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↑罫線アタリ（余白15mm）

第３３号
編集発行 NPO法人支えてねットワーク

発 行 日 平成２７年３月３０日

住 所 〒754-1102

山口県山口市秋穂西１２６７－１

０８３ー９８４－３７４２

ブログ http://blog.canpan.info/sasaetene/

（皆幸せに）

「支え人プロジェクト」より

”寄附金贈呈式”を開催する

「支え人」のりんどうさん(左)と林さん(右)

昨年の１２月２０日（土）、和の家が行った

恒例のクリスマス会に合わせて、支え人寄附金

贈呈式を開催しました。

民間の非営利組織（NPO団体）が進めている

活動に対し、側面的な支え役として企業の行う

社会貢献活動があります。

今回のプロジェクト寄附付き商品はNPOの財

源確保の仕組みづくりとなるもので、早速第１

回目の贈呈式を開催しました。

参加された企業は、「手のぬくもりを力に変

えたい」をモットーとされているナチュラルセ

ラピーブルーの林慶子様と、ブレンドティで癒

しの世界を提供されている、りんどうすみ様か

らの寄附による贈呈式でした。

一方、今年２月２０日に行われた贈呈式は、

周南市の「㈲寿司やす」さんの店内で行われま

した。「ご先祖様を敬う気持ちを少しだけ地域

におすそ分け」の精神で、親族が集まる日の法

要膳の内、１５円を寄附つき商品としてご提供

いただいたものでした。

これらの寄附金が今後の法人運営に多大な力

を与えるものと確信しています。厚く御礼を申

し上げます。

発達障がいとポジティブに向き合う
～訪問サポート士レベルアップ研修～

「共感した言葉のやりとりが出来ない、あい

まいな言葉の裏が読めない」等コミュニケーシ

ョンの面や、想像力に障がいがあって苦労を重

ねてきた。しかし、２１歳のとき自分がADHCで

あることを知り、それ以来猛勉強の末、自分が

何者であるかを学ぶ。

以来、ADHDをギャグ漫画で解説した「めざせ

ポジティブADHD」を発行するなど、執筆活動や

講演会など、多忙な日々を過ごしておられる

「あーさ」さんに講師をお願いして、２６年度

のひきこもり訪問サポート士レベルアップ研修

会を開催しました。

ADHD当事者の悩みや苦しみの実体験を元にし

た講演は、迫力のある内容であり胸を打つ講演

会となりました。

講演は自らの体験を元に「あーさ」さん

「寿司やす」ご夫妻（中央右）から目録を頂く
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　就労・就職の機会（きっかけ）となるか

あるいは、「和の郷」独自の作業領域を増

やすものとなるかは分かりませんが、「な

ごみ工房」の看板作りの際、機械を使用し

た文字の彫り方に興味を持ち、今回の「文

字の彫り方講習会」につなげてみました。

　彼らにとっては貴重な体験の場になった

ようです。

　「なごみ工房」誕生のお知らせは、前号

（通信32号）ですでに行いましたが、この度

その看板設置を報告させて頂きます。

　作業場として利用する若者達が付けた名称

「なごみ工房」に、看板を付けたいという希望

が出たことにより早速その準備に入りました。

　この作業の協力を申し出られたのは「和の

家」に、永くボランティアスタッフとしてご

ンから取り出し、機械で一字一字を掘り刻

み、ペンキを塗って完成です。

　昨年１２月倉庫の前に取り付け完了しまし

た。この作業場の利用は、主に桧皮拵え作業

が中心ですが、一方、土壌活性剤として販売

しているバーク材や、農耕用の機械器具置き

場としても使用しています。

　深く傷つき、回復ができないまま永い時を

過ごし、蓄積された恨みつらみを抱きかかえ

て今日がある。そして、彼らが何年か後に口

にするのは、親への批判や攻撃、吹きすさぶ

非難の嵐です。

　このような、真実では無い事、事実でもな

いことの理不尽な言動に、両親は疲弊し切っ

ています。しかし、このような理不尽な言葉

に一々反応してはいけません、といわれてい

ます。それは、言葉の意味を問うのではなく

本人が聞いてもらえたかどうかを確認し、回

復過程における入口の「儀式」であるためで

す。

　言葉に耳を傾ける傾聴の姿勢がない限り、

「聞いて貰えた」という満足感は得られない

まま、儀式は永遠に続くでしょう。

　先ずは記憶の供養からです。

初めての体験
文字の「彫り方講習会」

“記憶の供養”を！
～家族のつどいから～

『なごみ工房』に看板を掲げる

～檜皮拵え(こしらえ)の作業場～

取り付けの準備をする貞光さん

完成した看板の前で記念写真 26・12/15

講習会用に作られた特設会場で

支援をいただいて

いる防府市の貞光

さんです。本格的

な作業に入る前、

貞光さん親子は足

場の搬入など事前

の作業を経て開始

されました。

　看板に向いた分

厚い木板を準備

し、字体はパソコ
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共に支え合って明日へ

「和の家」代表の藤井さんとその仲間が「学び

舎」を訪問されたのは平成１４年５月のことでし

た。近々、ＮＰＯを立ち上げるので「先輩」の意

見を聞きたいと。当時、「学び舎」はわずか２年な

がら先行してＮＰＯを開設していました。

その席で私は、設立にあたって一番大切なこと

は、「このＮＰＯをどこまでもやり抜くという人

が、唯一人でもいいからどうしても必要」とお話

ししたことを覚えています。理想を掲げて同志が

集まっても、牽引車不在で雲散霧消する例が少な

くなかったからです。

それから１０年の時が経ちました。

いま、「支えてねットワーク」の多彩な活動と安

定した運営は社会の認めるところです。

しかし一方、私の運営する「学び舎」は一定の

実績をあげたとはいえ、近々、その法人を解散す

ることになりました。

　　二つの差は何だったのでしょう。

ＮＰＯに「強い牽引車が必要」なこと。これは

そのとおりだと今も思います。

「学び舎」は私がその役になり孤軍奮闘してがん

ばってきました。その働きに悔いはありません。た

だ、それは文字通り「孤軍」だったのです。年中無休２

４時間営業。入所者と寝食を共にする障がい者施設

を、ただ一人で仕切るのはいかにも無謀でした。

「支えてねットワーク」はどうでしょう。

藤井さんという牽引車の情熱と馬力によって現在

があることはいうまでもありません。ただ彼は「孤

軍」ではありませんでした。

この１０年、「支えてねットワーク」の活動と前

進の傍らには必ず「共に牽引する誰か」がいまし

た。それは一人のみならず、また運営者・利用者の

別なく、その名のとおり「支えて」くれる仲間たち

がいたのです。

「支えてねットワーク」に雲散霧消の危機がなか

ったとは思いません。試行錯誤、紆余曲折の連続で

もあったことでしょう。しかし一人の力には限りが

あっても、仲間が支えあう力に限りはありませんで

した。

牽引車のみで突っ走った「学び舎」。牽引車を共

に押した「支えてねットワーク」。

二つの差はここにありました。思えばそれは「個

人」でなく「法人」の、単一でなく組織の、ＮＰＯ

本来の精神であったのです。(了)

ＮＰＯ法人「学び舎」代表 三輪  修太郎

”イチゴ農園を作りたい”

みんなの協力を得てミニハウス作り サンタ姿「さかもとみゆきさん」の演奏

ポスティングチームに参加しているメンバーの

一人から、和の郷で苺を作って食べたいという希

望が出て、敷地の一角にミニイチゴ農園を始めま

した。

当面はプランター数個の植えつけからですが、

いずれは地主である安光さんにも了解を得て、所有

のビニールハウスへ移行するなど、本格的な栽培に

入りたいという、将来が楽しみな出来事です。

ハンマーダルシマー演奏で大盛り上がり
～クリスマス会に華を添える～

昨年１２月に行った恒例のクリスマス会は手

作りピザとクリームシチューをメインの「みん

なでクッキング」をキャッチフレーズに開催し

ました。

同時に、支え人寄附金贈呈式も併せて実施し

ました。また、ピアノの原典といわれるハンマ

ーダルシマーの演奏が入り、大いに盛り上がっ

たクリスマス会になりました。
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皆様方からの応援とご協力に感謝します。

～施設運営のご支援有り難う御座います～

■企業より応援寄附

　支え人プロジェクト参加企業

　「ナチュラル セラピー ブルー」

　林　慶子様　・山口市

　「オリジナル フラワー ブレンドティーリングリンク」

　 りんどうすみ様　・ 山口市

　㈲寿司やす　安達浩司様　・周南市

　■NPO法人への一般寄贈者　３／１現在　

上記の方々から金品のご寄付、ご寄贈を賜りました。紙上より厚く御礼申し上げます。

　■NPO法人への応援寄附者　３／１現在

藤田　久美子様  当房　　和子様
貞光　　吉政様　 林　　　慶子様
りんどうすみ様 片岡　　　進様
村上　　恵子様 髙野　かつ子様
肥塚　　朋美様　　松井　ナミ子様
高橋　　宏幸様　　三輪　修太郎様
藤井　　末男様　　JT（秋本）様

𠮷田　　勇太様 ・岡山県高梁市
中村　　久枝様 ・防府市
中園　　隆行様 ・山口市
山田　のりこ様 ・山口市
貞光　　吉政様　 ・防府市
澤村　有利生様 ・山口市
伊達　　　巧様 ・山口市
石崎　　康二様　 ・山口市
徳本　　福子様 ・山口市
当房　　和子様　 ・山口市
山本　　貴茂様 ・山口市
山本　　　彩様 ・山口市
大久保比路子様 ・山口市
杉山　　節子様　　・山口市
内田　真利子様　　・山口市
大河原　　修様　　・山口市
岡村　昌一郎様　　・山口市
村田　　真帆様　　・山口市
藤津　　　忍様　　・山口市
山下　　敏彦様　　・山口市
山下　みよ子様　　・山口市
増元　　浩水様　　・山口市
佐野　　正樹様　　・宇部市
渡辺　　慎一様　　・山口市
山本　　啓子様　　・山口市
㈱Ｇ１プランニング様 ・防府市
NPO法人 ときわ様 ・宇部市
徳山醤油様 　　　・周南市
匿名　　７名様

㈲ひわだや　佐々木真様・山口市
岡村　　勝三様 ・山口市
的場　　文子様　 ・山口市
熊野　　洋子様　 ・萩市
阿部　　　修様　 ・防府市
長谷川　真司様 ・山口市
高木　　健志様 ・山口市
草平　　武志様　 ・山口市
渡邉　　洋子様 ・山口市
隅谷　美佐子様　 ・山口市
小川　　公代様　 ・山口市
小川　　成洋様 ・山口市
伊藤　　　朗様　 ・山口市
岡本　　英登様　 ・山口市
北野　　勝江様　 ・山口市
川下　　勝子様　 ・宇部市
光田　　　武様　 ・宇部市
松永　とも子様　 ・山口市
井野口　房雄様 ・防府市
八木　　春枝様　 ・山口市
坪郷　　　明様　　・防府市
福田　　陽子様　 ・山口市
嵯峨　久美子様　 ・山口市
小田　　秀夫様　 ・山口市
三島　　正英様 ・山口市
藤田　　久美様 ・山口市
石田　　芳朗様　 ・山口市
島本　　　尚様    ・防府市
松村　　文雄様 ・山口市
片岡　　忠夫様　 ・宇部市
森田　　宏子様　 ・山口市
永井　　京子様　 ・山口市
岡田　　　功様　 ・山口市

■アルミ缶等資源リサイクル物品寄贈者　３／１現在　

藤田　久美子様　　上村　　浩司様
内田　　始男様　　藤井　　久子様
松本　　淳様外有志一同様（山口市）
貞光　𠮷政様外富海有志一同様（防府市）
八木　春江様外陶地区有志一同様（山口市）
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