
 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。当日の

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！そんな気持ちでこ

の4ヶ月過ごしてきました。「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。 
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流しソーメン（８／24） 

今日も暑かったですね 就

労支援センターくまもとで

は、そうめん流しをしまし

た と、いってもこれはい

よいよ来週末に控えた「あとのまつり」でおこなうそ

うめん流しの予行練習なんです  

（↑デモなのでひとり一口ずつだったのですが、一口

がとても多くて怒られるメンバーも（笑） 

まつりでは、火災事故でご迷惑・ご心配をおかけした

みなさまに楽しんでいただくため、そうめん流しのお

もてなし（もちろん無料 ）をご用意しています  

山からとってきた竹でメンバーと一緒に手作りした竹

そうめん流しセット（お椀も竹製 ）が完成したので

きちんと流れるかのテストでした。結果はバッチリ

という事で、あとは本番を待つのみです みなさまぜ

ひお気軽に足をお運びくださいねっ  
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商品開発 

現在、商品開発に燃えている商品開発部部長(笑)の職員

Ｈ嬢です 今日はＭ男くんと開発商品の試食をしまし

た  

これ これ  

あ パスタですが、

商品として考案してい

るのは、パスタソース

の方です 

レストランを運営する

訳ではないので。。。 

さて、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』

 

 

まだまだこれから 我らの

Quesera Quesera Farmの自然農法で美味しく育った

バジルでうんと美味しいパスタソースを作りますっ 

何かご意見・アドバイスがございましたらご一報願い

ます。 

 

つばさ会運営委員会 

今日は毎月恒例つば

さ会 運営委員会の

日でした  

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名ずついる

んですよ。みなさん、これからも期待しています 

はーとアラウンド市場  

 
就労支援センターくまもとは自慢の夏野菜を販売して

います  

今日は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  

 

今日は販売要員としてはーと アラウンドの事務局長

もおいでになっていましたね。。。 

明日１８時までのはーと アラウンド市場には、その

他にも無添加焼き菓子やお豆富（熊本市内をリヤカー

で練り歩き販売しているあ

のお豆富屋さんです パ～

プ～）、乾物、竹製品、雑

貨（小物やくまモンバッグ

も ）と様々な商品が並ん

でいます  

みなさま、ぜひぜひ 遊び

にいらしてくださいねっ 
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農業はいつまでたっても１年生 ～農芸班～ 

 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。 

 

夏の物販活動ご協力ありがとうございました 

 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。 

今日は職員みんなで仕分け作業 

商品の山に埋もれています。  

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、罹災支援金と

して活用させて頂きま

す。みんなの笑顔を届け

ながら、配送を来週でき

ればと思います。よろし

くお願いします！ 

 

 

 

居住支援相談員育成講座 

 熊本市居住支援協議会（事務局：特活自立応援団）が主

催するあんしん住替え相談員育成講座が熊本市大江にある

ウェルパルくまもとで行われました。３０名を超える参加

があり、熊本市における居住支援について説明や相談員と

してのマニュアル等について講義。午後は、其々の専門相

談員におけるいろんな事例を交えながらの相談員としての

知識を学んで頂きました。その中で、大切な事は、相談内

容に対応するうえで、ニーズの中に隠されたニーズがある

こと。そして、諦めない。最後まで寄り添って相談者に対

して接していく事の大切さをお話して頂きました。ひとり

ひとり、思いに違いはあるけれど、その意見を尊重しなが

らすすめていく事が大切ですね。 

 居住支援協議会というネットワークが熊本市にできたこ

とで、一人では、１事業所では解決できなかったことがで

きるようになってきました。まだまだ、課題はたくさんあ

りますが、現場での実践を行いながら、すすめていきたい

と思います。 

会を行う上において、様々な団体の皆様にお手伝いを頂き

ました。ありがとうございました！ 



夏 といえば。。。バーベキュー  

土曜日（１８日）に、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。↑なぜかスイカ色の理事長（笑） 

何かへの恨みを込めて木刀を振り下ろそうとする職

員。。。 
お腹もいっぱいになったところで、サプラ～イズ  

明日は我らの愛する福島理事長のお誕生日 みんな

のサプライズお祝いに喜んでくださった様子です。 

 

無為自然の日々勉強！ 
 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 。 

 

編集後記 

あ と の ま つ り を ３ 日 後 に 控 え た 自 立 応 援 団 
就労支援センターくまもとでは、まつり準備の為残業
をしていました。新建物で仕事をしている時、職員Ｈ

嬢は見つけたのです 新しい建物にお客さま  

そういえば通り雨みたい

なの降ってたな。。。  

き っ と 雨 宿 り だ ろ

う。。。雨宿り。。。 

けど～(T_T) 

Ｈ 嬢 、 カ エ ル さ ん は

ちょっと苦手(涙) 

写真を撮るのも恐る恐るでしたが、撮った瞬間にこの

カエルさん、飛んだんです(怖) 

思わず、絶叫してしまいました(笑) 
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