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第 ‖ 回広島県要約筆記関係者研究大会東広島大会

書いてコミュニケーションを 1:

聴覚障害者、特に中途失聴 ・難聴者が抱える問題を共に学び、障害に対す

る理解を深める。聴覚障害者のコミュニケーション手段である要約筆記に

ついて、研究と普及を図る。

2007(平 成 19)年 7月 1日 (日)

10:00～ 16:00(受 付 9:30～ )

東広島市総合福祉センター

広島県要約筆記サークル連絡会

広島県難聴者 ・中途失聴者団体連合会

広島市中途失聴 ・難聴者協会

東広島市要約筆記サークル 「花たば」

東広島市

一般県民と県内の要約筆記関係者及び難聴者 ・中途失聴者

タイムスケジュール

9:30   ～ 受 付 (1階 ロビー)

10100 ～  10:20 開 会 式  (3階  集団指導室)

10:30 ～  12:00

基調講演  (3階  集団指導室)

料亭久里川 支配人 森 浩 昭 さん

「誰も損をしない福祉の構造」

12:00 ～  13:00 昼 食 ・休 憩

13:00 15:00

○ 第 1分 科会  (2階  運動指導室 ・健康指導室)

広島国際大学国際交流センター

杉 本 巧 さん
「日本語の特徴」

○ 第 2分 科会  (2階  言語訓練室 ・作業訓練室)

特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会

中国プロック長  上野 栄吉 さん
「要約筆記のこれか ら」

○ 第 3分 科会  (3階  集団指導室)
「健康的にコミュニケーション」

(ヨガとレクレーション)

NPO法 人国際ヨガ協会 トレーナー

上野 真理 さん

15:00 ～  15:30 お楽 しみ企画

15:30 ～  16:00 全体会 まとめ 引継式 ・閉会式
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司会/皆 様、おはようございます。

本国は、広島県 要約筆記サークル連絡会、

広島県 難聴者 中途失聴者 団体連合会、

広島市 中途失聴 難聴者協会 主催、東広島市 要約筆

記サークル 「花たば,=管 による

第 11回広島県要約筆記関係者研究大会東広島大会にご出

席頂き、ありがとうございます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます東広島市要約

筆記サークル 「花たば」副会長の井上と申します。どうぞ

よろしくお願いします。

一拍手一

開会前に、皆様にお願いがございます。

講演中は携帯電話の電源をtllるか マナーモー ドにして頂

きますよう重ねてお願い致します。

また、本日の資料がお手元にない方は、ございませんか?

予備も準備しておりますのでお持ちでない方は、受付まで

お越しください。

それてはまず、広島県要約筆記サークル連絡会熊谷会長よ

り、開会の挨拶を申し上げます。尚、本日の前ロールは、

場在平成 19年度要約筆記奉仕員養成講座を受講中の受講
生が書いたものを使用させて頂きます。

熊谷会長、よろしくお願い致します。

熊谷/挨 拶

―,自手―

司会/あ りがとうございました。続きまして、広島県難聴
者 中途失聴者連絡会上国会長よろしくお願いします。

上田/挨 拶

―拍手―

司会/あ りがとうございました。続きまして、広島市中途
失聴 難聴者協会大林会長にご挨拶を頂く予定でしたが、

大林会長は、本日、広島市身体障害者福祉大会と重なり、

ご出席いただけないため、私、井上が代箭させて頂きます。

(代読 :井■)

一拍手―

司会/次 に、実行委員長の内山より、ひと言歓迎のご挨拶

をさせて頂きます。

内山/本 日参加の皆様、東広島へようこそお越しください

ました。

私たちは、福山大会から3継 ぎ、1年かけていろいると準

備をしてまいりました。
大会テーマも、そのひとつて、要約筆記の

書くということでコミュニケーションを保障しているこ

とから i書いてコミュニケーションを!1」としました。

また、本日の基調講演をお願いしました、広島市の料亭「久

里川」の支配人 森浩昭さんは、障害者の作業所支援とし
て 「僕らのア トリエ」を始められた方です。
広い意味での 「障害者の自立Jや 「障害者と社会をつなぐ

活動」など要約筆記と重なるところがあると思います。
そのあたりのお話が聞かれるものと楽しみにしています。
大会は、花たばの会員個々の知恵や持ち味を生かした内容
になつています。
今日、参カロの方たちが何か今後の活動のヒントを見つけら
れ、また、たくさんの方との交流が図られることを願つて
います。
最後になりましたが、開催までいろいると
ご指導、ご協力頂いた多くの方に感謝を
申し上げて歓迎の言葉とします。

一相手―

司会/あ りがとうございました。

以上で開会行事を終了いたします。

続いて、基調講演に入りますが、準備のため今しばらくお

待ちください。

準備が整い次第|.・めさせて頂きます。

― ― |― ― ― ― |― ―
― ― |― ― ― ― |― ― ― ― |― ― ― ― |― ― ― ―

|― ― ― ― |― ― ―― ―ローー ー ー●―― ― ―甲― ― ― -1-―

演題 :「誰も損をしない福411の構造」
講師 :料亭久里川支配人森浩昭さん

森/皆 さん、おはようございます。
料■久里川の森です。

今日はよろしくお願いします。本日は県要連大会にお招き
ありがとうございます.ス タッフ 関係者の皆様にお祝い

申し上げます。
こちらへ来させていただくきっかけは 午前中にお電話を
頂いて、担当者と話しました。
その日のお昼に、この会の世話をされている内山様から電
話′

'tか
かり、

「もう広島駅なんです。」と言うことで、驚き、その日の

午後には、来店され、話をしました。
要約筆記について、私は知識がなく、どうしようかな、と
迷っていました。

その時、内山さんからの 「今回の大会のお弁当をお願いし
たいんですが 」という殺し文句で、「やらせていただき
ます1」と快諾しました。
その時、内山さんと話すと、すごくパワフルで、すごくカ

強い方だと思いました。
こういう人が日本の福祉、ポランティアを支えておられる
んだと実感しました。
今日も、女性が多いので、心強いと感じました。
私も15年、障害者作業所に携わつていて、「ボランティア
ですね」と言われますが、自分自身は、あまリボランティ
アと思っていなくて、自分では '趣味・と思つています。
15年 続けられた理由は、自分の好きな事だからだと思う
のです。作業所と付き合うのが大好きだから 16年 続い

たと思います。
みなさんも要約筆記は、好きだからではないのでしょうか。
もう1つは、耳の不自由な方にお役に立っている、という
ことが大事なことです。



私自身も作業所に対して役に立っているだろうか。

自分の中でのライフワークの基準は、好きな事を続け な

おかつ、他人の役に立つといこうことが基準です。こうい

う活動は素晴しいので、皆さんも続けて欲しいと思います。

それでは、早速、本題に入ります。

きょうのタイトルは 「誰も損をしない福祉の構造」です。

料理屋がなぜ、福祉を話すかと思われるかも知れませんが、

お話の中でおいおいにわかつていくてしよう。

20年 ぐらい前 パブルの頃、企業にも余裕があつて、お

金の寄付とか、人の派遣をされていましたが、景気が回復

したとはいつてもまだ大変な時期です。

我々企業と件業所は、「お互い様、ギブアンドテイク」で

す。

福祉とは、「やつてあげる側Jと 「受ける側」では、 1回

はお情けで付き合つてくれるかも知れないが、2～3回 は

続かない。

長続きする、循環するためには、どうすればよいのか。こ

れから1時間半、みなさんと一緒に考えていこうと思いま

す。

先程入り口で事前に波した私の名刺を取り出してみてく

ださい。「環境」ということてよく見かけるのはケナフや

再生紙が多いが、私の名刺はちよつと違います。障害者作

業者でつくられた名刺です。定価が税別 1500円です。

福祉でこの名刺を使っているのではなく、経費節減のため

に使つています。

企業に福祉の事を話す時、『もっと福祉をやる」とが、「社

会貢献してください」と言つても、「うちの会社はそんな

ことは   」とよく断わられますが、「経費節減しませ

んか?」と聞くと断わる企業は、少ないのです。

企業と話すときは、利益といつしよに話さないと理解され

ないのです。

ここで NHKで 2回特集を組んでもらつたことがある民

間の福祉支援のビデオをご紹介します。そのあと、また話

を続けます。
このビデオの中の人形もみなさんにまわしますので、是非

見てください。

【ビデォ上映】

―歓声と拍手―

アナウンサー/男 子バレーボールチーム 「」Tサ ンダー

ズJに 声援を送るのは、障害者の作業所のメンバー。

自立と社会参加をめざし、職業副練を行つています。
今回、選手そつくりのマスコット人形の製作を任されまし

た。テームと作業所の構渡しをしたのは近くの料事の支酒3

人。

森/・ 中小企業ができる福祉"を考える中で、このような

製品の販売を思いついたんです。

アナウンサー/地 域の中小企業が商売で培つた知恵を活

かし、障害者を支援する動きが出ています。今日の特集は

件業所と企業の連携から、新しい福祉のあり方を考えます。

♪

アナウンサー/取 材した、上西記者とお伝えします。この

障害者の,業 所は、障害のある人が自立や社会参加を目的

に職業ヨ1練などを行つているところですね。県内では、ど

のくらい数がありますか?

記者/は い、広島県全体で 64施設、広島市内で 14作業所

があり、工業製品の下請けをしたり、お薬子や工芸品を作

っています。

アナウンサー/作 業所運営には資金が必要と3い ますが、

どのように成り立つているのでしょうか。

記者/作 業所の収入は主に3つ です。

① 行政からの補助金

② 民間からの寄付

③ 製品販売の収益
このうち、補助金は、行政の財政難て滅る傾向です。

また、不況のため、民r・l企業からの寄付も厳しい状況です。

そして、収益も注文の減少、製品価格の下落て、減ってい

ます。販路を持っていないために商品を作つてもバザーな

どでしか販売できない作業所が多く、障害者一人当たり、

lヶ 月の収入が 1万円に届かないケースもあります。

アナウンサー/3つ ともが減つていると、自分たちて収益

を上げるしかないですね。

記者/そ うですね。厳しい中で、商売のノウハウにたけた、

地域の中小企業が、お金ではなく、日頃培つた、知恵を活

かして、作業所の運営をサポー トして収益をあげようとい

う動きが出てきました。広島市内で取材をしました。

一歓声と拍手―

ナレーション/今 月 24曰広島市内の共同F業 所を 「」T

サンダーズ」の主力選手が訪れました。それぞれの選手に

そつくりの人形が選手に贈られました。

選手/実 際より、数借もハンサムに,つ てあります。

選手/一 つずつ手作りで温かみが伝わります。嬉しいです。

ナレーション/こ のマスコットを作つているのは、精神障

害者の共同作業所「パンダハウス」の 22人のメンバーが、

デザイン、木材カット、着色まで、すべてをこなしていま

す。

押し花や絵葉書を作つていた頃は、企業からの注文はほと

んどありませんでした。主力製品を木工品に切り替えた今

は、数ヶ月先まで注文が入つています。

バンダハウス所長/内 職の下請けと違い、作つていく過程

に喜びがあります。

ナレーション/「 バンダハウス」と ru Tサ ンダーズ」を

仲介したのは、老舗の料事の支配人 「森浩昭」さんです。

パンダハウスと同じ町内で働き、自分の仕事を活かし、協

力できることはと考えたのが、料理で出る大量のかまばこ

板。これを木工品の材料に譲ることにしました。廃案物を

材料にするので作業所は材料費を、料事ではゴミ処理費用

を節約できます。

森/大 企業は、お金の寄付や人の派遣ができるが 中小企

業では、お金も人も余裕がない。しかし、時代にあつた形

で、できる福祉は何かを考え、製品販売を思いついたんで

,「 。

ナレーション/広 い人脈の森さんの協力は、販路の拡大に

つながりました。

森さんの紹介先の一つ、広島市内のホテルです。ロビーの

お土産売り場に可愛い人形。原爆の子の像のモデル 「佐々

木禎子さん」をイメーシしたメモスタンド。バンダハウス

の製品です。

平和公国に近く観光客が多い立地に合ったデザインを勧

めました。        
‐

ホテル関係者/お 客様に手に取り、買つて頂かないとビジ

ネスにならないので作業所さんにも厳しいことを言いお

互いて作つています。

ナレーション/」 Tサ ンダーズのフアン感謝デーに新製

品がお披露目されました。選手のマスコット人形がファン

にプレゼントされました。

記者/そ れ、どなたですか?

ファン/徳 元選手です。

記者/選 べるんですか

'



ファン/は い、

記者/な ぜ これに?

フアン/大 好きだか ら。

フアン/尾 上選手です。手件りと聞いて 一つずつ違うな

あと感動しました。
ナレーション/大 成功を収めました。
」Tで は今後の商品化も検討しています。バンダハウスは、
順調な売り上げを続けています。
「件業所と企業の連携」新しい福祉の形を作つた、森さん。

連携の輪を広げるために自分のような伸介役の育成が重

要と考えています。

森/私 も一人でやつてますが、コーディネーターをたくさ
ん養成して、市内、県内の企業に入つていただき、営業の

話の中で福祉の話、作業所の話をしていくと,業 所にも良
い仕事の情報が入つてくるのではないてしょうか。
アナウンサー/企 業としてお金の寄付でなくかまばこ板
の提供やネットワークでの広がりを提供する。といつた、
地域の企業ならではのやり方での支援ですね。
記者/コ ス トの削減、販路の拡大は、長年の課題でしたが、
行政も商売の専門知識を持ってないので手をこまねいて
いました。

行政は次の3点 に対策が必要だとしています。

①件業所同士の連携:一つの4業 所では、手が足りず企業
の注文を断ることもあるが、共同で受注納入できれば効率
も上がり、注文も増える。どの地域にどの作業所があるか
を把握している行政がリードできます。
②収益率をあげる。:食品は賞味期限があり、管理に気を
使うが、本工品のように契約相手によつて製品を変えたり、
材料費を抑えてコストを省く工夫が必要です。
③技術力の向上:一般企業から講師を招いたりして、作業
所に専門技術習得を目指す必要があります。
アナウンサー/① は、行政でできます。②Эは、民間の協
力が必要ですね。
記者/そ うですね。これからは、行政と民間が不足した部
分を補い合って、
障害者がより、自立に近づくための新たな策を考えてはじ
いと感じました。
アナウンサー/今 日の特集は■西記者と共に、お伝えしま
した。

【ビデオ終り】

森/今 のようなお話でした。ひとつひとつ説明しますと、
元に戻り、障害者作業所 とは?

簡単に説明します。障害のある人が作業所でいろんな製品
をつくったり作業をしたりしています。実際には、就労が

問題です。厳しいです。件業所でも定員待ちの状態の件業
所もあります。作業所という名称が、変わつて、就労支援
などの一般就労を支援する活動があります。作業所はあと
何年か後には、NPOと か、法人にしないと生き残れない
状況。きょうは、作業所で説明します。
「僕らのアトリエ」は ビデォにもありましたが、一般企

業の店頭で、4業 所の製品を販売しています。98年 、日
本で初めてということで始まりました。県内では、生協で
も販売しています。手数料が少しかかりますが  。
ウチでは、全額作業所に違元しています。
これがうちの店の中のア トリエ。
一番上が、これが廃油石鹸。
こちらが木工人形。材料がかまばこ板だとわかりますね。
これは洗莉を使わないたわし。
こういうものを店頭で販売しています。
こういう活動がなぜ誕生したのか,

ビデオでもありましたが、私は、広島の工業大学を卒業後、
5年 間就職して 広島の実家に帰りました。技術屋で営業
をしたことはありませんでした。おじいさんに相談したら、
「商売は、人に尽くせばうまくいくよ」とア ドバイスして

くれました。そうは言つても、今とおしいさんの時代は違
うので、どうしたらいいかと考えました。
私にできることは、「環境」とか 「福祉」かなと。環境は、
ゴミを減らす。
大企業なら寄付も人材提供tで きるが、中小企業の福祉?

出来ないです。

そんなのはできない :と十年投げていました。半年位して、

新間を見ていたら、広島市内の作業所の製品カタログがで
きたと言う記事がありました。それを見たとき、寄付は出
来ないが、物を売ることはやれるのではないか、と思いま
した。もしかしたら、福祉に役立てるのではと思いました。
何かできるのでは

'と
直感しました。

広島市中区の社会福41L協議会に行き、今朝新聞てみたもの
を売ってみたいと申し出ました。「障害者4業 所に行つた
ことがあるの?」と開かれました。テレビなどでは見たこ
とはありますが、福祉のことは知らないので 「一度、作
業所を見学されては

'」

と提案されました。もみじ作業所
が吉島にありますが、広島でも古い作業所です。ウテに近
かつたので、見学させていただきました。件業所では、あ
る男性が 「さおり織り」をしていました。昔話で出てくる
はたおり機を障害者が使えるようにしたものです。男性が
一生懸命織つていました。彼は、何も見ないて配色してい
ました。非常によい絵柄で織つていました。突然、彼が編
むのをやめました。
どうしたのかと思つてみていたら、全部ほどき始め、また、
最初から編んでいきます。所長さんに 「なぜ?ほ とんどで
きていたのに 」と聞くと所長は、「気に入らない所があ
ったのでしょう」ということでした。私たちの仕事でも「ま、
いいか」と思うことはあります。この男性の製品への思い

入れは、健常者より強いのかもしれないと感じました。ユ
ーザーにわかってもらえる。それを売って見たいと話して、
市内を回り、実際、現場を見る中で僕らのア トリエが始ま
りました。我々商売人から見て、いろんな問題点が見えま
した。大きく分けて3つ あります。
資金不足。新製品を作つても売るアテがない。実際につ

くる予算も取れない、日測がとれないから。バザーで売つ
ても売れ残り回収が出来ない。
アイデアと技術不足。よくあるのは、バザーなどで販売

するとき、前のバザーで作業所が同じ製品を売っていたり
する。
一舞台の上のスクリーンをご覧ください―

だから、下請け作業ということになります。
障害者がつくるのは時間がかかることも欠点。
ネットワーク不足。これが一番の問題点だと思うことで

すが、「誰に相談すればいいのか」、世間とのつながりがな
い。企業も件業所でなにをやつているのか知らない。意思
の疎通がとれていないことがあります。よく、作業所 で
職員と話しますが、「企業のいい製品」と 「作業所のいい
製品」は同じかどうか。たとえば、企業のいい製品という
のは、品質の安定、包装がいい、とか安全性が高いとか。
作業所のいい製品というのは、企業のいい製品とはちょつ
と違うと思います。
これは可部の作業所の廃油石鹸です。ウチの店でも販売し
ています。ひとつずつ、貼り絵がしてあります。いろんな
絵柄があります。
実際の作業を見に行きました。議員の様子を見ると、障害
者の子が貼り絵をしている、途中まで貼り絵したものを横

´

　

　

　

　

　

―



の職員が何かしている。「何をされているのですか」と聞

くと、「よくわかんない絵だから手直ししているんです」

と言つた。

私は 「なんでそうするのですか」とききました。「いらん

ことを !」

うちでこれを売る時の販売される状況を見たことがあり

ますか?と 職員に聞いたら 「ない」と。つまり、訳の分ら

ないものから先に売れます。

一生懸命に作つたという様子が、製品を通してお客に見え

るから売れる。よくがんばつたと。

余談ですが、あるセミナーを聞いてきました。

ある雑貨屋で、招き猫を売つていました。

ある時、その招き猫を落として耳が欠けた。

店長に
'ど

うしようか」と相談すると、「これはえんぎも

んだから、捨てよう」となりました。店員は、「責任があ

るから私、売ります」と。すると売れたのです。どうやつ

て売れたと思いますか。

岡/欠 けた耳の部分に何かをプラスしたのでは

'森/ど うでしよう。

/■ がかけたことが 子よいところ」だとアピールしたんだ

と思います。

森/正 解です。

POPを つけました。「私は、3月 3日 に交通事故に違い

ました。耳を大けがしました。だいぶ良くなりました。こ

んな私でも、だれかもらつてもらえませんか」と書いたの

です。

そうするとある中年の人が 「これ、ください」と。店長が

「これは、耳が欠けてるから新品をお持ちします」という

と、中年の人は、「これが欲しいのです」と言つたのです。

われわれの仕事でもそうですが、製品が売れないのは 製

品が悪いのではない、お客さんに説明が足りないのでは?

と思います。「何がいいんだ」という製品のよさをお客さ

んに説明してないのでは?

この話がすごく教ヨ1になつたということです。作業所での

役割についてです。作業所で職員に 「ここの仕事は、何で

しょう?」と聞くと 「リハビリです。Jと よくいわれます。

たし力ヽ こリハビリテーシヨンかも知れません。デイサービ

スなら。

作業所は、物はつくりますが売るのは商売ですから、リハ

ビリテーシヨンの枠を超えていると思います。

,々 ものづくりをやつている中で、考え方として、世の中

何が売れるのが、どういう製品が売れるのか。結果的には

何を求めているか。それがないと物を売る意味がありませ

ん。お客様満足です。

作業所はどうか、それが基準です。目的は、障害者理解で

す。
「かわいそうだけど理解してあげてくださいJと 。それが

目的となり、障害者を認めてもらいたい、というのです。

ものづくりの発想が根本から違う。だから、売れない。

企業と作業所がどう連携すればいいか。

作業所 でよくあるパターン.

こんな物をつくりましたとユーザーなどに持ってゆくと、

「ウチは、そんなもん頼んでない」それは、作業所主導型。

企業は作業所を見たことがないし観状を知らない。「いい

製品だから3000個 下さい。」というのは、企業主体。こ

れは企業主導型。

それはダメ、共生型でないといけない。

企業も、作業所もいろんなのがある。これらを結びつける

ためには、企業では、「こういう寄付ができる」作業所 は、

「ウチは、こういう作業ができる」。そういう企業と作業

所の 111の 話です。

それぞれの特徴などをコーディネーターが理解していな

いとできない。

本来は 1:1に はならない。

それでやったのが、ホテルサンルー トとの共同開発商品で

す。

中国新間に3月 0日 の原爆の日にあわせて掲載しました。

6月 から販売をしていたのですが、全然、売れませんでし

た。3月 0日 に記事がでると どうなつたと思います?

ホテルの電話は嗚りつばなし。
「この製品、どこで売つてるの?」という問い合わせばか

り。午前中には全部売れました。

ホテルから作業所 に注文が行きました。でもすぐ作れる

物ではありません。

お盆と重なつて、職員も日舎に帰り、出来ない。私の携帯

に電話がありました。そのとき、私がいつたのは、今すご

い売れ行きの 「ニンテンドー」のゲームと同じです。そう

いう物は予約しても買いたい。だから,予約だけ受け付け

ればいいとア ドバイスしました。

今までの作業所の製品と違う。

作業所が自信を持っていいと思いました。それだけ技術レ

ベルが高いのだ、と作業所に言いました。

実際、これが販売の様子です。

サンルー トさんは、新聞にも出ました。これは、「禎子」

さんです。原爆の子の像。禎子さんの人形は、平和公園に

近いので それにちなんだ製品を  ということで考案

しました。
こちらは、官島の鳥居、カープ坊やと鹿。

広島は全国からいろんなお客が来ます。「広島のみやげが

ほしい」ということで、こういう物になりました。これな

ら、おi産 コーナーにもおけます。これは、買い取りでは

ないが月30～50個出ます。

サンルー トの希望てつくつたものだからサンルー トオリ

ジナル商品です。

これは、」Tサ ンダースの人形。

経済レポー トに出した記事ですが、」Tサ ンダースがやつ

たという書き方が大事。

買い方を注意してみてください。これ以外にホテルセンチ

ュリー、国際ホテルなども結婚式の名札立て。クリップの

ついた木工製品です。
プリンスホテル、ハー ド的に車椅子で利用できるホテルで

す。

広島市も不景気で、ソフト的にも協力をしていこうと薦め

ました。

逆に閉鎖される物もあります。その備品の処理がF.l題にな

ります。

閉鎖の情報がくると県とか市、統括団体に情報を流します。

知り合いの建設会社の社長を介して、何月何日に トラック

を配車する。その社長の紹介で解体業者と知り合いとなり、

さっきの備品と同様、解体のとき、いろんないい物をもら

ってくる。

島根県のフィットネスクラブの話です。そこに不要なロッ

カーが ll l台あるという。

どうにかならないか… 。作業所 の管理団体に連絡しまし

た。西条の rコスモス作業所」に トラックで全部ロッカー

を運んでもらいました。

それから希望をとり、配布しました。

山口県のパチンコ店が閉店と聞きました。何があるかわか

らないがとりあえず行きました。バチンコされる方?工 を

入れる箱がありますね。カラフルな箱が 1201個 もありま

した。
これ何に使えるかな?と 考えました.金属の玉を入れるの



て頑文。小物入れになります。スロットのコインの入れ物
は、いいことに、洗浄の穴まで開いている。フラワーボッ
トに使えないか,といろいろ考えました。
そういう物を作業所にあげました。
作業所でカラフルな箱を見たら、この話を思い出してくだ
さい。

今までの本工のような話だと作業所は、デザインカも技術
もないので参考にならないといわれます。
今日は、ベットボ トルを持つてきました。私の友人が中国
電力で働いています。
ボランティアで子どもたちにペットポ トルロケットの作
り方を教えています。1回 500円。その為に彼も仕事の合
間、夜な夜なごみ収集場でペットボ トルを集めています。
それを見て、作業所で何か出来ないかと相談をもちかけ、
難しいことはできないけど簡単な事なら出来るかと思い
ました。
ショックアブソーバーとぃぅのは頭とお尻を切るだけ。そ
して洗って乾かします。彼が現在 5∞ 円もらっていますが
一部0仕 事を件業所が請け負うと、150円 出します。今、
作業所の工賃は、1円 、2円 。下手すると何餞という時も
あります。150円は、すごい利益。
彼は、これによって夜ごみ収集にいかなくてよくなりまし
た。社員が飲んだペットボ トルがある。だんだん面倒くさ
くなった。ベットボ トルは全部4業 所に行く。何月何日に
何人で飛ばすからと連絡が入る:
そして501円全額頂きました。
ペットボ トルは今 120円ですかね。
材料費を抜いても手元に300円残ります。ものすごい収益
になるのです。
廃棄物を利用するといろんなもとでのリスクが減ります。
こういう利用は、とてもよいのです。
かまばこ板も同じ。これを作業所に渡すとフラワーボット
に。これはカッターで加ェ出来ます。
女性に大人気です。全然お金がかかりません。
発泡ステロールの廃棄物。こういう廃品を使つていろんな
物ができます。
ペツトボ トルは、ロケットになど。
あるとき、「マキタエ務店」の専務と話しました。福祉を
やりませんか?と 聞くと 「きびしいた。」と。それで質問
を変えました。
「何か困つてることは、ありませんか?」と。すると 「ゴ
ミがすごい出る」.
どんなゴミかと見せてもらうと、障手紙とかふすま紙。一
番興味をひいたのがふすま紙の見本帳でした。
こちらにふすまのきれいなのがあって、アルバム状になつ
ています。全部のりづけをしていなのでカッターで切ると、
いい紙が手にはいる。「すごくいい。何かに使えないか?」
と思いました。
なぜ、大量に捨ててあるかと聞くと、デザインの周期が早
いのですぐカタログが使えなくなる。買えば高いのに。
私が 「これを使え」というと製品力(偏る。君たちでデザイ
ンしてくださいと言いました。
はぐくみの里という作業所はベン立てをつくります。よく
作業所のパザーでみる製品です。
あまり売れません。千代紙の代わりにこのら、すま紙を使う
と 山水画。この絵柄だと立派なベン立てになります。君
たちでデザインしてくださいと言いました。
たまたま、ハワイの人が見学に来ていて、「ニッポン !ニ
ッポン !」と言ってあっという間に 50個出ました。わく
わくしました。
ある作業所では、それて箸袋を作りました。

もったいないくらい立7FKなのが出来ました。
これは日本人が見ると、捨てた物からつくったと想像出来
ます。

彼らは、最初バザーで売ろうとしました。私は 「やめる」
といいました。
「日本では売るな」と言いました。

広島には、ホームステイの子が良く来ますが、因るのがお
■産です。
これは、廃材で安いし _●.い。
私は、まだ実現はしていないが 「学校に売りに行け」と提
案しました。
学校で大切なことは何かと先生に聞くと、「環境」ですと。
ビッタリ!

では、障子紙はどうするかと考えました。工務店の人が文
化教室もやっていたました。実は絵の先生です。染色技術
を持つておられ、五日市の作業所で、業色の技術も教えて
もらっています。
ベン立てにもなるし、いろんな製品に加工出来ます。
失敗してもかまわない。先生が言われていたのは、健常者
に教えると、真似をするといいます。
しかし、作業所では真似をしないので、いい物ができると
いうことです。

次に、福祉施設、小規模作業所等と企業の共存に関しての
研修会のチャンスがありました。
大きく3つ に分けました。

お菓子

さおり織り

木エ

と、そしてそれぞれの専F月家をおきました。
おそらく日本でも初めてだと思います。結果をデジカメに
落とし、専門家に検証してもらいました。
そして 仕事をみてもらいました。
一舞台の上のスクリーンをご覧ください―

専門家から見て作業所の販売はどうなのか。
一部がこの写真。
胡麻せんべいを揚げているところ。
フライバンに材料を入れて場がったら火箸ですくう。袋に
詰める。すると、真っ平らなせんべいになる。どちらがお
いしそうに見えるかを比べました。
お客さんがどっちを買うか。先生が考えるのは、どうした
らお客さんに買ってもらえるか。
作業所との差は、そのあたりだと思います。プロに学ぶと
いうこと。
まなび作業では、結婚式のキャンドルづくりの件業所があ
ります。クリスマスキャンドルとか見て、わかりますが、
あまりほしくない製品。
「あなたたち、プロの仕事を見たことがある,」と聞くと
「ない」との答えがかえってきました。

工場へ実際にプロの仕事を見に行きました。
ろうそくは普通のろうそく。
周りの演出に凝っている.プロのものづくりと考え方が違
います。
けむりが    デザィンが   、といった悩みをきい
てもらった。寄付の所望に来たのではなく、ろうそく性リ
のアドバイスヵ句ましいといいました。ここ2年 フラワーフ
エスティバルでろうそくを出しています。
「祈りのオブジェ」を 10万円で受注しました。これは、

去年のフラワーフェスティパルの記事。
竹の中にろうそくを入れ燃やしている。デザインは、一級
建築士にしてもらつた。これをフラワーフェスティバルの
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1つ 70円で売れました。

シャレオて販売しているはずです。

一舞台の上のスクリーンをご覧ください―

今日は、呉の方もいらつしやいますね。
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付ける人がいない。それらをコーデイネートする人が必要

曹2手 1際 _夕 _が t なヽいため、一般の作業所とのつきあ

いが出来ない。

まとめに入ります。今まで話したように企業から支援をし

玉菫t景 111｀:企業 :福祉」なにかお返しができないか

伝になります。

」Tサ ンダース人形とかがいい例。

お返しがなくても、報道することによつてお返しが発生す

る。

1雪享][1粂ζlξζξ壼[モ= 】ヽlぅと回り始め
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:L:言:基憂余省

困皇票麟:早澤:なんてことは、今まではない。散々,い
汁をすつてますからね。

そういう関係から循環する形になりました。

弯重露[撃をr番美子ま騎癬賢』疑亀:塁皇ittiじ
]ιム」「1:こ:ために企業を露出させなさい。誰力'映
っていたというレベルの話ではない。そうすることにより、

宿奏禁議:1;2筆 宣伝を利用するほうが作業所の利益

につながる.

環境教育 かまばこ板などが材料になり、ゴミが減る。

ベットボ トルの話のように教育が絡んてくる。

件業所からすると収益.企業からでた廃棄物が環境問題に

貢献している。

一番重要なのは、作業所が教育に貢献している。作業所が

教育のお手伝いをしている。

子ども達も障害者に興味を持つ。

具体的には、イベントなどで作業所製品を使うと、イメー

ジアップにもなる.

今までお金の寄付しか気づかなかつた企業ですが、寄付以

外の社会貢献があります。

企業が技FI的な支援で作業所をバックアップしたらどう

か。それには何が必要か
'コ

ーディネー トです。企業、作

業所と両方をよく理解している人が必要。

そのそれぞれを勉強したコーデイネーターが必要になる

のではないてしようか。

最初の問題点をそのまま持つてきました。

資金不足の解消として、それには廃葉物を使えば、お金は

いらない。何が畿つ、いつまで、受注生産をすれば、収益

が安定する。

というとオーダーメイドができる。無駄がなくなる。

アイデアや技術不足解消には、お金だけではなく 企業に

も利益になる関係を築けば、技術、物の支援なら出来る企

業はある。

お金の寄付だけでなく、そういう方向でも作業所は考える

べきです。

最大のネットワーク不足解消には、さつきのマスコミを利

用した企業の連携。メリットをもたせる報道をすることで

企業にもメリット感がある。

広島大学が、平成 14年地域貢献研究課題をはじめました。

ちまたで困つている事例を大学て研究することで 私も後

期で採用されました。

広大、医学部、などと共同研究で論文を発表しました。

これは福祉の話でしたが、17年 度県立広島大でも合格し

て、論文を発表しました。

これは経営情報学部の先生と経営戦略の専門家です。

これは 福祉てはなく経営.

こちらを私はやりたかつたのです。

もっと経営的な面で、企業も、作業所も助かるというのが

El的でした。

広島県庁も広大の研究ということもあり、非常に積極的に

教育してもらい、県庁内で、府中町の作業所の製品、1 01Xl

円近いケーキですが、1時間で 54個完売しました。

最界‡:1:Ff[:靴、Fξお話塁く榊が
必ずあります。

1時間で54個売る自信があるの?

福l■だとが、可衰想、というのではなく、製品に対して自

信がないと、価値がない。

作業所 では、しおりを

'つ

ていなかつたが、図書館から

の要望を尋ねる。そういう物をつくれば 0∞ 枚売れます。

今までは、作業所が

'つ

て、買つてくださいと言つていた

が これからは、お客さんの要望を聞いてつくることで、

受注生産ができるのです。

部長からの信頼を得たので、県庁の中で発足するというの

で人選を任されました。

障害者の経済自立支援で、新しい部を開設することになり

ました。その人選も任されました。

これは県庁内部で論議があつたようですが、広島市を入れ

るのは初めてのようです.
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市の障害福祉課長もきていただき、広島市役所も秋葉さん
に直訴状をだして、こういう回答を頂きました。
現場の人たちだけが一生懸命やつていたのではダメ。
それで、福祉を語る会ができました。人数的には福祉の異
業種交流会。役職などの条件は ない。福IIに興味のある
人たちです。
メーリングリス トでは、今は000名います。
講演、交流会を含めた会を開催すると、こういうところに
誰が来るか。ありとあらゆる人、市、県関係なく。
えらい人も偉くない人も関係ない。席はくじ弓きで決めま
す。           ‐

維とでも話ができる会です。プロレスラーとかいろんな職
種の人の集まりで訳の分らない会になつていますが ¨。
県の偉い方が末席のこともあります。
今までも福祉の会は、あったと思います。専F,家ばかりが
集まった会は、あまり発展性がありません。関係のない人
を取り込むことで、それによって福祉がよくなる。もつと
福祉を知らない人、関係ない人をまきこんで膨らませて行
きたい。

社協の仕事を民間でやるのはおかしい。将来的には、社協
で考えてはしい。
今このビデオは県庁から無料レンタルできます。ぜひ、見
てください。
今技術支援モデル事業をしています。何かというと、行政
は補助金が中心でした。作業所の人数にあわせて補助金を
計算していました。

自立支援法ができて難 しくなってきました。ほんとに現場
て困つています。

物をつくる技rfとか、販路など、どういう物が売れるか、
そのへんバックアップを行政がすべきではないか、という
ことで、去年の4月 に予算が取れました。
これは、作業所に経営力がなく、困っている。
中小企業診断士を7FK遣しましょう。

物づくりで困つているところには、プロを派遣するのを県
から出す。そういう事業をはじめました。
全国で、3 4箇 所しかやってない。
これは、今やっていることですが、広告で見たことがあり
ますね。ダイエットクッキーです。
楽天。これ、高いんです。
オオツカせんべいで作っています。
いませんべいの時代でないのであまり売れません。
「どうすればいいですか?」と相談をうけたので、お菓子

の専Pl家の先生に協力していただきました。
今ダイエットクッキーが流行つている。調べると材料がお
からです。いいことが2つ あります。
1つは、栄養価が高い。もう1つ は産業廃棄物。
材料費が安いのは、こういうものを使えば、材料費がかか
らない。では、ダイエットせんべいは出来ないかというと、
これはまただれもやっていない。成功するかもしれません。
今、製品開発をやっています。
かなり売れるよ :と目測を立てています。
カルビーなど大手の企業がなぜおからを使わないかとい
うと、おからは保存性が悪くくさりやすい。
大手の企業が使いにくい。
こういうものこそ、地域の4業 所の利点です。

いろんな話をしましたが、何が言いたいか。
誰も損をしない。得をするプラン.
一方的でなく、みんなが得をして、お互い様。
「お互い様」をキーワー ドにして 「やってあげる」ではな
く 「お互い様」の関係になると、本当の意味での 「バリア
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フリー」になるのかな?

平等になるのかな?

お互い様の心がないと、悪く言うと 「見下している」とい

うことになる。
これからもボランティアは人事。
皆さんも体に気をつけ、活動を続けてください。

ありがとうございました。

―拍手―

司会/森 さん、すばらしいご講演をありがとうございまし
た。写真や動画を交えた話でよくお分かりになったと思い
ます。

森さんがおっしゃられたとおり、作業所側は、企業の営業
戦略を学び、一方的に企業の支援を求めるのではなく、企
業と 「持ちつ持たれつ」の関係、「共存共栄」の関係を築
き、今後、マスコミを媒体として、企業と福祉団体をコー
ディネー トするという手法を用いた
「誰t授 をしない福祉の構造」力`ますます注目され、必要
になつていくに違いありませんね。
時間も少しありますので質問を受けたいと思います。
司会/質 問のある方は挙手をお願いします。

会場/福 山市難聴者協会の官川です。
森さんがなぜここまで、福祉に関心をもつようになつたの
か?そのきっかけは何だつたのか、それを知りたいです。
森/あ りがとうございます。
最初に話しましたが、これをライフワークとしていますが、
やはり、「好き」なんだと思います。いまいろんなところ
ていろんなコーディネイ トをしていますが、作業所に喜ん
でもらえるというのが人のためになっているのかどうか、
自分の励みになつてだんだん深みにはまって、足が抜けな
くなった ということではないでしょうか。
みなさんもこういう活動をされているのは、耳の不自由な
人に喜んでもらえるということが、福祉にのめりこむ原因
だと思います。

司会/そ の他ありませんか?せ っかくの機会ですから。

会場/福 山要約筆記 「さんりん車」です。
ポランティア、コーディネーターは、
通称ですか?

そういう資格というものがあるのですか?
森/資 格はありません。
「なんて紹介したらいいですか,」と聞かれるので、仕方
なくコーディネーターと言つています。
企業の人なら企業のことを知っているのは当然なんです
が、4業 所と企業の関係を話すとき、例えば、作業所の人
が企業を見学に行く、「すごい」と思うことはあつても吸
収する力がない。逆に企業の人が作業所に行くと、
企業側からするとアイデアは、ある。
企業に福祉を勉強してもらうことは、それほど難しいこと
ではない。
確率が高くて短期間に出来ることだと思います。
企業の人に福祉のことを知ってもらうのが コーディネイ
トはじやすい。
福祉の方に企業を勉強してもらうのはたいへんです。
実際 ボランティアされている人の中には、
企業に勤めている人もある。
今のような形で、転用されるといいと思います。
自分のやってきたこと以外をやるのではなく、それを福祉



に結びつける。

コーディネーターなんて簡単になれますよ。

今、皆さん、コーデイネーターになる

資格は、みなさん十分にあります。

司会/あ りがとうございました。

演題 :日本語の特徴

講師 :広島国際大学国際交流センター  杉本 巧さん

司会/そ れでは時間になりましたので分科会を始めます。

講師は、広島国際大学交流センター杉本巧先生です。

杉本先生は 東広島市要約筆記の養成講座で毎年、話をし

てもらつています。

皆さん、見られてのとおり、イケメンで…。今日は、日本

語の特徴についてお話いただきます。

杉本/よ ろしくお願いします.なんだがそんな紹介のされ

方をすると、話しにくいです。

私は、広島国際大学で日本語教育を教えています。外国の

人を相手に日本語を教えています。要約筆記をされている

皆さんへ日本語の特徴についてお話しします。

日本語の特徴

口  日本語の特徴

□ 文字 表記

□ 文法

口  要約筆記のために

□ 話しことばと書きことば

□ 要約について

要約筆記する上で注意する点です。(文法)

大学生のノー トのとり方を応用して話します。話し言葉と

書き言葉の連しЧこ

ついて話します。まず、日本語は、外国語と比べて、どうい

う性質があるか

'日本語には、言語の数が 3000～8000あ ります。一般的に

他の言語は5110です。

世界の中の日本語

■ 膠着語

□ 食べさせられていたのですね。

●  食べる ⑩ 詞)

●  +さ せる+ら れる十ている+た +の +で す+

ね

膠言語(こうちやくご)の膠という宇には、Rこかわ」

という意味があります.

■  sOV型 言語。

●日本語 :何が+何 を+ど うする

太郎が花子を叩いた。

●英語 :何が+ど うする+何 を

Taro beats Hanako

日本語と英語では、「花子」と 「たたく」の順番が違つて

いる。
■  ある語を修飾する要素は、その話の前にくる。

□ 太郎が飼つていた大が連れて来たネコが食べた魚は、

腐つていた。

韓国語とか トルコ語が同じパターン。文の中にある言葉を

修飾する。

この文を分析すると「太郎から魚まで」が修飾されている。

文として意味は通じる。日本語は、あとにくることばを修

飾する。

以上で、森浩昭さんの講演を終わらせて頂きます。

ありがとうございました。

―
― |― ― ―

― |― ―
― ― |―

― ― ― |―
― ― ― |―

― ― ■
― ― ― ― |― 一

― ― |―
― ― ― |― ―

― ―
|― 一

― ― |―
― ― ― |― ―

資料を見てください。

これは、日本語で

'か

れた手紙です。今の文章をかなり違

うと思います。すべて漢字で書かれています。8世紀嗅で

す。何が書かれているか分かりますか。

借金の催促状です。発音すると『はやくまかりたまふべし

(早くきてください)』という意味です。

今の漢字の使い方と違つている。漢字には、一文字ずつに

意味があるが、意味は無視して音だけて言つた時代もあつ

た。資料が残つている。2001～3000年前の日本語は、文字

のなかった時代。

■  日本語の来歴日本列島固有の言語がなかつた。

□ 漢語 外来語など他言語の影響がある。

漢字を輸入していた。音だけで文章を書いていた。他の言

語の影響も多い。

ヨーロッパから入つてきた言葉も日本語として使われて

いる。

例 :かばちや カステラ 天ぷら ラッパ タンポポ カ

ルタ

1つたけ、外来語でないものがあります。日本語として作

られた言葉です。

どれだか、わかりますか?

かばちゃ? かるた? わかりにくいですね。

正解は、「タンポポ」です。

かばちゃ らつぱ…ポル トガルからの外来語です。

かばちゃ=カ ンボジアの野菜という意味です。

■  日本語の現在

ロ カタカナ語 省略語 流行語 位相語など、常に増加

している。

ロ デゴテン、マクる、ホワイ トキック

外国語の影響を受けた言葉は,多い。カタカナ語で、「ナイ

ター」は、日本で作られた言葉もあります。

省略語 :パソコンなど。

流行語 :若い人が使う言葉のこと。

いそ語 :方言 ある特定の人が使う言葉。

そのほか、従来の日本語になかつた言葉も増えている。

大学生が使う言葉として 「デコデン」「ホワイ トキツク」

などがあります。

意味がわかる方?
「マクる」→関西では、「マク ドる」 → ハンバーガー

を食べる
「デコデン」―デコレーシヨン電話 飾つてある携帯電話

のことです。
「ホワイトキック」→

キック

シラける 自 【ホワイ ト ける :

人前で講演するような人は、使わないが、こういう言葉も

あるということです。

文字の機能についてです。日本語の特徴として外国人に評

判が悪いのは、文字が多いこと。

文字の機能

■ 同音異義語

口  「カンシヨウ」
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