難スペース

冷

脱衣室
廊下

ＬＤ

浴室

脱衣室

消

物入

消

ホール

個室1-2

個室1-3

玄関

EV

物入

下足入

ショート
ステイ

消

世話人 室

物入

個室1-1

トイレ 浴室

消

事務室 会議室

物入

１Ｆ

個室1-4

個室1-5

物入

階段をあがってすぐの明るい吹抜です。
窓からは防災拠点の屋根越しにパスト
ラルABC棟まで見渡せます。

外物入

防災拠点です。11m×9mの広い空間になっています。
玄関側の敷地に面して搬入出口を兼ねた大きな窓を作りました。
ここにも床暖房がはいります。

1Fの居室前の廊下です。16mあり
ますが採光もばっちり。幅はゆった
りと1.8mあります。左側に5室が並
びます。

８

連載決定

リー
リアフビゲーター
バ
ナ
心の

恩田聖敬 が
vol.１ 愛

愛とは何でしょう？

りに遭います。ビジネスパーソンとして喋れ

私は学生時代京都で同じ岐阜県出身の妻と

ない男に利用価値はない、こんなわがままな

出会い、19歳から付き合い始め、28歳で結

利用者には付き合いきれないと、仕事におい

婚して2人の子供を授かり、35歳でALSを発

ても介助者からも何度も裏切られました。

症し今に至ります。

その度に心の支えになったのは妻でした。

妻は、京大大学院を修めながらベンチャー

「何があってもお互いに絶対に裏切らない存

企業に就職した時も、東京での上場企業の

在」、そしてその根底にあるのは「お互いの価

役員の座を捨ててFC岐阜に行く時も、ALS

値観を認め合い、その能力を信じ合う存在」、

の身でありながら株式会社まんまる笑店を

それが私と妻の間にある愛の形です。妻は

設立した時も、何ひとつ反対しませんでし

ALSの私に対して「あなたが働かないのは岐

た。学生時代に妻に「私のこと愛してる？」

阜県にとって損失だよ！」と言いました。妻

と聞かれたことがあります。当時の私は答

は私の仕事への思いと、常に地べたを這いつ

えに窮しました。愛してるというのがどん

くばって結果を出してきた私を間近で見て

な状態を指すのかわからなかったからで

きた、世界で唯一の存在です。妻は学生の頃

す。

からそのことを実感しており、私はALSに

それがALSの身となりようやく分かりまし

なって初めて愛を語れるようになりました。

た。愛とは例えるなら次のフレーズです。

いくつになっても妻には敵いません(笑)

『どんな「もしも」が君の未来に割り込んで
も 構 わ な い さ 。僕 は ず っ と 君 の 味 方 さ 』
（CHAGE&ASKA『if』より）
私はALSになり、少なからずの方から裏切

ALSも悪いことばかりじゃありません。私と
妻の信頼関係を絶対的なものにしてくれま
した。元々赤の他人である我々夫婦に、共に
生きる覚悟を植え付けてくれました。

同封の、きょうされん第42次
国会請願署名キャンペーンにご協力を！
障害のある人々を支える制度づくりのために
皆様のご協力をよろしくお願い致します。

９
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ひとと笑顔をつなぐ
で
庭
お

いぶきコミュニティーガーデン

お庭ができるまえの日光町事業所

シンボルツリーをメインに、苗を特徴や咲く季節などを考慮しみんなで配置していきます。

コーディネーター
スマイルプラス代表

木村 智子さん（右）
まちつくりびと

千葉 順子さん（左）
どんなお庭にしたいかみんなでおしゃべり。
利用者さんも参加してくれました。

いぶきファミリー会員（元法人理事）
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とっても気さくなコーディネーターのおふたり

森山

寿

いぶきにコミュニテイガーデンをつくろうとの呼び

者全員で数十袋の赤玉土と培養土を混ぜあわせま

かけがあり参加しました。我が家の庭も３０年ほど

したが、これが結構な重労働。ただ参加者が多

前には、芝生を敷き詰め、レンガなどで花壇を造

かったため、それほど汗もかかずに土づくりができ

り、四季の花を植えていましたが、当時飼っていた

ました。そして、花壇の中央に「桂」の木を植え、そ

犬に完膚無きまでに荒らされ、庭づくりはあきらめ

の周りに、花の苗を植えるのですが、ここでプロの

ました。今回、いぶきで久々に庭づくりができるとの

技を見ました。木村さんと千葉さんのお二人が、何

ことで、楽しみにしていました。また、コーディネー

十鉢もの花の苗を、花の色や大きさ、多年草、一年

ターとして、造園コンサルタントの木村智子さんと

草などの種類で、花壇に仮置きしてゆかれました

千葉順子さんが、指導、援助をしていただけるとの

が、その案配の善し悪しが、年中楽しめる花壇づく

ことでしたが、プロの庭づくりとはどんなものかと

りの鍵となるそうです。素人ではそうした区別はで

興味がありました。花壇づくりは、まず、花壇ブロッ

きず、プロとアマの違いを見せつけられた思いでし

クで花壇の外側を造りました。その後、土づくりを

た。花壇は、仮置きされた鉢を参加者全員で植え

しましたが、土は、
「赤玉土３：培養土１」の割合で

て、無事完成しました。仲間や地域の人々が集い楽

混ぜ合わせるとのことで、これは初耳でした。参加

しめる花壇になってくれたらとおもいます。

夢よもっとひろがれ vo l.201

コープ共済『地域ささえあい助成』
をうけて、いぶきガーデンプロジェクトがはじまりました。
コーディネーターに木村智子さん、千葉順子さんをお迎えし、地域の方やコープぎふ、いぶきの職
員や仲間も一緒に和気あいあい楽しくお庭づくりを行いました。事業所の南向き縁側に、
とても素
敵な憩いの場所が完成。
ワークショップにご参加いただいたおふたりに感想をいただきました。

コープぎふ

堀部

智子

「頑張ってよかったね～」たくさん働いた後のご褒
美、いぶきさんで収穫されたおこげが香ばしい釜
戸炊きのご飯やお野菜いっぱいの豚汁、三年番茶
などをおいしく頂きながらみんなの笑顔がはじけ
ます。
いぶき福祉会さんとコープぎふはお祭りなどを通し
ての長いお付き合いですが、どれも一般の組合員
の参加というよりは役職員や地域で活動する一部
の組合員の参加に留まるものでした。地域のコミュ
ニティを考えるいぶきさんと「おしゃべりの場づく

り」を大切にしている生協とで一緒に何か出来たら
パストラルの前 にてＢ Ｂ Ｑをみんなで 楽し
いいね 、と最初に挑戦したのが「 おしゃべりカ

フェ」
です。
島作業所と日光町の事業所で開催した
ところたくさんの組合員の参加があり、新たな可能
性が広がりました。
今回の「お庭づくり」にも募集チラシに興味を持っ
た組合員の参加がありました。花壇作りは整地、枠
作り、土作り、植え込みなど様々な工程があり、慣
れない作業ばかりでしたが皆でやるとあっという
間。ぶつかったり尻もちをついたりしながらも楽し
く進めることができました。植え込みも終わって縁
側でお茶を飲みながらほっこりと。近所の子どもた
ちが「何してるの～？」
（ しめしめ、気になってる
な。）花壇がどのように育っていくのか、その周りで
どんなおしゃべりの花が咲くのかを考えるととって
もワクワクします。
ふと立ち寄りたくなるようなそんな地域のたまり場
になることを願い、これからも皆さんとこの花壇を
見守っていきたいです。

２日間 のワークショップで完成した花壇

きょうされん全国大会グッズコンクール授賞式

いぶき

星場

真希

１０月２５日・２６日、
きょうされん全国大会in愛知にいぶきのみんなで参加してきました。
きょうされんの発祥の地である愛知に戻ってきた全国大会で、今までの歴史に触れたりなかまたちの構成合唱
の歌声を聴いたり、
全国の加盟施設の物資販売に刺激を受けたり、
それぞれ楽しんでくることができました。
2日
目にはきょうされんグッズコンクールの授賞式があり、西部事業部の切り文字が得意な桑原拓也さんの製作し
たカレンダー［僕の誕生日］が手帳の九月に採用になり、ホームの仲間でオフに好きな絵を描き続け、今回は［ク
ジャク］
を応募した都築一雄さんの色鮮やかな作品が卓上カレンダーに付属したしたポストカードになりました。
みんなからの暖かな拍手を受けてはにかみながらも誇らしげに
賞状を受けとる二人の様子に胸が熱くなりました。今回受賞した
二人ともが作品に対して控えめで、誰かに評価されることよりも
自身の楽しみや誰かと繋がるために続けてきた活動が評価され
たことが非常に嬉しく感じました。
桑原さんと都築さんの受賞を喜
びつつ、いぶきのアート活動の中で次は誰にスポットが当たるの
か？！楽しみにしていたいと思います。
11

夢よもっとひろがれ vol. 2 0 1

シリーズ

志穂さん
小川

自分でつくる暮らし、
自分で決める道
第二いぶき

藤澤 秀人

パストラルが開所して9年の歳月が経ちます。

さん

現在は月に２回の土日開所を設けており、仲間たち
の中でも安心できる場所として定着して毎日自分の
ペースで穏やかに過ごすことができています。しか
し、仲間にとって心の支えの核となっているのはか
けがえのない家族であり、実家に帰省することを心
待ちにしている方も多くいます。

パストラルの前にてＢＢＱをみんなで楽しむ。中央が小川さん

パストラルで生活する仲間の一人に小川志穂さんが

気持ちを抱えながら頑張っていた小川さんにとって

います。絵がとても上手く、日中で楽しかったことを
明るく話してくれ
たり 、上手く話 が
まとまらない時は
ノートで気持ちを
伝 えてくれたりし
ます。
そんな小川さんに
とって 、２年 前 家
族の柱であこがれ
でもあるお父さん
が体調を崩された
ことが大きな分岐
お部 屋で 絵を描く小 川さん 。

点となりました。

小川さんは家族やパストラルの職員にあまり心配を
かけないように極力笑顔で過ごし、毎日見せてくれ
るノートや会話の中でも「私はパストラルが好きで
す」
「前を向いて頑張ります」と前向きな言葉がほと
んどでした。小川さんには、
「 こうした暮らしがした
い」という思いがあり、自分で生活をつくることがで
きる方なので、職員も話を聞くことを大切にするこ
とをチームで共有して小川さんの気持ちに寄り添っ
て過ごすようにしました。
それと同じく、月に２回の土日開所がスタートした
時期でもありました。宿泊する仲間が多く、ついつ
い、いつもよりテレビのボリュームや話し声が大きく
なってしまう仲間もいました。
「いつもは大好きな家に帰れるのに」という不安な
12

普段ならあまり気にならないことでも「音をどうに
かして欲しい！」と強い口調で訴えることがありまし
た。職員が間に入り、その都度話し合ってお互いに
納得しながら、２週間が経ち帰宅する前日の夜に、
小川さんから話がありました。
「 私考えたんですけ
ど、テレビの音や話し声など、いつも泊まらないから
お父さんやお母さんに会えずに、不安やったかもし
れんね。寂しかったからテレビの音が大きくなったん
やと思う」と話してくれました。
どこか清々しい表情で、
「私と同じなんだ」と思える
存在がいたことに嬉しさを感じているような様子で
した。その日を境に小川さんの中でどこか気持ちの
整理が少しついたような様子で、笑顔も増えてきた
ような気もします。
大切な人と一緒に過ごせる時間には限りがあり、普
段の生活の中でじっくりとどうしたいか考えること
は少なく、どちらかというと考えたくないことです。
小川さんにとってパストラルでみんなと一緒に嬉し
いことや悲しいこと、不安な気持ちを少しずつ重ね
ていくことによって心の整理に繋がり、自分の大切
な人とどう過ごしたいか向き合える時間になってい
ることを私自身も深く考えさせられました。
今後、多くの仲間が親と別れ、自分自身の老いなど
と向き合うこととなったとき、彼らを支える周りの大
きなつながりの中で、いつもと変わらぬ同じ生活が
できるよう、心の支えのひとつとなれるよう毎日気
持ちを寄せていきたいと感じます。

夢よもっとひろがれ vo l.201

パストラルいぶき
第２期プロジェクトに
ご寄附いただき
ありがとうございました。
２０１９年１２月９日現在
１，５５６名の方より
ご寄附いただきました。
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！
そ～やね～

い～やん！

その２

題：
（うそやろ〜）
フェイクニュース
作：フジイ

絵：ムラハラ

結婚するんやろー？

おめでとー

ふじいさん

おめでとう！

いつの間に！

え、私しない
よ
ふじいさんね
ー…
…ん？
この声
は
噂の元はあなたか︑
ふじたさ〜ん！

ふじいさんのおなかに、
おとこの赤ちゃんおるよ！

そうなん？

お祝いやねー

おらんよー
ま︑
いっか

男の子おるねー！

編集後記

林 守男

今から20年前の1999年12月31日の大晦日から元旦にかけ、第二いぶきに詰めていた。いわゆるミレ
ニアム問題で行政からライフラインに異常が起きないかを確認するようにとの通達があったからだ。
当時、第二いぶきの周辺は漆黒の闇で、県道を走る車のヘッドライトが蛍の光のように浮かんでいた。
そんな地域が20年の年を経て大きく様変わりした。コラボいぶきが増築され、パストラルいぶき３棟が
整備され、さらに２０２０年４月開設予定の新パストラルも工事中である。
４月から３１人の障害のある仲間たちが暮らしていく、かけがえのない地域となる。不思議なご縁でとも
に住むこととなった仲間たちに幸多かれと願う。
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後日︑お母さんに聞くと

もうすぐいとこに

言ってないはず
なんやけど …

赤ちゃんがうまれるの

なるほどー

それが楽しみなんですね！

後日、本当に 男の子 が産まれたそうです。

