
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしは こまって おこまりさん 
あなたも こまって おこまりさん 
おこまりさん は おたがいさん 
わかりあえれば ありがとさん 
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1.【5・6・7月の主な出来事】 

5 月 19 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

5 月 26 日（水）屋外活動「細川家の至宝展」鑑賞 ＠東京国立博物館 

6 月 11 日（金）杉並交流会「ハイパー・ピンポン」 ＠荻窪体育館 

6 月 16 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠中部センター 

6 月 21 日（月）河北総合病院看護専門学校実習生受け入れ 

 ～22 日（火） 

6 月 23 日（水）オブリガード実習生受け入れ 

6 月 24 日（木）河北総合病院看護専門学校実習生受け入れ 

 ～25 日（金） 

6 月 29 日（火）屋外活動「カラオケ」 ＠吉祥寺 

6 月 30 日（水）ソフト・バレーボール合同練習 ＠宮の坂体育館 

7 月 7 日（水）ソフト・バレーボール練習 ＠永福体育館 

7 月 14 日（水）バスケットボール練習 ＠永福体育館 

7 月 21 日（水）ソフトバレーボール合同練習 ＠中部センター 

7 月 27 日（火）屋外活動 映画「アルゼンチンタンゴ」鑑賞 ＠渋谷 Bunkamura 

7 月 28 日（水）ソフトバレーボール練習 ＠永福体育館 

 

2.【5・６・7月の主な出来事より】 
 

  「すなっちによる 

       細川家の至宝展の感想」 

 

 2010 年 5 月 26 日の水曜日、天候曇り。 

 待ちに待った 5月の行事の日である。 
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 10 時集合し 10 時 25 分出発。 

 10 時 38 分西永福駅出発。各駅停車で永福町等途中待ち合わせなしで渋谷に到着

し人数確認（12 人）した後、銀座線に乗り込む。 

 参加者は、O・I さん、S・M さん、N・H さん、M・H さん、T・M さん、S・Y さん、 

O・S さん、幹事の K・T さん、職員の W・M さんと H・T さん、A・Y さん、K・S さ

んでした。 

 上野広小路駅からアブアブ（ABAB）に集合し各自ランチを一時間半開始（AM11

時半から 13 時。） 

 私は、A・Y さんと W・M さんとインドカレー屋に決定し注文した。２種類カレー

とナンで 980 円。インド人店員は日本語が上手かった。どんな会話かは、インド

の事情などであった。 

 

 

 で、西郷さんの前で集合写真撮影し、

正岡子規記念野球場や盆栽展や上野動物

園を横目に新国立博物館の平成館に到着

し写真撮影しました。 

 

 入ると特別展は 2階であり大型エスカ

レーターが印象的でした。 

 何が印象に残ったかは秘密です。おし

まい（苦笑） 

 

 

 細川家は系譜によると細川頼之（よりゆき）という三代将軍足利義満に仕えた

管領あたりから応仁の乱の東軍総大将の細川勝元（かつもと）系（政元（まさも
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と）、晴元（はるもと）らに続く摂津大阪から阿波徳島大名）と、今日の護熙
もりひろ

（元

日本国首相、元熊本県知事）にいたる戦国の幽斎（ゆうさい）系に分かれていて、 

細川幽斎は足利将軍義輝に仕えその後織田信長に重宝された丹後田辺大名だと確

認。 

 子の細川忠興（ただおき）は、関が原戦で徳川家康の東軍に味方し、肥後熊本

大名として出世した。奥さまのガラシャ夫人（珠
たま

、玉
たま

、または玉子
たま こ

）は（聖書の

神様の恩寵の意味）は関が原の際・石田三成の捕虜になり、キリシタンの掟は自

殺禁止なので、家来に殺害させて、夫の忠興の三成討伐を決定的なものにした。

侍女の清原氏が其の時の様子を生々しく手紙に残していたが、古文で読めません

でした。 

 

 忠利の代には剣豪宮本武蔵が兵法指南役として熊本入りし五輪書を著す。白隠

禅師の掛け軸などもあった気がする。 

 肥後の鳳凰とうたわれた細川重賢（しげかた）の治世や幕末の斉護（なりもり）

の治世もあった。 

 

 基本は手紙類（信長や家康）、甲冑の類や刀剣の類（備前守長船

とか）、35 人斬ったぎらぎら光る刀や名刀村正などが展示されて

いた。 

 ちなみに N・H さんが 2,500 円の細川家至宝展の本を購入してい

た。 

 私もクリアフヮイルを買いたかったがやめました。 

 

 

 細川家の護熙
もりひろ

の祖父の護
もり

立
たつ

は梅原龍三郎ら画家の巨匠と友人で、紫禁城（清朝

の北京の王宮）の絵を描いていた。 
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 護
もり

立
たて

は永
えい

青
せい

文
ぶん

庫
こ

（熊本大学の細川家研究センター、毛利家に匹敵）を設立し、

今は孫の護熙が館長である。湯河原に隠居したあの国民福祉税導入失敗首相退陣 8

か月男（上智大卒）である。4月に講演したそうである。 

 ちなみに奥さんは佳代子夫人で今も講演等で活躍している。ちなみに、私すな

っちは彼を護の熊さん。森の熊さんと呼んでいる。（笑） 

 

 平常展は日本通史的内容で埴輪から仏像類が印象に残った。ちなみに普段は 600

円くらい取られるようである。（本館） 

 

 ひとりで退出したのが 15 時過ぎで上野を散策していると、「たちあがれ日本」

の与謝野馨と平沼赳夫の選挙カーが走っていた。「立ち枯れ日本」「第二自民党」

と「みんなの党」の渡辺喜美代表（58）が揶揄
や ゆ

していたが、さすが東京都は石原

慎太郎がらみ故か違うなー。山口県では（ちなみに菅新首相は山口県宇部出身）

生で「たちあがれ日本」の選挙カーを見ることは、なかなか無いな～と思った、 

 

 書店で草刈民代写真集探すも無かったのが悔しかった。で一人銀座線から帰途

につきましたとさ。上野はハロープロジェクトショップがあるけど（モー娘とか）

寄りませんでした。 

 

 で後日、浜田山の教会の夫人が細川家至宝展本を持ってたので驚きました。 

 細川家の九曜紋は忘れない。結局夕方になってました。めでたしめでたし 

 

   まさとしまさとし       すなっち砂田康宏 

        2010 年 5 月 31 日記す 
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  「細川家の至宝展の追記」 

         河田隆利 

 

 この至宝展に於ける重要な事は次の 3点である。 

 1) 武家の伝統とコレクション 

 2) 武家の嗜
たしな

み 

 3) 武家の拵
こしら

え 

の戦国時代を生き抜いた大名の面目にある。 

 

 武家の伝統とコレクションでは、織田信長や豊臣秀吉からの朱印状や、多くの

書物にある。 

 また、武家の嗜
たしな

みでは、茶の湯の世界から香道や能についてのコレクションが

美しかった。特に能の世界での幽美な能面や衣装が見事なまでに保存されていた。 

私の心を掴んだのは「武家の拵
こしら

え」である。 

 「 拵
こしら

え」とは、武家の面目であるが、それだけではなく武門の名を知らしめる

為のあつらえであり、そこに本来の武家の様式美を見る事ができた。様々な甲冑
かっちゅう

や鎧 縅
よろいおどし

の素晴らしさは、現代の芸術以上の物を感じられるものであった。 

 その中でも、備前守長船の刀身の「拵
こしら

え」は、その波紋の素晴らしさと共に漆

塗りの鞘
さや

や、細川家の紋所である「九曜
くよ う

紋
もん

」の艶やかさに私の瞳を釘付けにした

ものだった。 

 加藤清正が築城した熊本城を居城とした細川家は、その時々の将軍に仕え、特

に室町時代の足利家の様式を受け継いだ処にこの細川家の至宝展の意義深さが満

ち溢れたものであった。 

          以上 
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   5 月の行事「細川家の至宝展」見学に参加して 

 

 博物館は上野だったが、昼食をとるため、銀座線のひとつ手前、上野広小路駅

でおりた！ 

 上野には、何度も行ったことがあったが、上野広小路には初めておりた。 

 街に、料理店、洋服店がいっぱいあって驚いた！ 

 Ｍ子ちゃんと、Ｓッチで、インド料理を食べた！ 

 そこからぶらっと歩いて平成館に入った。 

 むずかしい事はわからなかったが、筆で書かれた巻物、墨絵、そして工芸品な

どを見学していると、“普天間”でもめている現代日本人と同じ日本人、自分達の

祖先かと思うと、ミス・マッチというか、軽いカルチャー・ショックだった！ 

 久々の遠出だったので、いい気分転換になった！ 

         ヨッチン！！ 
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 2010 年 7 月 27 日（火）、渋谷 Bunkamura の映画館ル・シネマに映画「アルゼン

チン・タンゴ」を観に行きました。 

 

 『映画の感想について』 

         中西ひろみ 

 

 ミーティングで、幹事になりたい人は―？と言われて、「ゆうこりん」がやる

と言って、もう 1人と言われて、私「中西ひろみ」がま
○

た
○

幹事をやると言って、

やらせてもらいました。 

 

 なかなか見たい映画がみつからず、やっとアニメの『宇宙ショーへようこそ』

に決めたのですが、アニメを見たいメンバーがいなくなってしまい、アニメは嫌

だとある人から言われて、もう 1度みなさんに聞いたら、多数決で同じ票数だっ

た『アルゼンチン・タンゴ』にしたらみんな行くと言う事になり、幹事の 2 人と

も我慢して 92 分の映画『アルゼンチン・タンゴ』を見ることになりました。 

 

 当日困ったことに、目覚まし時計の音も聞こえずに、11 時に起きて、タクシー

で渋谷にある Bunkamura6 階のル・シネマに着きました。でも、みんながいないの

に気が付いて 1階に下りてみたら、エレベーターで「すぎなみ１５１」のみんな

にバッタリ会えてよかったでした。遅れてすみません。 
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 で、6 階まで行って、当日券をもらって観ることになりました。 

 

 しかし、昼御飯にと思って、パウンド・ケーキらしきものを買って食べようと

したら箱が開かないので、「ゆうこりん」に「開かない！」と言ったら、お店の人

に「あけて下さい」と言ってくれました。 

 そしたら、1個 400 円で、2 つで 800 円ですみましたけれど、粉のチョコレート

菓子で、細い棒のチョコパンみたいなものでした。 

 食べてみたら、まあまあでした。本当は Bunkamura でステーキを食べるはずだ

ったのに、食べれなくて残念でした。 

 水ももらいました。そこは、涼しかったでした。 

 

 12 時 50 分になり、「映画が始まってますよ。」と言われて、一番前の席しか空い

ていないと言われ、みんなどこで見ているか分からず、一番前の席に行き見始め

ました。 

 

 そして、「日本語は？」とか「暑過ぎる！」とか大声で言ってしまい、「ゆうこ

りん」が心配してくれて、客席からロビーに連れ出されてしまいましたが、バン

ドネオンという楽器が出てきて楽しい音楽が聴けてよかったでした。 

 

 この映画を見ると、父親が出て来てバンドネオンという楽器を弾いていたので、

「やっぱり生き返っていたんだ」ということがわかりました。今はたまに声が聞

けてうれしいです。 

 母もはぐれてしまい、死んでいないようにと思っていたので、やっぱり生きて

いました。 
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 私は河田さんをはじめ、メンバーのお友達のみんなが見たいと言っていた、そ

して、はげましてくれたお友達のおかげで生きていますから、「アルゼンチン・タ

ンゴ」を見に行けてうれしかったでした。 

 

 「アルゼンチン・タンゴ」のパンフレットを買って、映画に行けなかったみん

なに見せてあげました。 

 「アルゼンチン・タンゴ」は、楽しい音楽が聴けて、楽器がみれてよかったで

した。 

 

 みんなで見に行けて、うれしかったでした。 

 ありがとう。これからも、またよろしくお願いします。 

                            おしまい 

 

3.【5・6・7月のメンバー・ミーティング】 

5月 11 日（火） 

1）「バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 5 月 19 日（水）14：00～16：00 は中部バレーです。交通費は出ます。参加者募集中です。 

 7 月 7日（水）15：00～17：00 は西永福体育館でバレーボールの練習をします。アゲインとの

合同練習です。 

 

2）「雑誌について」 

〔提案〕 

 気になっている人より： 

 ロッカーの上に旅行用の雑誌が置いてありますが、増えてきたので本棚など見やすい場所に移

動したほうがいいと思いますが。 

〔意見〕 

 すぐに手に取れるところにあるほうが見やすいから今のままでもいいのではないでしょうか。 
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〔結果〕 

とりあえず現状維持になりました。 

 

3)「バスケットについて」 

〔連絡〕 

 バスケット同好会より： 

 7 月 14 日（水）15：00～17：00 は西永福体育館でバスケットボールをします。初心者大歓迎

です。参加者募集中です。 

 

4）「ヒューマン・クリエーションについて」 

〔連絡〕 

 Ｍさんより： 

ヒューマン・クリエーションは予定では第 3水曜日ですが、今月は中部バレーがあるので 5

月 20 日（木）に変更します。時間は 14：00～16：00 までです。興味のある人はぜひ参加してく

ださい。 

 

5）「インターネットの講習について」 

〔相談〕 

 パソコン利用者より： 

 パソコンの講習時間をもう少し自由にしてもらいたいです。 

〔回答〕 

 職員より： 

 初めはパソコン講習をする曜日や時間をある程度定めていましたが、現在は作業などが落ち着

いた後はいつでも利用できます。講習というような感じではありませんが、わからないことがあ

れば適宜聞いてもらえればお教えます。自由に利用してください。 

 

6）「旅行について」 

〔報告〕 

 幹事より： 

 今年の旅行は長崎です。日程はまだ決まっていませんが、9月の上旬に行く予定です。 

 コースは旅行会社の方が作ってくれたモデルコースがあるので、それを参考に決めていきたい
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と思います。皆さんも目を通しておいてください。 

 

7）「杉並交流会について」 

〔連絡〕 

 運営委員より： 

 6 月 11 日（金）は荻窪体育館で杉並交流会「ハイパー・ピンポン」があります。明日が参加

の締め切りですが、引き続き募集はしていますのでぜひ参加してください。 

 

8）「実習生の受け入れ予定について」 

〔連絡〕 

 職員より： 

 実習生の受け入れ予定を連絡します。 

 6 月 21・22 日 河北総合病院看護専門学校より 3名 

 6 月 24・25 日 河北総合病院看護専門学校より 3名 

 10 月 18 日～11 月 19 日 聖学院大学より 1名 

 

9）「アルバイトの募集について」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 現在メンバーのＹさんが入院中ですが、Ｙさんの衣類の洗濯をするアルバイトを「すぎなみ１

５１」のメンバー限定で募集します。 

 業務内容は、病院内のコインランドリーで衣類を洗濯・乾燥し畳んで収納することです。 

時給は 800 円です。「すぎなみ１５１」を出発してから「すぎなみ１５１」に戻ってくるまで

の時間に時給をかけた額を給与としてお支払いします。交通費と洗濯にかかる費用は実費で精算

します。 

作業は難しいことはありませんが、往復の時間や病院での待ち時間が結構かかります。 

仕事として責任をもってやっていただける方を募集します。興味のある方は声をかけて下さい。 
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5 月 18 日（火） 

1）「明日の中部バレーについて」 

〔連絡〕 

 キャプテンより： 

 5 月 19 日（水）14：00～16：00 は中部バレーです。昼食作りはありません。 

 

2）「5月の行事について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 5 月の行事は「細川家の至宝展」です。5月 26 日（水）です。参加者募集中です。 

 

3）「旅行について」 

〔報告〕 

 幹事より： 

 旅行の日程が決まりました。9月の 8日（水）、9日（木）、10日（金）です。 

 旅行会社のモデルコースをもとに進めていきます。近々ポスターを書き参加募集を始めます。 

 

4）「ボランティアの受け入れについて」 

〔相談〕 

 職員より： 

 杉並区よりボランティア受け入れのお願いが来ています。 

 区民の方々を対象に福祉施設等へのボランティア体験を募集しているようです。 

 すぎなみ 151 は受け入れはどうしましょうか。 

〔意見〕 

 メンバーより： 

 以前の社会福祉協議会主催の実習は、事前に精神保健の基礎知識などを学んで来たから良かっ

たが、今回のは単発で、しかも年齢層も若いので自分たちのことをなかなか理解できないのでは

ないか。 

 実習ならわかるが、ボランティアというのは違和感がある。「お手伝いをしたい」と思って来

られるのは嫌な感じがする。 
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〔結果〕 

 今回はお断りすることにしました。 

 

5）「アンケートの依頼について」 

〔お願い〕 

 職員より： 

NPO法人地域精神保健機構・コンボよりアンケートの依頼が来ています。アンケートは2部で、 

1部は本人用、1部は家族用です。どなたか協力してくれる方はいませんか。 

〔結果〕 

 Ｔさんが協力してくれることになりました。 

 

6）「ビル清掃について」 

〔お願い〕 

気になっている人より： 

木曜日のビル清掃の際に、しっかりモップを絞らずに干すと床やソファーに水が垂れてしまう

ので、干す前に必ずしっかり絞り、バケツに入れて運んでください。 

 

7）「トイレ清掃について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 トイレ清掃をする人はトイレクイックルの補充もしてください。トイレクイックルは一度開け

てしまうと乾燥しやすいので、全部なくなったのを確認してから補充してください。 

 

8）「杉並交流会（ハイパー・ピンポン）について」 

〔お知らせ〕 

 運営委員より： 

 6 月 11 日（金）は荻窪体育館で杉並交流会が（ハイパー・ピンポン）あります。参加者募集

中です。 
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5 月 25 日（火） 

1）「ヒューマン・クリエーションについて」 

〔報告〕 

 Ｍより： 

 5 月 20 日（木）に、自助グループ活動「ヒューマン・クリエーション」をおこないました。 

 和室よりも多目的室の机と椅子のほうがやりやすかったです。ヒューマン・クリエーションは

参加者がお互いにコミュニケーションをとることによって、前向きな気持ちになろうという会合

です。この活動はクリエーションとして 1996 年春に発足しました。これからもよろしくお願い

します。 

 今後は「すぎなみ１５１」の多目的室の机と椅子の場所を借りておこないます。 

 次回は 6月 17 日（木）14:00～16:00 です。 

 

2)「ソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 次回のソフト・バレーボールの合同練習は 6月 16 日（水）に中部センターでおこないます。 

 7 月 7日（水）は永福体育館を 15:00～17:00 予約してあります。アゲインにも声を掛けてあ

ります。一緒に練習をする予定です。昼食作りはおこないます。 

 

3)「5月の行事」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 5 月の行事は、明日 5月 26 日（水）に「細川家の至宝展」を東京国立博物館に鑑賞に行きま

す。 

 9:30 に通常通り開所、10:00「すぎなみ１５１」に集合、10:30 出発です。 

 日本の歴史文化にふれてみないか！！ 

 

4)「杉並交流会（ハイパー・ピンポン）」 

〔お知らせ〕 

 運営員より： 

 6 月 11 日（金）に荻窪体育館で杉並交流会があります。今年は「ハイパー・ピンポン」です。 
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 12:30 受付開始です。昼食は各自で摂ってください。 

 金曜日は公園清掃の日ですが、杉並交流会と重なるので、前日の木曜日に行います。 

 木曜日の午後にビル全体清掃は、木曜日の午前中に行います。 

 

5)「トイレ清掃の決め方について」 

〔問題提起〕 

 気になっている人より： 

 午後のトイレ清掃（上のトイレ）の希望者を募る時、「調理、洗い物、後片付けに参加した人」

という風に呼びかけていますが、買物やフロア清掃に参加した人も含めてもよいのではないでし

ょうか。 

〔結論〕 

 買物も昼食作りの一環ですし、フロア清掃も生活の場を維持する活動の一つですから、主旨か

ら考えると、当然トイレ清掃に参加することができるはずです。 

 恐らく、呼びかける時の呼びかけ方が限定的な表現になってしまっているので、誤解を生んで

いるのかもしれません。 

 

6)「上のトイレの床に貼るペット用トイレ・シートについて」 

〔問題提起〕 

 気になっている人より： 

 これまで、上のトイレの床に、男性が小便をしてこぼれた時に床が汚れないようにする工夫と

してペット用トイレシートを貼るようにしてきました。 

 ただ、そのトイレシートが塗れた上で、足で踏んだりするせいで、剥がれてグジャグジャにな

っているので何とかした方がよいのではという意見がでています。どうしましょうか。 

〔意見〕 

 ・下足でトイレに入ってシートを踏むからグジャグジャになるんだと思うんだけど。 

 ・そもそも、トイレは汚した人が自分で始末をするのが筋だと思いますよ。トイレシートを敷

いておくというのは「おしっこをこぼしても良いですよ」と言っているようなものだから、こぼ

しても誰もシートを交換するとか、掃除するとかしないので、グジャグジャになったままになる

んじゃないの。 

 ・1日に 1度は掃除していて、そのときはちゃんとトイレシートを貼っているんだけどな。 

 ・いつ誰が小便をこぼすかわからないから、トイレ掃除とは別で考えないと。 
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〔結論〕 

 トイレシートは貼らずに、様子をみることになりました。 

 汚した人は自分で始末をするように。 

 

7）「6月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 6 月の行事はカラオケに決定しました。 

 幹事は私ＮとＯさんです。 

 日程は 6月 29 日（火）です。10:00 に「すぎなみ１５１」に集合です。 

  

 

6 月 1 日（火） 

1）「6月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 6 月の行事はカラオケです。6月 29 日 10:00 に「すぎなみ１５１」に集合、10:30 出発です。 

 吉祥寺のお店に行きます。12:30～14:30 まで予約してあります。昼食は各自吉祥寺に到着し

てから 11:00～12:20 の間に摂って、12:20 にカラオケ店の前に集合です。 

 

2)「杉並交流会について」 

〔お知らせ〕 

 運営委員より： 

 今年の杉並交流会は、6月 11 日（金）に荻窪体育館でハイパー・ピンポンを行います。 

 12:30 から受付開始です。昼食は交流会の前に各自でとってください。 

 開会式など行って、ハイパー･ピンポンの競技が始まります。 

 決勝トーナメントの後、「歌」の会があります！ みなさん、ふるってご参加下さい！ 

 

3)「上のトイレについて」 

〔お知らせ〕 

 前回のメンバー・ミーティングで、上のトイレの床にはペット用トイレシートは貼らないこと
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になりました。しばらく、これで様子を見てみます。 

 みなさん、こぼさないよう！用を足して下さい！ 

 特に○○さん、気をつけて！ 

 

4)「旅行について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 今年の旅行は長崎に決まりました。航空会社の選定をしていましたが、最終的にはＪＡＬを利

用することになりました。 

 現在、旅行会社からの連絡待ちです。みなさん、少々おまち下さい！ 

 

5)「バスケットボール練習について」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 有志でバスケットボールの練習をやってみることになりました。初めてです。 

 7 月 14 日（水）15:00～17:00 永福体育館で行います。 

 言い出しっぺのＳさんは入院中です。 

 

6)「ソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 ソフト・バレーボールの練習日程のお知らせです。 

 6 月 16 日（水）中部センターの体育館で、いつもどおり。 

 7 月 7日（水）永福体育館で行います。アゲインの人たちも来ます。 

 

 

6 月 8 日（火） 

1）「ソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 ソフト・バレーボールの練習日程のお知らせです。 
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 6 月 16 日（水）中部センターの体育館で、いつもどおり。 

 7 月 7日（水）永福体育館で行います。アゲインの人たちも来ます。 

 是非、参加してください。 

 

2)「バスケットボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 7 月 14 日に永福体育館でバスケットボールの練習をします。 

 15:00～17:00 です。是非ご参加下さい。 

 

3)「6月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 6 月の行事はカラオケです。6月 29 日 10:00 に「すぎなみ１５１」に集合、10:30 出発です。 

 詳細はポスターを見てください。参加希望者はポスターに名前を書いてください。 

 

4)「杉並交流会について」 

〔お知らせ〕 

 運営委員より： 

 今年の杉並交流会は、6月 11 日（金）に荻窪体育館でハイパー・ピンポンを行います。 

 12:30 から受付開始です。昼食は交流会の前に各自でとってください。 

 体育館履きを忘れずに。参加する人はルールを見ておいてください。 

 

5)「昼食作りと予約」 

〔問題提起〕 

 気になっている人より： 

 昨日Ｓさんが怒っていました。 

 一部の人を除いて、昼食を申し込んでいるのに食事作りに参加していない人がいることについ

て怒っています。 

 昼食の予約の制度をやめたほうが良いのでは。 

〔意見〕 

 ・ずっと台所に立って昼食作業をするのが難しい人もいます。 
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 ・あのように強い口調で言われてしまうと、余計参加したくなるのでは。 

 ・包丁を使うのが苦手でも、洗い物なら得意な人もいます。人により得手、不得手があるとい

うことです。 

 ・その人その人に合った分担があるのではないでしょうか。 

 ・食事作りに参加できない人でも片付けはできるという人もいます。 

 ・今回の食事作りへの参加、協力状況と昼食の予約制度とは別々の問題だと思います。 

 ・ですから、昼食の予約制度を廃止しても根本的な問題は解決しないのでは。 

〔結論〕 

 昼食の予約制度は引き続き行うことになりました。（昼食を食べる人数が多いほうが食材も効

率よく購入できるし、実動できる人数割合も増えるので。） 

 昼食作りの参加状況の問題については、声のかけかたを少し工夫してみてはどうでしょう。 

〔その他〕 

 気になっている人より： 

 昼食に関連して一つ気になることがあります。 

 調理をするとき、各自レシピ本をよく読んでください。「細切り」と書いてあるのに「みじん

切り」にしていたりします。 

 あと、調子の悪い人は、「調子が悪い」いと一声かけてください。 

 

6)「サミットの広告について」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 昼食作りの食材を近所の八百屋やサミットに買いに行っていますが、昼食のメニューを考える

ときに、広告が手元にあって安くなっている食材がわかれば、メニューを考える参考になります。 

 サミットの広告は毎週水曜日に新しいものがサービスカウンターに出ますので、声を掛け合っ

て誰かが取りに行くようにしましょう。 

 

 

6 月 15 日（火） 

1)「ソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 ソフト･バレーボール合同練習のお知らせです。 

 6 月 16 日（水）中部センターの体育館です。 

 7 月 7日（水）永福体育館で行います。 

 是非参加してください。 
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2)「6月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 6 月の行事はカラオケで吉祥寺に行くことになっています。 

 幹事は私ＮとＯさんです。 

 10:00 に「すぎなみ１５１」に集合、10:30 には出発します。 

 カラオケは 12:30～14:30 で予約してあります。昼食はその前に各自で摂るようにしてくださ

い。 

 

3)「杉並交流会について」 

〔報告〕 

 運営委員より： 

 6 月 11 日に荻窪体育館で行われた杉並交流会でハイパー・ピンポンという競技に参加しまし

た。残念ながら下から 2番目の成績でした。 

 ネットの高さが前回より高かったらしい・・・？？？ 

 

4)「バスケットボールについて」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 有志でバスケットボールをやってみることになりました。 

 7 月 14 日に永福体育館を予約してあります。15:00～17:00 です。見学でも Okです。興味があ

る方は参加してみてください。 

 

5)「トイレの雑巾について」 

〔問題提起〕 

 気になっている人より： 

 上のトイレの掛けてある雑巾が多すぎるんじゃないでしょうか。 

 ごちゃごちゃしているし、どれでどこを拭くのかわからないし。 

〔対策〕 

 一度整理しましょう。汚れすぎた雑巾は捨てましょう。 

 ビル清掃用に 3枚、トイレ用に 1枚の計 4枚を常備しておくことになりました。 

 （雑巾整理担当：Ｏさんになりました。）よろしくお願いします。 
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6)「7月の行事について」 

〔募集〕 

 気になっている人より： 

 7 月の行事を決めていきませんか。 

〔候補〕 

 候補がとりあえず挙がりました。 

 ボウリング、映画、新国立美術館（オルセー美術館展）、動物園、トヨタ・ショールーム見学、

品川アクアスタジアム、三渓園、野球博物館、フジＴＶ 以上９点 

 

7)「クリーニングについて」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 そろそろ作業着とコタツ布団をクリーニングに出したほうが良いと思いますが、どなたかお手

伝いお願いします。 

 

8)「実習生の受け入れについて」 

〔お知らせ〕 

 職員より： 

 来週（6月 21・22 日と 6 月 24・25 日）、河北総合病院看護専門学校の実習生の受け入れをし

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

6 月 22 日（火） 

1)「食事の後片付けについて」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 食後、最後に食器を洗う人は忘れずに箸を食器棚にしまってください。 

 

2)「立て替えについて」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 食事の立て替えをした人は、立て替えボードにある自分の名前を各自で消してください。 

 

3)「7月の行事について」 

〔継続〕 

 気になっている人より： 

 先週のミーティングで挙がっていた候補の中から 7月の行事を決めましょう。 
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〔結果〕 

 7 月の行事は映画に決まりました。幹事はＳさんになりましたがもう 1人募集中です。 

 

4）「６月の行事について」 

〔連絡〕 

 幹事より： 

 6 月 29 日は行事でカラオケに行きます。10：00 に 151 集合、10:30 出発です。場所は吉祥寺

歌広場です。参加者募集しています。 

 

5)「旅行について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 今年度の旅行は長崎です。9月の 8.9.10 日で予定しています。明日（6/23）京王観光の児玉

さんが来所することになっています。京王観光のほうで考えていただいたモデルコースを採用し

たいと思います。各自目を通しておいてください。 

 

6)「松原教会のバザーについて」 

〔相談〕 

 職員より： 

 毎年参加している松原教会のバザーの参加申込書が来ています。今年度はどうしましょうか。 

 また、参加する場合には内容はどうしますか。 

〔結果〕 

 皆さんの意見： 

 今年も例年通り参加したいという声が多くあったため、今年度も「えび丸くん」で参加するこ

とになりました。 

 

7)「杉並区への要望書について」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 杉並区には現在、すぎなみ 151 のような地域の事業所が 11ヶ所あります。それらが集まり「杉

並区精神障害者共同作業所・グループホーム連絡会」という団体を組織しています。 

 連絡会の活動内容の一つとして、年に１度杉並区に対して精神保健福祉等に関する要望書を提

出しています。 

 今年度も要望事項を取りまとめる時期になりましたので、皆さんからの要望も募集します。 

 メモ書きでも口頭でも良いので職員までお伝えください。 
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8）「トイレの件」 

〔お願い〕 

 気になっている人より： 

 たまにトイレで用を足した後、流していない人がいます。後から使う人が嫌な思いをするので、

必ず流したか確認するようにしてください。 

 

9)「バスケットについて」 

〔連絡〕 

 バスケットマンより： 

 7 月 14 日（水）15:00～17:00 まで、バスケットボール用に永福体育館を予約してあります。 

初心者大歓迎。参加者募集中です。 

 

10)「喫煙テーブルの椅子について」 

〔相談〕 

 気になっている人より： 

 喫煙テーブルの椅子のクロスが汚いし破けていてみっともないので直したいのですが。 

〔意見〕 

 職員より： 

 丈夫なクロスと釘があれば直せそうなので、買いに行っていただければお任せします。 

〔結果〕 

 行事で吉祥寺に行った際に、ユザワヤでクロスと釘を見に行くことになりました。 

 

 

7 月 1 日（木） 

1)「旅行について」 

〔お願い〕 

 幹事より： 

 旅行参加希望者は、窓際に張ってあるポスターに名前を書いてください。7月 27 日（火）締

切りです。 

 

2)「区への要望書について」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 杉並区の事業所が加盟している連絡会では、毎年杉並区に対して事業所制度や皆さんの生活環

境改善に向けて要望書を提出しています。今年も取りまとめ作業が始まっていますので、皆様か

らも杉並区に要望したい事項がありましたら職員に伝えてください。 
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3)「ソフト・バレーボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 7 月 7日に永福体育館の予約がとれています。永福体育館でソフト・バレーボールの練習をし

ます。参加希望者はポスターに名前を書いておいてください。 

 

4)「バスケットボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 7 月 14 日に永福体育館で初めてバスケットボールの練習をします。参加希望者はポスターに

名前を書いておいてください。 

 

 

7 月 6 日（火） 

1) 「ソフト・バレーボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 7 月 7日に永福体育館の予約がとれています。永福体育館でソフト・バレーボールの練習をし

ます。参加希望者はポスターに名前を書いておいてください。応援・見学も歓迎です。 

 

2)「バスケットボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 7 月 14 日に永福体育館で初めてバスケットボールの練習をします。参加希望者はポスターに

名前を書いておいてください。体育館にバスケットボール用のボールがあるかどうか、7月 7日

のソフト・バレーボールの練習のときに確認します。 

 

3)「旅行について」 

〔お願い〕 

 幹事より： 

 旅行参加希望者は、窓際に張ってあるポスターに名前を書いてください。7月 27 日（火）締

切りです。 

 

4)「7月の行事について」 

〔お願い〕 

 司会者より： 

 7 月の行事は映画鑑賞になりました。現在候補映画が 11本挙がっていて、ホワイトボードに
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各映画の概略がわかる記事を貼ってあります。この中から決めますので、良く見ておいてくださ

い。 

 

5)「公園清掃について」 

〔意見聴取〕 

 職員より： 

 昨日の公園清掃で、参加者の方から色々と不満が出ていました。ちゃんとお聞きしておきたい

と思いますのでお話ください。何か認識違いもあるようですので、お話いただいた内容について

ご説明できると思います。 

〔意見〕 

 ①月曜日に完全に掃除が終わっていないのに切り上げたりすると、金曜日の掃除量が増えて大

変だと思うのです。 

 ②その時によって、今日はこれはやらなくて良いとか言われても、落ち葉が残っているのに辞

めるわけにはいかないのではないか。 

〔説明〕 

 皆さんが、一生懸命公園清掃をやって下さっていることは充分わかっています。 

 ただ、この公園清掃の仕事は区から委託を受けて実施しているものです。 

 もちろん、毎回完璧に清掃ができればよいと思いますが、その日の天候とか参加者の体調とか

体力とかも考慮しているので、ある程度の時間で区切るようにしています。 

 それと、収入となる年間の委託費が決まっています。ですから、毎回際限なく時間をかけて掃

除をすると、お支払する報酬が収入を超えてしまうという問題が出てきてしまいます。 

 委託契約ですので、「仕様書」というものがあって、使用すべき道具や使用してはいけない道

具の指定もあります。自分達が工夫して良かれと思ってやる方法が「仕様書」の指示にあってい

ないこともあります。例えば、砂場は鉄製の熊手を使うように仕様書では指示されているとか。 

 仕様書では、公園の利用者の迷惑とならないよう配慮することが求められています。 

 こうした事情がありますので、作業を始める前に付き添いの職員が現場の状況を見た上で、そ

の日に実施する清掃の範囲や方法を指示するようにしています。また、現場の作業状況を見なが

ら、利用者に迷惑がかかりそうな場合には、その清掃箇所の清掃を止めてもらうとか、清掃方法

を指示することがあります。 

 こうしたことについて、これまでちゃんと説明をしてこなかったことが認識の相違につながっ

ているのだと思います。 

 今後は、清掃を始める前に、参加者みんなで清掃する範囲や方法を打ち合わせてから作業を始

めるという方法もあると思いますがどうでしょうか。 

〔結論〕 

 職員が現場の状況を見た上で、作業内容や時間を調整をするというこれまでの方法で続けるこ

とになりました。 
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6)「トイレ清掃について」 

〔問題提起〕 

 気になっている人より： 

 トイレ清掃の担当者がトイレットペーペーの補充をしていないことがあるのではないか。 

〔分析〕 

 今日の具体的な例だと、トイレ清掃をした時にはまだトイレットペーペーが少し残っていて、

トイレ清掃をした後に入った人がトイレットペーパーが無くなったのに予備のトイレットペー

パーを補充していなかったということがわかりました。 

 トイレ清掃をする人も気をつけなければいけませんが、トイレを使う人も補充をするように再

度呼びかけをする必要があります。 

 

 

7 月 13 日（火） 

1) 「バスケットボールの練習について」 

〔お知らせ〕 

 バスケットマンより： 

 7 月 14 日（水）15:00 から 17:00 永福体育館でバスケットボールの練習をします。皆さん参加

して下さい。今回はとりあえず「すぎなみ１５１」のメンバーだけでやります。 

 

2)「7月の行事について」 

〔選定〕 

 7 月の行事は映画に行くことになっています。候補映画 11本の中から１本に絞りたいと思い

ます。 

〔結果〕 

 渋谷の Bunkamura の映画館で「アルゼンチン・タンゴ」を鑑賞することになりました。 

 幹事はＮさんとＳさんに決まりました。 

 7 月 27 日（火）に行くことになりました。 

 

3)「中部センターでのソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 次回の中部センターでのソフト・バレーボール合同練習は 7月 21 日（水）14:00～16:00 です。 

 

4)「杉並区への要望事項について」 

〔とりまとめ〕 

 職員より： 

 先週のミーティングでもお願いしましたが、杉並区の事業所が加盟している連絡会では、毎年
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杉並区に対して事業所制度や皆さんの生活環境改善に向けて要望書を提出しています。今年も取

りまとめ作業が始まっていますので、皆様からも杉並区に要望したい事項がありましたら挙げて

下さい。 

 

5)「食中毒防止の協力依頼について」 

〔お願い〕 

 職員より： 

 食中毒の発生が多くなる季節になり、杉並区からも予防の指導についてのプリントが来ていま

す。 

 既にやっていただいていますが、調理の前に手を洗う、トイレの後には手を洗う、食器を触る

前には手を洗う、生物を触った後手を洗う等。 

 ウンコは直に触らないこと！ 

 

6)「自助グループ『ヒューマン・クリエーション』について」 

〔お知らせ〕 

 主催者より： 

 来週の木曜日 7月 22 日、「すぎなみ１５１」にて「ヒューマン・クリエーション」を行います。

12年前から活動しています。通算約 500 名が参加しています。是非ご参加下さい。 

 

8)「8月の行事について」 

〔候補聴取〕 

 司会者： 

 そろそろ 8月の行事を検討しましょう。 

 候補を挙げて下さい。 

〔意見〕 

 ボウリング、釣堀、カラオケ、水族館、スイカ割り、プラネタリウム、花火、水上バス、脳涼

会、野鳥公園、卓球、博物館、新車ショールーム、ソープ、美術館、パチンコ大会 

 幹事希望者募集中です。 

 次回決めましょう。 

 

9)「旅行について」 

〔相談〕 

 幹事より： 

 1 日目の夜に、ロープウェイに乗って展望台まで行って夜景を見に行くか、それとも希望者だ

けにするか、とりあえずまとめたいと思います。 

 参加申込み表に、夜景観光に行きたい人は「○」、行きたくない人は「×」をつけて下さい。 
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7 月 20 日（火） 

1) 「Ｍさんの新しい名前（通称名）を覚えてもらいたい」 

〔お願い〕 

 Ｍさんより： 

 私のことを通称名Ｒ．Ｕ．で覚えて下さい。 

〔確認〕 

 ミーティング参加者より： 

 覚えました。 

 

2) 「中部センターでのソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 明日 7月 21 日（水）14:00～16:00、中部センターでのソフト・バレーボール合同練習です。 

 皆さん参加して下さい。参加する人は参加表に名前を書いて下さい。 

 

3)「杉並交流会の反省会について」 

〔お知らせ〕 

 運営委員より： 

 7 月 23 日（金）に先日参加した杉並交流会（ハイパーピンポン）の反省会があります。行き

たい人は一緒に参加して下さい。 

 

4)「8月の行事について」 

〔選定〕 

 司会者より： 

 先週のミーティングで 8月の行事の候補が挙がっています。 

 この中から決めたいと思います。 

ボウリング、釣堀、カラオケ、水族館、スイカ割り、プラネタリウム、花火、水上バス、脳涼会、

野鳥公園、卓球、博物館、新車ショールーム、ソープ、美術館、パチンコ大会 

〔結果〕 

 ボウリングに決まりました。 

 場所は吉祥寺の第一ホテル地下にあるボウリング場 

 幹事はＴさんＯさんに決まりました。よろしくお願いします。 

 日程はこれから幹事さんが決めます。 
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7 月 30 日（金） 

1) 「8月の行事について」 

〔お知らせ〕 

 幹事より： 

 前回のミーティングで、8月の行事はボウリングに決まりました。 

 日程は 8月 5日（木）になりました。10:00「すぎなみ１５１」に集合、10:30「すぎなみ１５

１」を出発、11:15 第一ホテル前で一旦昼食の為解散、12:20 昼食後第一ホテル前に再集合、 

12:30 ボウリング開始 2ゲームです。 

 

2)「旅行について」 

〔報告〕 

 幹事より： 

 その後進展ありません。旅行会社の担当者からの連絡待ちです。 

 

3)「東京都スポーツ交流祭（ソフト・バレーボール大会）について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 今年の千駄ヶ谷の東京体育館でのソフト・バレーボール大会は、11月 18 日（木）です。 

 申し込むチーム名は「ちょこっとボヨヨンズ」でよいでしょうか。 

 キャプテンは？ 

〔確認〕 

 「ちょこっとボヨヨンズ」で良いです。キャプテンはＳさんとＯさんです。 

 

4)「杉並区地域自立支援協議会の地域移行促進部会からの依頼について」 

〔相談〕 

 職員より： 

 杉並区では杉並区地域自立支援協議会というものがあって、その下に地域移行促進部会という

のがあります。その地域移行促進部会では、現在、地域生活の中で医療にかかるときに当事者の

人たちが困らないようにと「私の健康ノート」というものの製作検討をしています。 

 そのサンプルが出来上がり、モニターとして試しに使ってくださる方を 2名募集しています。 

 ここにその実物がありますので、今ここで回してみて頂き、ご検討ください。 

〔意見〕 

 メンバーより： 

・こんなの使うのは嫌です。 

・人を馬鹿にしています。 

・困っていません。 

・持ち物が増えるし大きすぎます。 
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・そもそも中身がおかしい。 

・ファイルの表紙はキレイだからほしいです。 

・持ち物が増えて個人情報も沢山書かなければいけないから、失くしたりしたら大変だと

思うと、心配が増えて困ります。 

・手間が増えるだけで何の役にも立ちません。生活の負担が大きくなるだけです。 

等 

〔結論〕 

 だれも使ってみたい人はいませんでした。 

 

5)「中部センターでのソフト・バレーボール合同練習について」 

〔お知らせ〕 

 キャプテンより： 

 次回の中部センターでのソフト・バレーボール合同練習は 8月 18 日（水）14:00～16:00 です。

いつもの通りです。 

 

以上 

 

 
4.【さんぽみち】～河田隆利エッセイ～ 

 
ヤマモモの実が熟れる頃 
～拝啓オヤジ様～ 

 

 

 ｢飛行機がおりたら、そこは雨だった。｣  

と、まるで有名な小説家の名作の書き出しのようだが、東京の夏模様の空の輝き

から、まるで秋の驟雨
しゅうう

の冷たい空気が肌を震わせる梅雨の真っ只中に到着したの

だ。 

 

 ６月 24 日の夕方、すぐ上の兄から突然電話があった。 

 父が亡くなったので「帰って来い」というのだ。それで翌日何とかインターネ

ットで飛行機の予約をとり帰郷する事となった。  
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 25 日は通夜の日で、夕方着いた葬儀場での叔父や叔母の姿を見るとまるで、映

画｢ニュー・シネマパラダイス｣のトトがローマからアルフレードの葬儀の為にシ

シリーに帰ってきたかのように、昔の面影や優しさがそのまま老いていて時代の

流れに触れて思わず泣き出したかった。  

 

 昔からの従兄弟たちとの会話が、わずか昨日会ったばかりのように受け入れて

くれた事が有り難かったし、外の風景を眺めれば山は薄霧に隠れ、里の雨は次の

雨に追い立てられるように慌ただしく降っている。  

 

 通夜の父は静かに横たわり、顔を被っている白布をとると 94 歳と云う齢に、流

石に頬肉が落ち体躯は細々となっていた。その夜には兄からここ 8～9 年の様子を

聞いたのだが、ボクは相槌を打つしかなかった。 

 葬儀の朝、兄弟や叔父などで布団ごと棺桶に移すのだが、身体から出てくる水

分が冷ややかに感じ、屍の寂しい姿を思い知らされるのだった。そうして納棺師

が納棺の儀を行うのだが、叔母の指示により厳かに行われた。 

 

 

 拝啓 オヤジ様 

 思えばボクとオヤジとは、あまり話した事がありませんね。話して

もいつも怒っていたオヤジ様でした。普通の家庭とはちょいと変わっ

た家庭でしたね。いろんな事を云いたかったけど、この小さな骸の前

では何も云えません。ちょっとオヤジは卑怯です。あれもこれも、ま

たあの時の事も話し合いたかったのですが、もうお互いの腹の中で収

めておきましょう。 

 いつも帰郷する時は、松山まで迎えに来てくれたが、それが言葉足

らずのオヤジ様の照れ隠しだったのかも知れませんね。 
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 焼き場で最後のお別れをする時、ボクは帰郷の途中。絶対泣かないぞと思って

いたのだが、思わず｢オヤジ・・・このっ！クソオヤジ｣と叫んで慟哭してしまっ

た。その続きの言葉を云いたかったが、それ以上は言葉にならなかった。 

 

 従兄弟たちによると、もうヤマモモの収穫時期だがこの雨だと収穫に行くのも

無理らしいです。でも総てが終り、また総てが始まるような気が何となくします。

それはオヤジの死によって、兄弟・親戚との新しい絆が深まったような気がした

からです。 

 

 

  拝啓オヤジ様 

 東久留米の友達の庭に実るヤマモモが熟したので昨日御裾分けして

頂きました。一部はジャムにして下さり、あの懐かしいヤマモモの味

を味わいました。 

 ヤマモモと云えば、熟した紫色の実を昔よく採りに行きましたね。

日持ちが悪いので塩を少々かけて、天井から吊るした竹かごに入れて

いましたが、その当時私は背が低かったので、母親や兄たちにとって

くれてよく食べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマモモの実 ヤマモモの木 
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 それから母の墓には、好きだった

煙草を一本。野百合とココナッツの

香りを漂わせるクチナシの花を一輪、

それも活けておきました。 

・・・どうぞご一緒に成仏して下さ

いと、今は素直に云える事ができま

す。 

 

       オヤジ様 さようなら。 

 

5.【ホーム・ページ開設のお知らせ】 

 

 ホーム・ページを開設しましたので、URL をご案内いたします。 

 

 まだ内容は充実していませんが、少しずつ改良していきたいと思います。 

 「すぎなみ１５１便り」のバック・ナンバーもホーム・ページから御覧いただ

けます。 

 

 ぼちぼち Google でも Yahoo でも検索に掛かってくるようになりました。 

 法人名の「クレオソーレ」で検索したほうがヒットしやすいようです。 

 

一般社団法人クレオソーレ: （すぎなみ１５１を運営する法人です。） 

  http://www.creosore.or.jp/ 

 

すぎなみ１５１: （クレオソーレのホームページのメニューからも見ることがで

きます。） 

  http://www.creosore.or.jp/suginami151/suginami151_top.html 

クチナシの花 
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6.【今月の「駄洒落クイズ」】 

言葉の魔術師『謎の男 Mr.Y』が出題する、今月の駄洒落クイズはこれだ！ 

 

プライドの高い人の小便のやり方は？ 

 

      答えは来月号に掲載されます。 

 

5月合併号の出題と答： 

出題： なげいて、ため息をつく人の体形は？ 

答 : 短足（嘆息：たんそく） 

 

7.【おこまり寄席】 

 

「貸し借り」 

         井古井亭猫雀 

  

 え～、毎度お運びいただき有難う存じます、井古井亭猫雀でございます。 

 今回は「続き物」でございますので、お話の途中、時間のよろしいところまで

で、続きはまた今度ということになりますが、宜しくお付き合いの程。 

 

 しかし、この憩い亭の高座は良いですね～。今日も小汚い薄っぺらな座布団を

敷いて座っておりますここ「憩亭
いこいてい

」の畳の間は、普段は体がだるい時や眠たいと

きなどにゴロゴロと寝たりする場所なんですな。 

 こうして高座に上がっておりますと、だんだ～んと眠たくなってきたりします。 

 あ゛～眠くなるぅ～～、ウ～眠～くなって～まいりました～。本日のお話は～

あ～ここまで～、ってなことになってまいりましたが、瞼
まぶた

をこうやってマッチ棒

でつっかえ棒いたしまして、菱形の眼
まなこ

でお話しを続けてまいりましょう。 
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 「貸すは安し、借りるも安いが、取り立て返済地獄まで」と申しまして、え～、

「貸すも地獄、借りるも地獄」とも申しますが・・・ えっ？そんなの聞いたこ

とがない？ ええそうでしょう、そうでしょう。たった今私が考えました～、は

い。アドリブっちゅーやつですね。 

 世の中「借り上手」という人もいれば「貸し上手」という人もいらっしゃるよ

うで、まぁ、中には「『取り立て上手』ですぅ～」、なんて自負している方もいら

っしゃるかもしれませんが、実はそう簡単にはいかないようでございます。結構

皆さん苦労されていらっしゃる。ましてや、「返し上手」な～んてのは聞いたこと

がございませんな。今日はそんな小噺を一つ。 

 

 「ぃよっ！ 留
とめ

吉
きち

！ 景気はどうだい？」 

 

 「おぅ、金
きん

さん、今日も元気だねぇ～」 

 

 「んで、景気はどうだい？」 

 

 「景気景気って、金
きん

さん何言ってやんでぇ！ 景気なんざぁいいわきゃねぇだ

ろぅ。このご時勢だ、景気がいいのはお代官様くれぇだよ。」 

 

 「まぁ、そうは言っても、この界隈じゃ真面目で働き者で名の知れた留
とめ

のこと

だ。おいらにくらべりゃぁ、ちぃとはましじゃねえかよ。」 

 

 「ぬぁ～にいってやんでぇ。おめぇの名前のほうがずっと景気がいいじゃねぇ

か。なんつったって『金
きん

』って名前ぇ授
さず

かってんだから。」 

 

 「何つまんねぇことぬかしてやがんだ。一つ相談なんだがな・・・うぅ～ん・・・」 

 

 「おいおい金
きん

さんよ、どっか具合悪いのか？ そんな『うぅ～ん』なんてうめ

いたりして。」 
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 と、留吉、うつむく金
きん

次
じ

郎
ろう

の顔を覗き込む。 

 

 「うぅ～～～～ん。『ぷぅ～っ』」 

 

 「なんでぃ、しんぺぇしてる人のツラの前で屁ぇ放
ひ

りやがって。」 

 

 「すまねぇ、すまねぇ。心
しん

屁
ぺ

ぇが出ちまった。」 

 

 「何言ってやんでぇ、こいつは。」 

 

 「で、留
とめ

よ、時に相談なんだがな・・・うぅ～ん・・・うぅ～ん・・・」 

 

 「おぃ、もう一発来るか？。」 

 

 「いゃ～、もう出ねぇ。留
とめ

、ちょっとメシでも食いに行かねぇか。おごるから

よ。」 

 

 「なんだい、金
きん

次
じ

郎
ろう

、気味悪ぃな～、おめぇが人に『おごる』だなんて。これ

から裏の与一
よい ち

ん家
ち

のちゃぶ台を直してやんなきゃいけねぇんだよ。また今度な。」 

 

 そう断られた金
きん

次郎
じろ う

は、腕をこう組んで、頭をたまに右にコクリ、左にコクリ

と傾けながら、思案げに一人、当てもなく歩いておりました。 

 

 茶店「土
ど

糖
とう

留
る

」の前を通りかかると、縁台で一人煙管
きせ る

をふかしながら流れる雲

をボケ～っと眺めている清
きよ

兵
べ

衛
え

を見かけました。 

 金次郎は、はたと何かを閃
ひらめ

いたように目を大きくし、霧がふっきれたような明

るい顔になったかと思うや、つかつかつかっと、清
きよ

兵
べ

衛
え

が腰掛ける縁台に向かっ

て行きました。 

 

 「ぃよ～っ、清
きよ

兵
べ

衛
え

！ 景気はどうだい。」 
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 「おぉ、金
きん

じゃねぇか。最近仕事してんのか？」 

 

 「仕事してたらお天道様が昇ってる今頃ほっつき歩いてたりしねぇよ。」 

 

 「ま、そうだな。こんな景気だ、仕事したくたって、そうそう都合のいい仕事

にありつくのは難しいやな。」 

 

 「まぁそんなところだ。時に清
きよ

兵
べ

衛
え

、ものは相談なんだがな、数日これ（と言

って人差し指と親指で輪っかを作って、ひっそり見せる）用立ててくれねぇか？」 

 「なんでぇ水くせぇ。おめぇと俺の仲じゃねぇか。困ったときはお互い様よ。

で、いくら入用
いりよう

だい？」 

 

 「うぅ～ん言うのかい？」 

 

 「言うのかいって金
きん

よ、おめぇ言わなきゃ分からねぇだろが。」 

 

 「言うのかい？ そうかい、おめぇ言ってみろ。」 

 

 「何言ってんだろね、こいつは。俺がおめぇに聞いてんだよ。で、いくら入用
いりよう

な

んだい？」 

 

 「言うよ、言っちまうよ、ちゃんと座ってるか？ 腰抜かすなよ。」 

 

 「俺はさっきからこの縁台に腰掛けてんだろ。金
きん

よ、ちゃっちゃと言いねぇ。」 

 

 「うぅ～ん、幾らにしようかな～・・・。」 

 

 「おめぇ、ふざけてんのかよぉ？ 必要なだけ言やぁいいだろが。」 

 

 「決めたよ、一両だ！」 
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 「・・・ い、い、一両。うぅ～ん。」 

 

 「清
きよ

兵
べ

衛
え

、どこか具合でも悪いのか？ 屁でも放
ひ

る気か？」 

 

 「いゃ～、だ、大丈夫だ、俺をみくびるな。この清
きよ

兵
べ

衛
え

が助けてやれねぇこと

はねぇ。」 

 

 と、清
きよ

兵
べ

衛
え

は懐手をして、天を仰ぎながら何やらごそごそと探
さぐ

っておりました。 

 「金
きん

よ、いいか、手ぇ出せ、手。ここに一両ある。（と言って、金
きん

次
じ

郎
ろう

の手に握
あく

手
しゅ

をするように握らせ）何に使うかなんてぇ野暮なことは訊
き

かねぇ。借用書？ お

めぇと俺の仲だ、借用書なんか無くたって俺はおめぇを信用してるさぁ。でも、

これ、くれてやるってわけにゃぁいかねぇんだから、時が来たら返してくれよ。

それと、うちのカカアには言うんじゃねえぞ。ご隠居さんにも言うんじゃねえ。

裏の婆さんにも言うんじゃねぇよ。和尚
おしょう

にも言うんじゃねえ。夜が明けた頃には

江戸中の噂になっちまうからな。俺にも立場ってぇもんがあるからよ。」 

 

 清
きよ

兵
べ

衛
え

はしばらく名残惜しそうに金
きん

次
じ

郎
ろう

の手を握っております。金
きん

次
じ

郎
ろう

は散々

約束やら礼やらを言いながら手を引っ張ると、清
きよ

兵
べ

衛
え

はさらに名残惜しそうに引

っ張り返すという具合に、しばらく二人で引っ張り合いっこをしておりましたが、

烏がカアと無く頃には、握りっぱなしの清
きよ

兵
べ

衛
え

の手は汗で濡おりますので、金
きん

次
じ

郎
ろう

が手を引き寄せたらヌルっと手が離れましたので、金次郎、ようやく茶店を離れ

て行きました。 

  

 金次郎は懐をしっかと押さえ、なにやら独り言を言いながら暮れ行く街を歩い

て行きます。 

 

 「え～っと、差配人
さはいにん

（大家）に待ってもらってる三月
みつ き

分の店賃
たなちん

が千五百文だろ、

八
はち

兵
べ

衛
え

におごってもらった飲み代十合ほど四百文くらいおごり返してやんなきゃ

なぁ。彦衛門に用立ててもらった五千文を今日持っていくって約束してるだ

ろ・・・ありゃ？ 千五百、四百、五千・・・え～とぉ～・・・六千九百ぅ～。
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足りねぇじゃねぇか。畜生め。清
きよ

兵
べ

衛
え

から二両もらっときゃぁよかったな～・・・。」 

 と、通りかかった蕎麦屋に与
よ

助
すけ

を見かけるや、金
きん

次
じ

郎
ろう

も蕎麦屋に入っていきま

した。 

 

 「おぅ、与
よ

助
すけ

。おごってやるよ。」 

 

 「いよ～、金
きん

じゃねぇか。ぐひっ。何でぃ随分景気のいい事言いやがって。お

い、みんな聞いたか。金
きん

様がおごってくれるとよ。ぷは～、ぐひっ。」 

 

 「遠慮すんなよ。お～ぃ、おミヨちゃん。俺のおごりだ、二合つけてやってく

れ。」 

 

 「おりゃ～もう随分飲んじまった～。ぐひっ。まぁいいか。ぐひっ。お～っと

っとっと～、もったいねえ溢
あふ

れちまったじゃねぇか。」 

 

 「まあ、飲め飲め。こんなご時勢だ。酒でも飲まなきゃやってられねぇだろ？」 

 

 「うい～っ。ま、そうだな。ぐひっ。金
きん

、おめぇも飲めよ。おめぇの払いだ。

まぁ遠慮するな。ぐひっ。」 

 

 「そりゃそうだな。ぐびっ、ぐびっ。ん～、ぷは～。うめえな～。なぁ与
よ

助
すけ

、

今日は遠慮なく飲め。今日は俺の払いだ、遠慮はいらねぇ。だからって～んじゃ

ねぇが、一千文程ちっくら用立ててくれねぇか？」 

 

 「一千文～、おめぇ～馬鹿言っちゃいけねぇ。俺にそんな金あると思ってんの

か？えっ？ぐひっ。うい～っ。」 

 

 「それもそうだな～。じゃぁ与
よ

助
すけ

よ、一
ひと

さし程でもいいよ。」 

 

 「・・・うむ～。ぐひっ。一
ひと

さしな。一
ひと

さし、一
ひと

さし・・・。訳ねえよ。一
ひと

さ
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し。いいよ。一
ひと

さしな。この店出たら用足してやるよ。ぐひっ。」 

 

 「おう、ありがてぇ。恩に着るよ。じゃぁ俺も飲むかな。今日は飲むぞ。」 

 

 そう言うと、金
きん

次郎
じろ う

と与
よ

助
すけ

はしたたか酒を飲み交わしておりました。金
きん

次郎
じろ う

も

大分酔いが回ってきまして、仕舞には突っ伏して眠り込んでしまいました。 

 

 蕎麦屋のミヨに「ねぇ、金
きん

さん。起きなよ～。ねぇ、金
きん

さんたら～」と揺り起

こされて周りを見渡すと、店には金
きん

さんの他に誰もいなくなっておりました。 

 

 「あれ？ 与
よ

助
すけ

は？ 俺の一
ひと

さし、俺の一千文は何処行きやがった？」 

 

 「何言ってんだろうね、金さんたら。寝ぼけてるよ、この人。与
よ

助
すけ

なら、とう

に帰っちまったよ。外で用まで足しちゃってさ。金さん、今日の飲み代はちゃん

と払っていってくれるんだろね。うち、困るよ。払ってくんなきゃ。」 

 

 「何で俺が払うんでぃ。」 

 

 「だって、あんたがおごってやるだの何だのって気前のいい事言ってたんだろ？ 

さあ、払っておくれよ。六千文。」 

 

 「六千文？ おミヨ。何言ってやんでぇ。蕎麦屋の代金が六千文なってこた～

ねぇだろ。」 

 

 「あら、金
きん

さん、今更何よ。店の客み～んなに振舞っちまったくせに。おまけ

に、『おめーらのツケも任せとけ』だなんで大見得切っちゃってさ～。」 

 

 「おミヨ、おまえ、六千文って知ってっか？ 六千文ってのはな・・・え～っ

と、え～っと、一両ってこったぞ。」 
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 えぇ～、続きは来月か、はたまた再来月か、気が向くときまでのお楽しみとい

うことで。 

つづく 

広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 

 
 

 
 しばらくお休みをしていました「クリエーション」を「ヒューマン・クリエー

ション」と名称を変更して再開しています。 
 「ヒューマン・クリエーション」は精神科ユーザー当事者の為の自助グループ

です。「すぎなみ１５１」のメンバーでなくても参加できます。 
 「すぎなみ１５１」の一部を使わせてもらい実施しています。 
 
  開催日：毎月第 3木曜日 
   （変更することもありますので、必ず事前にお問合せ下さい。） 
  時 間： 14:00～16:00 
  場 所： すぎなみ１５１ 和室 
  対象者： 精神科ユーザー 
  参加費： 無料 
  問い合わせ先：03-3325-9275（「すぎなみ１５１」内） 
    担当：森重 
 
 この自助グループは、当事者のみで運営している当事者のグループです。自分

の気持ちや体験を参加者で分かち合います。 
 
 やっぱり同じ苦しみを経験した者同士でしか分かり合えないことってあるんで

すよね。「ああ、こういう苦しい体験をしたのは自分だけじゃないんだ」ってこの

「ヒューマン・クリエーション」で分かった人が、その後気持ちが軽くなったん

だそうです。 
 
 あなたも「ヒューマン・クリエーション」に参加してみませんか！ 
広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 
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8.【我ら西永福妄想族】～１５１文芸部作品～ 

 

夏の日 

                   森重寿一 

 

   僕はひとり夏を泳ぐ 

 

   まぶしい夏の光が 

 

   キラキラと君を映す 

 

   女は男のわがままを許し 

 

   男は女がわがままを許したと気づかない 

 

   ああ 夏は二度目になり 

 

   波打際の砂の城のように 

 

   夏の恋ははかない 

 

   ひとの人生のように 

 

   でもへこたれない 

 

   きみを守るため 

 

   強くなるよ 

 

   ありのままそのままのぼくで 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                      2010年 6・7・8月合併号 No.21 
 

 
45 / 60 

9.【ヨッチン文学】 

 

虹
にじ

 

         ヨッチン 

 
キミの涙も、キミの笑顔も、天は見ている! 
    楽しかった事も、苦しかった事も、天は見ている! 
         キミの嘘

うそ

も、キミの秘密
ひみつ

も、天は見ている! 
                何

な

故
ぜ

？ 何故？ 何故なら―! 
 
  涙や汗や苦しみを 雨で流し去ったあとに、 
                “虹

にじ

”が出来るじゃないか!! 
 
     ひとつ、ひとつの色に、思いをたくそう! 
     美しくも、はかない七色の弓は、青春の証

あかし

! 
     思いなかばで、消えてしまっても、 
                又会える時が来る! 
 
     七色に輝

かがや

く、女神のドレスか! 
     天は囁

ささや

く 
     「心を七色に彩

いろど

れば、 
          いつかきっと夢はかなう!! 
              みんなひとりではない!!」 
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10.【銀坊の窓】 

銀坊の起稿・気炎万丈 

      日本 DMD クラブ 

      ピア・サポート隊・吉田銀一郎 

 

私の視点 

「障害者区議会」区長へ提言より 

 「やらせ」はタウンミーティングの他にあった。杉並区は全国で始めての試み

として平成 14 年 12 月から障害者本人の声を聞く場として、障害者福祉施策の推

進にあたり、その施策に関する意見を集約する必要性で、諮問機関「障害者福祉

懇談会」が設置されている。所掌事項は生活環境の改善、福祉サービス、区民啓

発等に関することと成っている。それは、障害者基本法に「障害者の日」を契機

に区民から理解と認識を深め、障害者の保健福祉を推進するため毎年 12 月に「障

害者週間事業」の一環として「障害者区議会」を開催している。参加対象は三障

害者の重度身体・知的・精神障害者と成っている。本人の声は重要なことだ。只、

初年度の発言者の全員が区の施設や作業所通所者に限られた。傍聴者のアンケー

トには、この件で多くの区民からクレームがあった。当初からセレモニー的内容

で、それは開催担当部署の誉れの様相が大でした。次年度からは施設や通所者に

限らず、発言者の人選はアンケートの間に善処した区の障害者施策諮問機関であ

る「障害者福祉懇談会」の委員内部には、初年度から「障害者区議会」のセレモ

ニー的様相に議論したと報じている。そして、今年度の「障害者区議会」を 1ヶ

月後とした。 

 11 月 16 日に、昨年度の当議会での提言に対して区側からの進捗状況が届かない

中で、精神障害者グループの担当部署で、ミニリハーサルが実施された事実があ

った。真の発言原稿作りとは、従前から提言した事項に対して区側から届いた進

捗状況を基に思考し提言の原稿が作成されるものだ。しかも、今回の発言者の人
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選も、初回と同じく、区施設や作業所の通所者に限定して、そのうえこの限った

障害当事者会の中から、発言者を選んだことで、従前からの提言事項をも吟味せ

ずした。今回の発言者は総て初回で無知をいいことに「やらせ」でミニリハーサ

ルの現場を傍聴してしまった。他の障害グループでも大差はないと、「障害者福祉

懇談会」の諮問委員談話した。 

 なぜ「やらせ」に成ったのか、傍聴後に担当部署職務係に問うた。それは見聞

と同時に「開いた口は閉らない」 その返答は「障害者区議会」の開催が 1 ヶ月

後で、進捗状況が届かなくても発言者に各々原稿の要旨を話し、開催当日のため、

間に合う様に一言！！これぞ「やらせ」の見本で、独断偏見も度を過ぎると更迭

以外に言葉を失うと断言した。今後夢々斯様な役所イベントに御注意を！！今年

度で 5回目と言うのにですよ！！それに況して、後日の報告内容は、昨年度の障

害者提言に対しては 11 月 24 日現在、区側各関連部署からの「進捗状況」を集約

の上プリントアウトするとの為体でした。昨年度の答弁にある「提言は真摯」に

受け止め「中間報告を早い時期」にとの関連部署の答弁のどこに「信憑性」があ

るのでしょうか？と共に区側各関連部署の障害当事者と真なる「障害者区議会」

の本意が明確に理解できず、開催区側の誉れの事業ではなく、提言障害者を主要

とするならば、よりよい意識改革をお願い申します。 

2006.11.24(金) 

 

☆結果的には、平成 17 年度の障害者区議会での提言事項に対しての、区側からの 

 進捗状況は、平成 18 年度当区議会、提言原稿締切日の平成 18 年 11 月 17 日、 

 期日後の平成 18 年の 12 月 12 日という、当区議会開催の 2日前で午前 10 時 53 

 分にＦＡＸ通信でした事実！！ 

☆今回程、信頼出来る『杉並区民オンブズマン』の出番を想った事はありません 

 でした。今後にこそ熟慮する決意を固めました。 

2007.1.15(月)考察 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                      2010年 6・7・8月合併号 No.21 
 

 
48 / 60 

 

私の視点「Q＆A」 

 

「杉並区障害者区議会」－区長へ提言の後日談 

日本 DMD クラブピアサポート隊 吉田銀一郎 

 2007 年 2 月号の当集団ニュースに記載された通り、2006 年 11 月 24 日付の「Q」

でしたが、過日 2007 年 1 月 18 日付で「A」（下部の内容）なる返書が区長名で郵

送されて来ました。今般の返送内容には、充分とは申せませんが、私たちの提言

を一応傾聴されたように（70 点）受け止めることにしました。 

 今回の障害者区議会運営に関する、異論・提言は、昨年の（2006.5.16）が最初

です。その提言書簡は 4回に到りました。初回の返書は係長名、次に課長名、次

には部長名、そしてやっとの想いからか、トップの区長名となった次第です。 

 これを観れば、世間で言う、役所仕事と悪評の実態と実話です。根幹とする障

害当事者の実情と真実を蔑ろにした。机上の論。独断偏向。事後承諾が最大の障

壁でした。 

 

 私たちは必ずしも、当障害者区議会の開催に「No」と言っているのではありま

せん。障害者区議会と冠をつけるのならば、セレモニーではなく、信に提言障害

当事者を主要とする実証と、当区議会の運営事務局を設けて障害当事者の参画を

もって開催すれば、しいては障害当事者と開催区側の誉れに後日談として発展す

ると想うのだが！！ 

 以下は区長名に依る返書内容です。御一読下さい。そして一言！！真実と仁慈

に勝るものなし！！ 

2007.3.17 
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        平成 19 年 1月 18 日 

吉田 銀一郎 様 

        杉並区長 山田 宏 

 

日頃から、区政についてご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 今年度、5回目を迎えた障害者区議会に関しお寄せいただいておりましたご意見

について、大変遅くなりましたが、先月 14日の開催状況を踏まえてお答えします。 

 

1.「進捗状況」の取りまとめについて 

  障害者区議会における主な質問に関する 1 年間の取り組み状況を概括した資

料の作成が、遅れたことは残念かつ申し訳なく思います。今年度は、担当の所管

課にとり、障害者自立支援法への対応が急務となっていた事情をご賢察ください。

次年度は、もう少し早い時期に公表できるよう努力し、質問の検討にも役立つよ

うにしたいと考えております。 

2.質問者（発言者）の人選等について 

  できるかぎり多くの障害者が、質問に立つ機会を得られることが大切であるこ

とはご理解いただけると思います。今回の質問者（発言者）の人選も基本的には

このような考えで進めたものですが、進め方について、一部公平性等に問題があ

るという趣旨のご指摘をいただきました。今後、このような疑義を持たれること

のないように、より開かれた適切な人選を行うように、十分留意します。 

  今回の障害者区議会には、36名の障害者議員の参加がありました。今回の議

会にも示されたように、区政への質問や意見の内容を豊かなものとし、限られた

時間の中で分かりやすく発表するために、さまざまな工夫・努力がなされていま

す。これからも、杉並区独自の取り組みである障害者区議会が、障害者の主体的

な意見表明の場として有意義な機会となるよう区としても努力したいと考えて

います。 

  今後とも、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

         吉田 銀一郎 
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11.【一美の密室】 

 

 「おこまりさん」の執筆を少しお休みしていたら、読者の皆さんから「一美さ

ん、どこか具合でも悪いの？」という問合せを沢山いただきました。 

 ご心配お掛けしました。私は大丈夫です。 

 

 さて、今月号も「一美の密室」で、あなたと私、この密室で楽しみましょうね。

うふふふっ 。 

 

 今日は、カタツムリさんのお話。 

 

 実は「カタツムリ」という種類はいないんですよ。 

 すべての種類は、「～マイマイ」と言います。 

 

 「マイマイ」は、雌雄同体で、1匹でも繁殖することができちゃうんですよ。但

し、産卵数は少なくなるのですけどね。 

 雄性先熟で、雄の機能が先に成熟します。 

 

 梅雨時に、アジサイの葉によく見かけますね。 

 

 「マイマイ」の一部の種は、新芽や果実、花などを食い荒らす害虫として、農

家では嫌われています。都会では、かなり少なくなってきているようですね。 

 

 実は、新聞紙やチラシも食べるんです。ヤギさんみたいよね。 

 集音器で聞くと、食事中の音が良くわかります。さて、どんな音でしょうね。 

 

おわり 
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12.【今月の４コマ漫画】     作：尾駒 利一朗 
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13.【ミツエの気持ち】 

 

 こんにちは、ミツエです。 

 私のおばから教えてもらいました。 

 歌を紹介します。 

 これは男性が女性に会いたいという恋の歌です。 

 

でんでらるるなら 

でてくるばってん 

でんでられんけん 

でられられんけん 

でんけんこんけん 

こんこられんけん 

こられられんけん 

こらえて 

はいよんかー 

 

 という歌です。 

 

14.【ヒロミの気持ち】 

 

 7月21日に中部バレーボール大会で2回みんなのおかげで勝ってうれ

しかった。 

 24 対 25 で、みんなサーブが入ったり協力しあったりして、勝てて楽

しかった。 

        中西 ひろみ 
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15.【「すぎなみ１５１」スタイル】 

 前号では、「苦しみのスパイラル」を思うに任せて描いてみました。 

 

 今月は地域主権（あるいは地方分権）と福祉制度について考えてみたいと思い

ます。 

 

 地域主権（地方分権）の必要性という問題意識は、明治時代に確立した中央集

権的国家成立以来のもので、中央集権型社会から地域主権型社会に脱却するため

の政策が、時代ごとに長い年月をかけて試みられてきています。 

 

 これまで徐々に進められてきている地域主権（地方分権）改革ですが、2010 年

6 月 22 日に閣議決定された「地域主権戦略大綱」までの最近の主要な流れは次の

ようになっているようです。 

 
「地方分権改革推進法」 

平成 18年 12 月 15 日成立 

平成 22年 3月 31 日失効 

 

「地方分権改革推進委員会」（全 99回） 

平成 19年 4月～平成 22年 3月 31 日 

「地方分権改革推進法」に基づき内閣府に設置 

「地方分権改革推進委員会」による取りまとめ等 

平成 19年 5月 30 日 

「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」 

平成 19年 11 月 16 日 

「中間的な取りまとめ」 

平成 20年 5月 28 日 

「第 1次勧告 ～生活者の視点に立つ「地方政府」の確立～」 

平成 20年 8月 1日 

「国の出先機関の見直しに関する中間報告」 

平成 20年 9月 16 日 

「道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見」 

平成 20年 12 月 8日 

「第 2次勧告 ～「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大～」 

平成 21年 4月 24 日 

「国直轄事業負担金に関する意見」 

平成 21年 6月 5日 

「義務付け・枠付けの見直しに係る第 3次勧告に向けた中間報告」 



すぎなみ１５１便り                                  おこまりさん                      2010年 6・7・8月合併号 No.21 
 

 
54 / 60 

平成 21年 10 月 7日 

「第 3次勧告 ～自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ～」 

平成 21年 11 月 9日 

「第 4次勧告 ～自治財政権の強化による「地方政府」の実現へ～」 

 

「地方分権改革推進本部」 

平成 19年 5月 29 日 

閣議決定により設置 

 

「地域主権戦略会議」 

平成 21年 11 月 17 日 

閣議決定に基づき内閣府に設置 

 

「地方分権改革推進計画」 

平成 21年 12 月 15 日閣議決定 

 

「地域主権戦略大綱」 

平成 22年 6月 22 日閣議決定 

 

 2010 年 6 月 22 日に閣議決定された「地域主権戦略大綱」の内容をみると、これ

を機に、これまでに無かった国と地方の役割が具体的に大きく変化する兆しを感

じ取ることができます。 

 

 この「地域主権戦略大綱」の内容は次の課題毎に整理されています。 

  第 1 「地域主権改革の全体像」 

  第 2 「義務付け・枠付けの見直し」 

  第 3 「基礎自治体への権限委譲」 

  第 4 「国の出先機関の原則廃止」 

  第 5 「ひも付き補助金の一括交付金化」 

  第 6 「地方税財源の充実確保」 

  第 7 「直轄事業負担金の廃止」 

  第 8 「地方政府基本法の制定」 

  第 9 「自治体間連携・道州制」 

  第 10「緑の文献改革の推進」 

 

 今回具体的に大きく変化すると感じさせる要因は、各課題について、具体的な

法律毎の見直しが示されていることにあります。 
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 障害者自立支援法に関するものについては、下に転載する項目について具体的

な見直しが予定されています。 

 これを見るところ、今のところ「指定都市」※1及び「中核市」※1の裁量がやや

増えるといったところでしょうか。 

 

 気になるところは、「障害福祉計画」に関する項目です。「障害福祉計画」では

指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のた

めの方策、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項及びその他障害福祉

サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要

な事項を盛り込む（位置付ける）ことになっているため、今後は「障害福祉計画」

のうち、これらの計画については計画に盛り込む（位置付ける）必要がなくなる

と読むことができます。 

 

 言い方を変えれば、障害者施策推進協議会で協議し「障害福祉計画」の変更を

行わなくても、任意の時期に必要な事業を企画・実施することが可能になると言

う事になるのだと思います。 

 肯定的に解釈すれば、事業実施の柔軟性が増すということですが、否定的に解

釈すると、計画による実施の強制力が減少するということでもあり、まさに、地

域主権の拡大に向けて行われている改革の主旨でもある、市町村（特別区を含む）

の自主性・主体性次第ということになります。 

 

別紙１ 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大の具体的措置 

 1 「施設・公物設置管理の基準の見直し」の（16） 
 

・指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係

る基準（36条 3項 1号）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市及び中核市）に委任

する。 

 条例制定の基準については、「従うべき基準」とする。 

・本大綱別紙 2により、都道府県知事が処理している指定障害福祉サービス事業者及び

指定障害者支援施設の指定については、指定都市及び中核市へ移譲することにともない、

指定障害福祉サービスに従事する従業員に関する基準（43条 1項）、当該サービス事業

の設備及び運営に関する基準（同条 2項）、指定障害者支援施設が有する従業者に関する

基準（44条 1項）並びに当該施設の設備及び運営に関する基準（同条 2項）を、条例（制
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定主体は指定都市及び中核市）に委任する。 

 条例制定の基準については、「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律案」により改正することとなる改正後の障害者自立支援法に基づき都道府県が制

定する条例に対する基準と同様とする。 

 

 3 「計画等の策定及びその手続の見直し」の（33） 
 

・市町村障害福祉計画の内容のうち、各年度における指定障害福祉サービス又は指定相

談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策、地域生活支援事業の種類ごと

の実施に関する事項及びその他障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援

事業の提供体制の確保に関し必要な事項に係る規定（88条 2項 2号から 4号）は、廃止、

例示化又は目的程度の内容へ大枠化する。 

・市町村障害福祉計画を策定又は変更する場合における住民の意見を反映させるために

必要な措置を講ずる義務に係る規定（88条 5項）は、廃止又は努力・配慮義務化する。 

・市町村障害福祉計画を策定又は変更する場合における都道府県の意見の聴取に係る規

定（88条 7項）に関し、当該計画の内容のうち、各年度における指定障害福祉サービス

又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保の為の方策、地域生活支援事業の種

類ごとの実施に関する事項並びにその他障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域

生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項（同条 2項 2号から 4号）に係る都道

府県の意見の聴取は、廃止する。 

・都道府県障害福祉計画の内容のうち、都道府県が定める区域ごとの指定障害福祉サー

ビス又は指定相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策及び指定障害福祉

サービス又は指定相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために高ずる措置に関

する事項、指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置

に関する事項、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項並びにその他障害福祉

サービス、相談支援及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事

項に係る規定(89 条 2項 2号、3号及び 5号から 7号)は、廃止、例示化又は目的程度の

内容へ大枠化する。 

 

別紙２ 基礎自治体への権限移譲の具体的措置 

 1 権限移譲を行うもの 

 （4）指定都市及び中核市へ移譲する事務 
 

③ 指定障害福祉サービス事業者等の指定、報告命令、立入検査等 

ア 都道府県知事が処理している指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

の指定並びに指定相談支援事業者の指定（障害者自立支援法（平 17年 123）29 条 1項、

32条 1項）については、指定都市及び中核市へ移譲する。なお、これらの指定に際して
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都道府県知事の同意を要することとする（指定障害福祉サービス事業者の指定について

は、特定障害福祉サービスに係るものに限る。）。 

イ 都道府県知事が処理している指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設

の設置者等及び指定相談支援事業者等に対する報告の命令及び立入検査等、指定障害福

祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者及び指定相談支援事業者に対する勧告

並びに指定障害福祉サービス事業者、指定障害支援施設及び指定相談支援事業者の指定

の取消し等（障害者自立支援法 48条 1項、3項及び 4項、49条 1項、2項及び 3項、50

条 1項、3項及び 4項）については、指定都市及び中核市へ移譲する。 

 
※1【指定都市】2010 年 4 月 1日現在 

大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 

福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 

岡山市 相模原市 

 

※2【中核市】2010 年 4 月 1日現在 

旭川市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市 

前橋市 川越市 船橋市 柏市 横須賀市 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 

豊田市 豊橋市 岡崎市 大津市 高槻市 東大阪市 姫路市 西宮市 尼崎市 

奈良市 和歌山市 倉敷市 福山市 下関市 高松市 松山市 高知市 

久留米市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 

 

 詳しくは「地域主権戦略大綱」の原典をご確認いただければと思います。 

 

 さて、障害者自立支援法の構造の中では、国の義務的経費により実施するもの

として「自立支援給付」等の事業が規定され、国の裁量的経費と交付税措置によ

り、市町村が各地域の特性や利用者の状況に合わせて柔軟に実施するものとして

「地域生活支援事業」が規定されています。 

 関係者の間では、このような二層構造になっている制度を問題視する声が多い

ようです。それは、障害者福祉を保障するのは国であるべきだという根本的な考

え方があるからだろうと思います。 

 はたして、基礎自治体（市町村及び特別区）はこのことについてどのように考

えているのでしょう。 

 

 障害者自立支援法のうち「地域生活支援事業」は国、都道府県、市町村の負担

割合が定められている事業もありますが、交付税措置で市町村が実施すべき事業

もあります。 
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 特に、交付税措置で実施することが法律で定められている事業について、東京

都内の実施状況をみると、やはり積極的に市町村が取り組んでいるとはとても言

える状況にはないようです。 

 

 基礎自治体において、国や都道府県から補助金がつく事業については、基礎自

治体の予算が付きやすく、そうでない独自財源により実施する事業については予

算が付きにくいという現象が起こることは有名で、少なからず、こうした現象も

「地域生活支援事業」の実施状況に影響しているのだと考えられます。 

 

 「地域生活支援事業」の事業の性格として、厚生労働省は「地方分権の観点か

ら、地方が自主的に取り組む事業」として位置付けています。 

 

 しかし、日本国憲法に定められているところの「地方自治の本旨」、すなわち「住

民自治」と「団体自治」が不完全な形でしか実現していない現状においては、今

後予定されている国から地方への財源移譲が行われたとしても、適切な地方自治

運営が行われることを期待するのが難しいというのが実情なのではないかと思わ

れます。 

 

 国側では、着実に、そしてとても速い速度で地域主権拡大に向けて動いていま

すが、私たちに一番身近な行政である市町村の体質がそれよりも速い速度で変わ

って行かない場合に、どのような状況になるのか心配なところではあります。 

 

 「地方自治の本旨」はとても大切だと思います。ですから、障害者福祉は国が

担うべきだという考えがある一方で、実質的な住民自治を実現しながら、その地

域に必要な制度を構築してゆくことも重要だと思えます。 

 

 こうした意味で、障害者自立支援法における「地域生活支援事業」をどのよう

に実施してゆくかという課題は、私達住民にとっても基礎自治体にとっても、地

方分権が実現するか否かの試金石となるものだと位置付けることができるのでは

ないでしょうか。 
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16.【今年度の旅行】 

 約１年をかけて旅行の幹事さんを中心に準備を進めてきた「すぎなみ１５１」

の今年度の旅行の行き先は「長崎」に決まり、2010 年 9 月 8 日（水）～9月 10 日

（金）に実施することになりました。22 名が参加する予定です。 

 普段、旅行に行く機会がほとんど無い「すぎなみ１５１」のメンバーにとって、

貴重な体験となるこの旅行を、みんなとても楽しみにしています。 

 自分たちで旅行の企画・準備・実施をするという機会をいただけることを、「す

ぎなみ１５１」一同、心より感謝しております。 

 

17.【8 月の予定】 

空白の欄は、平常通りの活動が予定されています。 

活動予定・日程は変更されることがありますので、ご了承ください。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休
行事
ボーリング
吉祥寺

休

8 9 10 11 12 13 14

休 休

15 16 17 18 19 20 21

休
ソフト・バレー
ボール練習

＠中部センター
14：00～
16：00

ヒューマン・

クリエーション

14：00～
16：00

休

22 23 24 25 26 27 28

休 休

29 30 31

休

2010年8月
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18.【9 月の予定】 

空白の欄は、平常通りの活動が予定されています。 

活動予定・日程は変更されることがありますので、ご了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

～編集者のつぶやき～ 
 
 脳にもお盆休みは必要だな。 
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

休 休

5 6 7 8 9 10 11

休
旅行
長崎

旅行
長崎

旅行
長崎 休

12 13 14 15 16 17 18

休
ヒューマン・

クリエーション

14：00～
16：00

休

19 20 21 22 23 24 25

休
休

敬老の日
休

秋分の日 休

26 27 28 29 30

休

2010年9月


