
1995年8月10日 第三種郵便認可（毎週1回水曜発行）
2014年3月23日 発行 増刊通巻第6100号

　1

巻頭言

平成25年度は
レジェンドになったのか

ソチで開催された冬季オリン
ピックのスキージャンプで、
葛西選手は、20年以上の競
技生活に対する賞賛の意味を
込めて「レジェンド」と呼ば
れているようである。

思えば、障害者運動に関わっ
てこられた当事者の中にも、
「レジェンド」と呼ばれる方
が数多くいらっしゃるし、平
成25年度は、その方々が、数
多く他界された年度でもあり
ました。

青い芝の会で活躍され、当セ
ンターの副理事長でもあった
横田弘さん。DPI日本会議議
長の三澤了さん。この他に
も、同世代の方々の訃報が飛
び交いました（「飛び交う」
は失礼ですね。けれど、そう
思えるほど、再三悲しいお知
らせがあったのです）。

なんだか、障害者運動の一時

代の終焉を迎えるような気が
して、これからどうしていっ
たらいいのか、呆然としたこ
とも確かでした。

当センターを立ち上げる時に
も、横田さんから、「治郎
は、行政とのパイプ役に成
れ。それも、障害者運動だ」
と言われたことを思い出しま
す。行政と一緒に障害者運動
ができるものかは、半信半疑
でしたが、今「障害者権利擁
護センター」を県から受託し
て行っていることを見ると、
横田さんの先見の明に頭が下
がるばかりです。

そんな折、長年の懸案である
「障害者の権利に関する条
約」が平成26年2月19日に発
効しました。ああ、これで、
また新たな障害者運動の幕が
上がったのだ、となぜかホッ
とする気持ちがこみ上げてき
ました。新たなメルクマール
が、障害者運動にもたらされ
たのです。

障害者が、住み慣れた町で自

分の主体性により安心して生
きていく、そんな思いをつな
ぎながら、障害者運動も、行
政も、ともに取り組んできた
はずですが、まだまだ道は遠
いのではないかと。まして
「完全参加と平等」は、一体
いつのスローガンだったのだ
ろうかと、忘れ去られている
のではないかと、無力を恥じ
ることもありました。

けれど、この条約発効によ
り、様々な取り組みを進めな
ければと、その思いを大きな
うねりにしなければと、心を
新たにしています。

私達の先達の他界、障害者権
利条約の発効。それにより、
平成25年度は、障害者運動
にとっての一つのレジェンド
になったと、私は思います。

事務局長  鈴木 治郎

KILC通信 2014.3
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平塚事務所
新スタッフに聞いてみました！！

デイサービスセンターキルク 事業拡充！！
今までは1階2部屋で就労継続支援B型の事業を行ってきま

したが、利用者さんも増えてきて手狭になっていました。

そこで、新たに2階に事務機能を移し、作業スペースを多

く確保することが出来、活動の場が広がりました。来期か

ら1階は主にボールペンなどの作業やパソコン教室を開催

する場となり、2階は革製品やビーズなど、主に自主製品を

製作する場になります。2階のうち一部屋は和室なので、休

憩スペースとしても活用することが出来ます。

これからも新しい作業や楽しい行事を積極的に取り入れな

がら、充実した日中活動を利用者のみなさんに提供できる

よう頑張りたいと思っています。

お気軽にお立ち寄りください！美味しいコーヒーを一杯

100円でお出ししますよ～（笑）。

平塚競輪・福祉売店も頑張っています！！
今年から新しい女性スタッフ2名を迎え、明るい雰囲気に

変わって売上もUPしました。デイサービス

が忙しい時は手伝いに来てくれることもあり

ます。

昨年は台風や大雪の影響でレースが中止や順

延になることが多く、対応がとても大変でし

た。又、決勝レースは土日祝日が多く、GW

や年末年始などみんなが休んでいる時が稼ぎ

時なので、仕事を休めないところも辛いところです。

売店は第一特別観覧席に上がる途中にあります。ぜひ一度

遊びに来てください！

今日はカレーの日！！
新年度準備か？それとも、増税前の駆け込み需要なのか？

ボールペン＆シャープペンシルの組み立て作業が沢山で嬉

しい悲鳴、キャーッ！！しかも、何十年振りかの大雪にも

見舞われ利用者さんもスタッフも目の回る様な忙しさが続

いた2月下旬のデイサービスセンターキルクであります

（お手伝いくださった本部、こぶしの皆様、有難う御座い

ました）。

そんなハードな作業もひと段落した2月27日、久しぶりの

調理実習でカレーを作りました。みんなでジャガイモの皮

をむき“レッツ・クッキング”。「ちょっと、苦手なんだよ

ね」と言うOさんとUくんのために、Fさんは丁寧にタマネ

ギを炒めてくれます…女子力、高～い…。

にんじんとお肉、カレールーも入れて煮込ん

でいくと「うん、イイ匂いがしてきた」とつ

ぶやくKくんの声と共にカレーの完成。そこ

にスタッフの山○さんが用意してくれた、天

下の宝刀『とんかつ』の登場。そして、忘れ

ちゃいけない福神漬けとらっきょうは「みん

なが食べるなら、国産だよな」とスタッフ祥○さんが何軒

もお店を探しまわってくれたコダワリの逸品？

さあさあ、お待たせ。ボリューム満点のカツカレーライス

「いただきます！」。「おいしい」とニコニコのTくん。

「クリスマス会の時みたいに楽しかった」と幸せ顔のKさ

ん。ちゃんと、野菜サラダも食べました。

食後は記念写真を撮ったりして、楽しいカレーの日は終了

しました。次回は何を作りましょうかねぇ…。

濱田亜美さん
1：O型
2：ハワイ
3：水谷豊さん

ひらつか
便り

齋藤奈々子さん
1：A型
2：温泉
3：車

浦野末男さん
1：O型
2：富士山
3：チャンピオンベルト

1：血液型
2：行きたいところ
3：欲しいもの
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寒いさむい。3月になったのに春が

遠い。誰彼なく出る声になっていま

す。雪で気象観測開始以来の新記録

も耳にし、寒さに耐えながら春陽の

訪れを待ち望む毎日です。

そんな中でも、あつぎみなみデイサ

ービスキルクでは朝の9時半過ぎには

「おはようございます」の元気な挨

拶が飛び交います。着いたばかりの

顔や手は寒さを残すも、今日も楽し

もう、今日はあれをしよう、これを

しよう、これを話そうと期待を持っ

た元気な表情での語りかけに職員に

も元気が一気に広がります。

当デイサービスでは事業をスタート

してから5ヶ月目を迎えました。職員

は支援サービスへの自信とその手ご

たえをもって喜びも感じ始めていま

す。今はまだ定員20名のところに10

名の利用登録者であり、1日平均約5

名の利用によるゆとり対応からかも

知れませんが、今後もこの感触を保

てるように努力したいと思います。

事業所の設置位置から厚木市居住の

利用者が主でしたが、地理的に近い

平塚市や海老名市、伊勢原市の方に

も利用していただけるように事業PR

もしていきたいと考えています。

事業では、サービスの一環として週2

回実施している鍼灸師によるマッサ

ージは好評です。日中活動メニュー

を利用者さんからの提案を受けての

季節感を楽しむ行事や物づくりを具

体化する試みも高い関心を高めてい

ます。限られた時間・空間ではあり

ますが本人が安心、安堵できる雰囲

気を大切にしています。また、3月11

日には当事者による今後の震災など

に対しての準備として、『今、わた

し達に準備できること̶いわき自立

生活センターの被災体験談をとおし

て』という研修を当事業所職員の小

野和佳さんを講師に講演会も行いま

した。これからの準備に非常に役立

ち、あわせて3年たっても遅々として

進まない復興の早期実現と被災され

た皆さんの元気回復をお祈りしまし

た。

事業が軌道に乗るにはまだまだ課題

多いところですが、施設と支援する

職員を最大限に活用していただき、

課題改善に取り組んで行こうと思い

ます。そして、これから春の日差し

によって大地が息吹くように、デイ

サービスキルク利用者の方たちが、

いつも、「今日も1日よかったな

ぁ」と思って頂けるように充実した

サービスに努めたいと思います。

サービス管理責任者 小﨑 賢明

あつぎみなみ
便り

ホットケーキ
作りに挑戦！

他にも、いろ
いろな活動を
みんなで楽し
んでいます。
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わかりやすいデザインで簡単検索
「らくたび」では、県内490カ所程度の観光施設・宿泊施

設などのバリアフリー情報を簡単に知ることができま

す。どこに出かけようか迷っているときには「観光情報

検索」が優れもの。バリアフリーの設備状況、レジャー

施設や美術館などの「ジャンル」、県内6地区の「エリ

ア」検索が可能です。

行き先が決まったら「バリアフリーマップ」で、観光施

設の周辺の状況も併せてチェックしておきましょう。各

施設の写真や説明のほかに、バリアフリーの内容が「バ

リアフリーポイント」としてまとめてあるので、とって

も便利です。「やさしい交通情報」として、駅のエレベ

ーターなどのバリアフリー情報も一目瞭然。ここまで調

べたら出かけるしかありませんね！

充実のモデルコース
障害当事者の方が実際に訪問してつくられた、5つのモデ

ルコースが紹介されています。そこで今回はお試しで、

「みなとみらい散策コース（半日コース）」をぶらっと

してきました。このコースは、横浜大さん橋をスタート

し、カップヌードルミュージアム、横浜ランドマークタ

ワー等を楽しめます。

私のおすすめ
この記事はキルクが取材・執筆を担当し

神奈川県社会福祉協議会発行の機関誌『福祉タイムズ』

平成26年2月号（6面「私のおすすめ」）に

掲載されたものを加筆修正したものです。

神奈川の魅力を再発見！
「らくたび」を使って休日を楽しもう

「今度のお休み、神奈川に遊びに行きたいな。どこ

か案内してくれない?」そんな声を掛けられたこと

はありませんか。日々の生活をリフレッシュさせて

くれる休日、たっぷりと楽しみたいものです。そこ

で今回は、県観光課制作のウェブサイト「かながわ

バリアフリーの旅・らくたび」(以下「らくたび」)

を紹介します。上手に活用すれば、休日の小旅行や

観光名所のご案内にも役に立ちます。

インフォメーション
「かながわバリアフリーの旅・ら

くたび」

ウェブサイト
kanatabi.pref.kanagawa-kanko.jp/

rakutabi/index

問い合わせ先
県産業労働局 観光商業部 観光課

TEL：045-210-5765

FAX：045-210-8870
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「私のおすすめ」2月号の取材の一環として、県観光
課作成バリアフリー情報サイト「らくたび」内でお
勧めしている、モデルコース「みなとみらい散策コ
ース」を巡ってきました。モデルコースを巡りなが
らも、新たな発見、新たな楽しみを見つけることが
できました。

まずは、神奈川県庁本庁舎の屋上からスタート。こ
こには、横浜港やみなとみらい地区、山手地区等を
一望できる展望台がありました。階段があります
が、係員を呼べば、折りたたみスロープを持ってき
てくれます。観光のスタート地点として、地元の人に
も、横浜が初めての人にもピッタリの場所ですね
（1）（2）。

「大さんばし」を歩きながら港の景色を眺めている
と、ちょうど出初式のプレイベントが開催されてい
ました。「大さんばし」では、定期的なイベントが
様々開催されているということです。思いがけない
機会に出会えるのも、楽しみの一つです（3）。

思い出づくりには、カップヌードルミュージアムで
の「マイカップヌードル」づくりがお勧めです。予
約は必要ですが、自分だけのカップヌードルが作れ
ます（4）。

観光施設内の設備は近年バリアフリー化が進んでい
ますが、実は私たちが一番心配しているのはアクセ
ス。このモデルコースは、坂道も少なく、歩道橋に
エレベータが設置されているなど、アクセス面でも
考えられたコースになっています（5）。

お昼には、シルクセンターの向かいにある「ザ・カ
レー」というお店で、カレーを食べました。もちろ
ん私は初めでしたが、辛くて病み付きになりまし
た。また一つ美味しいお店を発見です。

障害のある人にとっては、ちょっぴり困ったスロー
プもありましたが、「あのお店に入ってみたい」、
「あの場所から景色を眺めたい」という思いを十分
に満足させてくれるコースでしたし、色々なことに
気づかせてくれる楽しい一日でした。

私のおすすめ
番外編

横浜
探索記

1

2 3

5

4
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私は平塚市にある「地域活動支援セ

ンターこぶし」（以下こぶし）の所

長をしております。

こぶしという名称で活動を始め丸２

年が過ぎました。以前は「福祉作業

所ひのきの家」という名称でした。

地域作業所という制度がなくなり平

塚市の「地域生活支援事業」の「地

域活動支援センター事業」に移行

し、正式に神奈川県障害者自立生活

支援センターの一事業所として活動

させていただいております。当事業

所に就職してから19年目になりまし

た。

この仕事に入るきっかけは幼稚園の

頃の同級生の存在があります。その

同級生は身体障害があり歩行が少し

困難な感じでした。自分が初めて接

した障害者でした。自分は接するこ

とに違和感はなく普通に仲良くな

り、幼稚園が終わった後はお互いの

自宅へ遊びに行く位、よく遊びまし

た。その同級生とは小学校へ進学し

てからも1年・2年生のときには同ク

ラスでした。その同級生とは3年生

に進級する際に別々のクラスになり

その後転校してしまったので付き合

いが無くなってしまいました。しか

し、縁というものはあるなと感じた

のがそれから二十数年後、今の事業

所にその弟さんが利用者として入っ

たきたのです。自分の同級生は病気

で亡くなってしまったそうです。

こぶしに入るきっかけも同級生のお

母さんが自分の前に所長を勤めてい

て誘っていただいたのです。平塚市

の障害者団体で運転のボランティア

をしていたのですが、その際にこぶ

しで職員の空きがあるということで

誘っていただきました。希望する仕

事だったので嬉しかったですね。

自分としては障害者の方が持ってい

る能力を生かし、無理のない活動を

していただき同じ仲間たちと楽しく

一日の活動ができる場所としてこぶ

しを利用していただけたらよいなと

考えています。多くの作業をこな

し、工賃を稼ぐのも良いですが、辛

い思いや窮屈な思いをするのではな

く、日中家から出て、ひきこもりに

ならず「楽しいことが世の中にはあ

る」ということを認識していただく

事も重要なのではないでしょうか。

一般の企業で働く能力のある方に関

しては存分に能力を生かし活躍をし

ていただきたいと思いますが、重度

の知的障害がある方に関しては養護

学校を卒業後、家に引きこもらず日

中の活動場所があることが重要なの

ではないでしょうか？こぶしでは多

くの方が重度の知的障害の方です。

通うのが楽しく、風邪をひいている

のに通所してくることも多く困って

しまうこともあります。キルクの一

員として活動させていただいてから

は当事者活動などにも触れる機会が

あり、力強く生きている当事者の

方々には敬服しています。元々こぶ

しになる前の作業所時代より鈴木事

務局長とはお付き合いがありました

がいろいろ勉強させていただくこと

も多く、ありがたいと思っていまし

た。

現在こぶしでは11名の障害者の方が

通所しています。人数としては少な

いですが、皆さんの生きがいの場と

してもっとたくさんの方が通所して

もらえるようにして行くつもりで

す。

こぶしの名前の由来は花弁の枚数、

5枚が子供の手に似ていることに由

来し「手を取り合って一緒に頑張ろ

う」と花言葉の「歓迎・友愛」にも

かかっています。通所を希望する方

がいらっしゃればどうぞお気軽にお

声掛けください。

ペンリレー

キルクと
わたし

赤部 勉
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地域とのつながり
地域活動支援センターこぶしでは、十数年前より地域の

ボランティアさんとの交流をしております。毎月第一月

曜日には「ボランティア交流会」として地域のボランテ

ィアさんとダンスを踊っています。

特に決まった振付はなく、音楽に合わせて体を動かし、

踊っています。長いお付き合いですので、当日は職員は

付き添わず、利用者さんのみ地域の福祉村へ出向きま

す。10時頃から11時半頃まで、休憩をはさみながら体を

動かす良い機会となっています。なかなか外に外出する

機会がなく、運動不足の方が多いので良い機会ですが、

実はボランティアさんの体を動かす良い機会にもなって

いるのです。ボランティさんは高齢の方も多く、家で外

出することがない方の引きこもり防止にもなっているの

です。

年に一度事業所での旅行にもボランティさんもお誘い

し、出掛けています。毎回10名前後の方が参加していま

す。今後も良い関係が続くと良いなと思っております。

所長  赤部 勉

こぶし
便り

3年目の「3.11」に思う
東日本大震災から3年目を迎える今年、
この「3.11」を風化させないための活
動が必要になってくると思います。

講演会などでお招きいただくと、各地
で2つのテーマが必ず出てきます。「防
災マニュアル作成」と「日ごろからの地
域とのつながり」です。今後はこの2つ
のテーマを具体化することだと思いま

す。地域とのつながりというそれぞれの
意識は重要ですが、正直、その意識を
持ちつづけることは難しいことです。そ
の為にマニュアル作成し、意識を形に
して残すことは必要です。一方で、マニ

ュアル作りから入ってしまうと、なぜこ
のマニュアルが必要なのか伝わらない

可能性もあり、マニュアル+αの行動が
難しくなる場合もあります。普段からの
意識があるからこそ、マニュアル作成

の必要性にみんなが気付くのだと思い
ます。

私自身も福島から神奈川へ生活の場を
移し、2年目になろうとしています。今
も、3.11を契機に地元から離れ生活して

いる方が多くいます。そういった方々が
被災者という立場だけではなく、地域
の仲間として受け入れられ自分らしい生
活をおくれることが、「地域とのつな
がり」への第一歩だと感じています。障

害のある私たちが、きちんと入ってい
る地域づくりをめざしていかなければな
りません。　　　　　　　　小野 和佳

キルクからのお知らせ

会 員 募 集

キルクの活動を支えてくださる方を募集して
います。会費の他に、寄付も大歓迎です。

正会員
個人：年会費一口 2,000円を、一口以上
団体：年会費一口 5,000円を、一口以上

賛助会員
個人：年会費一口 5,000円を、一口以上
団体：年会費一口 10,000円を、一口以上

振込先：郵便振替
口座番号：00260-4-86367
名義：神奈川県障害者自立生活支援センター
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神奈川県障害者⾃自⽴立⽣生活⽀支援センター
あつぎ⾃自⽴立⽣生活センター
〒243-0035  厚木市愛甲 1-7-6

Tel: 046-247-7503

Fax: 046-247-7508

Mail: info@kilc.org

■

デイサービスセンター・キルク
〒254-0815  平塚市桃浜町 2-36

Tel: 0463-35-2710

Fax: 0463-35-2786

Mail: day@kilc.org

■

地域活動支援センター こぶし
〒254-0077  平塚市東中原 2-14-19

Tel & Fax: 0463-34-2259

Mail: kobushi@kilc.org

■

あつぎみなみ・デイサービスキルク
〒243-0021  神奈川県厚木市岡田 5-8-23

Tel: 046-258-6633

Fax: 046-227-0303

Mail: atsugi-minami@kilc.org
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