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ワンチーム！ カナンの園

昨年の新語・流行語大賞に「ワンチ

ーム」が選ばれました。皆さまもご存

じの通り、ラグビーワールドカップで日

本 代 表がスローガンとして掲 げた言 葉

です。
「一体 感のある組 織 を目指そう」

そういう意図で用いられたようです。

さて、もう十数年前のことになりま

すが「カナンの園の働きと現状を広く

皆さんに伝えていきたい。そのための何

か後 援 す る 働 きができないだろうか」

との願いから、理事 数 名が中心になっ

て「活性化のための会議」が開かれま

した。そして、いろいろ話し合 われた

中の一つにカナンの園見学会がありまし

た。

そのメンバーのお一人が早速手配をし

てくださり、交通手段は青山幼稚園の

園バスをお借りする、運転するのはの

ぞみ幼稚園の運転手さん、参加者の集
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カナン牧場提供の巻き巻きパン。
焼き上がりが待ちきれない？（右端が筆者）

カナンの園理事
後援会実務委員会代表

坂水かよ

合場所は下ノ橋教会、と見事なチーム

ワークであっという間に計画が整ったの

でした。

名の方々が

７月下旬の暑い１日でしたが、当日

は盛岡市内の教会から約

参 集、奥 中山へと向かいました。夏の

太 陽がキラキラ輝 き、山々の木々は緑

を深くし、豊かな自然の中に広がるカ

ナンの園の施設（暮らしの場、教育の場、

働く場、活動の場等々）を見学し、理

解を深めさらに思いを寄せていただく

貴重なひとときとなりました。

相手に心を寄せ自分の心を近づけて

いくとき、その人の「 心を知る」こと

ができます。またそれは、一方通行では

なく、利用者や職員の方々、そしてこ

こに関わるみんながお互いに心を寄せ

合い思い合う、支えまた支えられて過

ごすカナンの園。神様の大きなみ手の

中に在ってそれぞれの違いを超え、
「全

ての人が互いに尊重しつつ助け合って生

きていく社会の実現を目指すカナンの

園」はまさにワンチーム！ です。

活性化のための会議は、２００８年

４月から後援会実務委員会として立ち

上げ、現在も①教会訪問②見学会③年

末の街頭募金④後援会だよりの発行を

中心に後援会活動を続けていますが、

いつも皆さまから温かくご支援をいた

だくことに感謝しております。

月で記念すべき１００

１～２か月に１回開かれる実務委員

会も昨年末の

回 を 迎 えました。私 も「ワンチーム！

カナンの園」の中に加えていただき、こ

の小さな働きをも用いていただくこと

の幸せを感じつつ、これからも共に歩

んでいきたいと願っています。
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カナンの園見学会では、
ピクニックランチが定番。
大人も子どもも大喜びです。

●お知らせ
●―――訃報
2月14日、前学校法人カナン学園理事長猪苗代正憲先生が90
歳でご逝去されました。

だ、と思っています。
公立学校の職を定年退職後に三

年に全ての職を退任されるまで、約30年にわたり、ヒソプ工房初

小学校教育の中心におられ、退職

愛学舎校長、ヒソプ工房施設長、

時には岩手県小学校校長会の会長

学校法人理事長として、責任をお

代施設長、三愛学舎校長、学校法人理事長を歴任され、カナン

を務められた方でしたが、一方で

持ちいただきましたので、まさしく

植物をこよなく愛された方としても

人生90年時代を先取りして、生涯

有名でした。

を教育・福祉に尽くされた方でし

1988年に社会福祉法人、学校法人の理事になって以来、2015

の園にとってなくてはならない大切な存在でした。
これまでの多大なお働きに心から感謝と敬意を表するとともに、
ご遺族の皆さまに神様からのお慰めをお祈り申し上げます。
●―――送迎用車両寄贈御礼
このたび、公益財団法人ALSOKありがとう運動財団さまより
小さき群の里事業所に送迎用車両（8人乗り四輪駆動車）を寄
贈いただくことになりました。この寄贈は同財団さまが主たる事
業として掲げる社会貢献事業の一つとして行われているもので
す。利用者の方々の日々の活動の幅を広げるため、大切に使用
させていただきます。
心より厚く御礼申し上げ、ご報告とさせていただきます。

岩手植物の会の創立に関わり、

た。穏やかなお人柄で、対外的な

会長として植物図鑑の編さんや新

ことで相談すると、いろいろなとこ

聞への連載をされてきました。1992

ろに「教え子」がおられて、先生

年に盛岡市内に通所施設を開設す

からの紹介であれば、とスムーズに

ることになり、初代の施設長として

事が進むこともしばしばでした。

「ヒソプ工房」と命名されました。

曲がったことの嫌いな先生は、

ヒソプは、旧約聖書の時代にきよめ

野の花を愛しておられました。人の

の儀式に用いられた香りのよいハ

手の及ばない「ありのままの姿」に

ーブだそうです。ここに集う人たち

注ぐ畏敬のまなざしと、育っていく

のよい香りが広がっていくように、

環境をつくり、守ることに注ぐ愛情

との思いが込められている、と聞き

と熱意。先生から人も植物も同じだ

ました。熱心なクリスチャンで、植

よ、と教えていただいたように思っ

物を愛された先生ならではの命名

ています。
（佐藤真名）

笑顔の素敵な小泉豊さん。三愛学舎を卒業後地元で

Scope
&
Spot

建築関係の仕事を約20年勤め、ウィズに来て14年経ち
ました。夏の暑い日も冬の寒い日もバリバリ作業に取り
組んでいます。どんなに大変な作業でも豊さんは笑顔
を絶やさず、周りのみんなもパワーアップ！！ ウィズ
のみんなと旅行やごくろうさん会などの行事に参加する
ことも大好き！ これからもたくさんの笑顔でみんなを
力づけ、和ませて下さいね。

●機関誌「カナンの園」では、読者の皆さまからの声もお待ちしております。機関誌カナンの園に対するご意見、ご感想を、事務局までお寄せ下さい。

カナンの園法人事務局
〒028-5133
岩手県二戸郡一戸町中山
字大塚4番地7
TEL 0195（36）1026
FAX 0195（36）1027
郵便振替 02330-6-6631
http://www.canaan-jp.net/
E-mail/honbu@canaan-jp.net

社会福祉法人カナンの園
福祉型障害児入所施設 奥中山学園
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

就労継続支援B型事業所 ウィズ
☎0195-36-1120 FAX 0195-36-1121

多機能型事業所 ゆいまぁる
☎0195-35-2314 FAX 0195-35-3406

就労継続支援A型事業所 カナン牧場
☎0195-35-2583 FAX 0195-35-3145

多機能型事業所 小さき群の里
☎0195-35-3080 FAX 0195-35-2780

共同生活援助事業所 美空
（グループホーム１～10）
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840

共同生活援助事業所 ののさわ
（グループホーム１～６）
☎0195-35-2232 FAX 0195-35-3405
生活介護事業所 ヒソプ工房
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
共同生活援助事業所 HANA
（盛岡地区グループホーム１～６）
☎019-646-8581 FAX 019-646-8582
特定相談支援事業所 らぽーる
☎019-656-6863 FAX 019-656-0553
生活介護事業所 シャローム
☎0195-35-2883 FAX 0195-35-2884

本誌は再生紙を使用しています。
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訃報でも触れたように、猪苗代
先生が天に召されました。県内の
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あとがき

居宅介護事業所 れもん
☎0195-35-3844 FAX 0195-35-3840
障害児相談・特定相談支援事業所 むつび
☎0195-35-3665 FAX 0195-35-3840
多機能型事業所 となんカナン
☎019-681-3004 FAX 019-637-2601
カナン市場（カナンの園商品一括取扱所）
☎019-639-3120 FAX 019-637-2601
学校法人カナン学園

三愛学舎（特別支援学校高等部・知的）
☎0195-35-2231 FAX 0195-35-2781
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特集

シャローム 訪 問 記

穏やかな日々を大切にしつつ
活動の幅を広げる試み。
はじめに
カナンの園が位置する岩手県一戸町

私も企画を
考えてみようかなぁ

出席し、現場報告を聞く中で、それぞれの事業所の創意工夫

かり理事」ではありますが、毎月のように行われる理事会に
同保育 所、奥 中山クリニックや同歯科

道奥中山高原駅の西側に奥中山小学校、

な高原地帯です。ＩＧＲいわて銀河鉄

線の最も標高の高い所にある自然豊か

ペースと、ホールや食堂などの皆さんの

管 理によって４つに区分された作 業ス

い類の製造販売です。事業所内は衛生

せんべい、雑穀ざんまいなどのおせんべ

シャロームの活動の中心は、みことば

＝おせんべいのこと＝

や独創性あふれる実践に触れ、感心させられてきました。こ
クリニックなどがあり、奥 中 山の文 教
共 有スペースがあり、それぞれの作 業

奥中山は、東京と青森を結ぶ国道４号

のたび、事務局から機関誌でシャロームの特集記事を組みた
地区ともいえる地域の一角に、シャロー
スペースで役割を担う利用者さんたち

年が過ぎました。自称「名ば

い、ついては、取材し、訪問記という記事にしてもらいたい、
ム事業所があります。小さき群の里の
が、テキパキと働く姿がありました。一

カナンの園の理事を拝命して

との依頼を受けました。利用するお一人おひとり、そして地域
作業をより充実させ、地域の中に工房
人ひとりの得意分野や作業能力によっ

シャロームのおせんべいの特徴は、安

月に開所された定員 名の施設です。
その後、生活介護事業所となったの

「この作業が中心にあるから他の多様
な活動が展開できるんですよ」と薄正

としてきましたが、その流れを大切に

代からの流れを受け、生産活動を中心
もない１９８２年。日中働く仲間のお

たのは、小さき群の里が開設されて間

カナンの園でおせんべい作りが始まっ

仁所長の説明に、納得しました。

しつつも、生活介護事業所として生産
やつ作りとして始まったおせんべい作り

月。当初は授産施設時

活動以外にも力を入れているそうです。
に、聖書の中から聖句を選んで焼き印

迫った製 造 もないとのことで、比 較 的

書き初めの作品が壁に貼られ、納期が
の里から移行して開設されたシャローム

関係を中心に全国に広がり、小さき群

を押した「みことばせんべい」が教 会

にとってせんべい作りが中 心的な作 業
となりました。みことばせんべいだけで
はなく、岩手県産の素材を使って土産
奥中山高原のお

物を作ろう、と製品開発を続け、商品
化した「いわての味

のこと。平均工賃は月額１万５０００

に社会福祉法人が障がい者施設を建設

える町 有 地に建っています。この場 所

せんべい」が２０１１年の全国推奨観

円ほど、生活介護事業所という枠の中

そんな交流の柱が毎年５月の第２土

取り組みだと思います。

した。この地域だからこその素晴らしい

ご家族からも大好評の企画とのことで

にお土産として持って帰 れるそうで、

子どもたちが一人ひとり作 成し、自宅

んべい作りだけではなく、パッケージも

場 見 学 」をイメージしたそうで、おせ

特におせんべいの手作り体験は「工

交流が繰り広げられているそうです。

ー作り会などに誘われるなど、楽しい

を企画したり、学童クラブからもカレ

なく、餅つきやおせんべい手作り体験

の学童クラブと日常的な交流だけでは

シャロームではこの立地を生かし、隣

うことなのでしょう。

根付いている地域性があってこそ、とい

らす地域 奥中山」への思いと、それが

の町 長の「 障がいのある方々と共に暮

要です。それが可能となったのは当 時

で行うのは相当の覚悟と住民理解が必

も、いざ町有地を提供して行政が主導

るか、ということは頭で分かってはいて

成長にどれほど大きな良い影響を与え

日常的に交流する機会が子どもたちの

うになっています。障がいのある方々と

物が渡り廊下によって行き来できるよ

の学 童クラブの建 物があり、二つの建

実はシャロームと同じ敷 地内に町 立

きかったのだといいます。

できたのは、奥中山という地域性が大

シャロームは、奥中山の一等地ともい

＝地域との交流＝

こんな環境で育つなん
てステキだなぁ

ころは数少ないそうです。

でこれだけの工賃を支給できていると

されていました。

ゆっくりとした雰囲 気で皆さんが過ご

訪問した１月

日は、前週に行った

が２００９年

て分担して作業を行っているようです。

を作りたい、との「創作館構想」の中

リに当たる厚生労働大臣賞を受賞しま

心して使える地元の食材を大切にし、

から通所授産施設として２０００年

の方々やご家族を巻き込んで繰り広げられている多種多彩な

した。その後に売り出した「雑穀 ざん

南部鉄器職人に依頼して作る焼き印の

10
10

（社会福祉法人カナンの園理事 眞山重博）

まい」も同審査会で２０１６年に連盟

組み合わせ、そしてパッケージへの工夫

せん。

会 長 努 力賞 を受け、さらに新パッケー

やさまざまな個別の注文に対応できる

光土産品審査会で食品部門のグランプ

ジで２０１９年に会頭賞を受賞するな

柔軟性だと思います。結婚式やお祝い
の会の引き物の注文の他、校章の焼き

ど、品 質、パッケージ共 に 高い評 価 を
得ています。

や、郷土の偉人新渡戸稲造の焼き印を

印を押した某県立高校の〇高せんべい

シリーズの作者 馬場のぼるさんの故郷

押した土産物なども依頼されて作った

ぴきのねこ」

青森県三戸町の土産物にという企画が

とのこと。可能性を大いに秘めた製品

また、一昨年、絵本「

ぴ

だと感心しました。そして、私もいつか

出版社の協力によって実現した「

きのねこせんべい」
（写真）は、三戸町

ちなみに、これらの作 業によって得

新しい企画を考えたくなるような、そ

ているとのこと。シャロームの利用者さ

られる収益は、経費を除いてすべて利

の道の駅 を 中 心に、全 国のファンから

んや職 員の皆さんにとってさぞかし誇

用者さんに工賃として還元される、と

んな楽しさを感じました。

らしく励みになっているに違いありま

せんべい焼きの作業場。
「職人」たちが、テキパキと仕事をしていました。

訪問日は珍しく
注文が少なく、
ゆっくりと自主活動を
する方もいました。
作業に入る前の服装やチェック項目が
分かりやすく表示してありました。

4

取り組みの様子をお伝えしたいと思います。

12

も 注 文が寄せられるヒット商 品となっ

11

2
3

おせんべい類などの
製品のことを
説明いただきました
（左薄所長、右筆者）
。

11

20

11ぴきのねこせんべい。
おせんべいが11枚入っているそうです。
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事業というのは、そのバランスが大切だ
、そし
ら市」
、夏の「大サマーパーティ」

象を持ちました。前述した春の「さく

９００名だそうです。シャロームの活動

作 業 か ら 離 れ て の 外 出 は 年 間 のべ
ーパーティ」の他、クリスマス会や研修

ワイワイ交流 を深める秋の「大サンマ

て炭焼きサンマを食べながらみんなで

の仕方を間違えると、穏やかとはいえ

大切にしている」と伺いました。支援

今回、薄所長から「穏やかな日々を

おわりに

日（ 営業日）は年間約２７０日とのこ
会も企画しているそうで、ご家族も皆
ない状況が生じ、その経験を重ねなが

4 4 4

と思います」と薄所長。

とですので、毎日３～４人は出 掛けて
で支え合い、高め合い、一緒になって豊
ら職員の皆さんは、自分たちの仕事の

曜日に開 催 されるお祭 り「 さくら市 」
や笑顔を見た時、企画を立案し実行し

たちの生き生きとした表情、目の輝き

4 4 4

いる計算です。取材当日も、ある方が
かな時 間 を創っているように感じまし
難しさ、楽しさ、奥深さなどを感じな

です。遅い奥中山の桜の花の下、保護
た職員さんも自身の努力や工夫が確か

回

は登校すると、毎日朝からその赤い自

メのことについては、どこまでも探求し

これでいい、という基準がないだけに、
このことが一番難しく、かつやりがいに
もつながる、とのことでした。
利用者さん一人ひとりの願いの実現
や活動の幅を広げることを中心に事業
運営に力を注いでいる薄所長、学童ク
ラブの子どもたちとの交流や、地元の
方々にとってもシャロームが大切な存在
になりたい、との思いを熱く語ってくだ
さった尾崎副所長の熱意に触れること
ができ、なかなか外からはうかがい知
れない貴重な時間でした。
歌が大好きで、自らも曲を作られる
という尾崎副所長は、私の「シャローム
の歌 を作ってみたらどうですか」との
提案を前向きに受け止めてくださった
ようです。ご本人は、鼻歌のようなも
のしかできません、とお話ししていまし
たが、いつの日か、と楽しみに待ちなが
ら、家路へとつきました。お忙しい中、
対応してくださった薄所長をはじめと
した皆さまに、この場を借りて御礼申

でＴ君の姿を見つけました。もう卒業

し上げます。

Ｔ君の“興味のあることをとことん追

してから

年ほどになるので、もうＴ

求する強み”を社会の中でうまく生か

4

職員とボウリング、しゃぶしゃぶ、パフ
た。

者会、地域の事業所、学童クラブなど
に伝わっていることを実感し、モチベー

第

三愛学舎の体育館の下に古くなって

転車に乗って近くのコンビニエンススト

入学してきた当 初の彼は、一見、野

ました。そんなＴ君は、自分のことを

当に忍耐強くＴ君と接し、彼からの要

がら努力と工夫をしているそうです。

ェというお楽しみプランで外出中とのこ
とでした。
その他、体 力づくりのためのプール
外出、地域の音 楽クラブや芸 術サーク
ルなどに出掛ける方もいるそうです。
職員さんたちもあれこれ情報を集め、
利用者さんの目標や希望が広がるよう

が一体となって盛り上げます。地域のお
ションも上がるんだろうなぁ、とこちら

に工夫しているとのこと。利用 者さん

祭りとして定着し、毎年多くの来場者
までウキウキするようなお話でした。

プということもあるかもしれませんが、

とで す。会 長のお 人 柄 やリーダーシッ

支えているのが保護者会であるとのこ

シャロームの活 動 をさま ざまな形で

＝保護者会のこと＝

これは一つの
大家族

でにぎわいます。私も以前参加したこ

とがありますが、全体に流れる空気の

あたたかい、とてもいい雰 囲 気のお祭

りでした。

こんなにたくさん、
いいなぁ

＝外出のこと＝
おせんべい作りという柱があり、そ

い

とても皆さん仲良く、協力的で、お話

ろ

れをしっかりと進めているからこそ、楽

ひ

を伺っていると一つの大家族のような印

ば

しい企画も取り入れられる。
「生活介護

と

錆 びつき、壊 れてしまった赤い自 転 車

アに行き、
〈読書〉をしました。時には

こ

が置いてあります。それを見るたびに、

コンビニにある本 を全て読み終わると、

錆びた赤い自転車
三愛学舎事務長

私はある生徒のことを思い出します。

今度は学校から車で

箱﨑浩二

Ｔ君です。その赤い壊れた自転車は彼

る書 店まで自転 車 を飛 ばしていったこ

分ほどの町にあ

が在 学 中にほぼ毎日乗っていたもので

性 的で鋭い目つきをしているようで、

「自分の中でバックファイアが起きて、

ともありました。興味のある車やアニ

関わる者を信用できない、暴力的な表

自分を止められない」という言葉で表

す。

現によってしか自分の要求を相手に伝

することがあり、彼なりに自分自身の
ことで葛藤があるのかと感じました。

える手段を知らない、そして自分の要

求が受け入れられないと激高する、そ
Ｔ君は５年間の在学中、他の生徒の

求と折り合いを付けながら、自分の希

当時Ｔ君を担当していた職員は、本

ようには授業や学校行事に参加するこ

望を相手にどう伝えたらいいのか、お

んな印象を周りに与える生徒でした。

とはほぼありませんでした。しかし、ほ

金を得るためにはどうしたらいいのか、

芸術活動にも力を入れ、
皆さんの作品が
たくさん展示されていました。
錆びついて壊れた赤い自転車。

シャローム（左）
。
右手奥の建物が一戸町立学童クラブです。

とんど欠席もありませんでした。Ｔ君

場所を学校や人間関係の中で見出した

ては必要な５年 間だったし、自分の居

ことがありました。それでもＴ君にとっ

った。本 科で遊 びす ぎた」とつぶやく

仕事についての勉強をやっていればよか

いきました。ある時、
「もっと早くから

己を理解し、受け入れるようになって

職場実習がきっかけとなり、現実と自

学校生活を過ごす中、専攻科２年生の

繰り返し伝えていました。そのような

れ ばいいか、あらゆる場 面 を通して、

すことができるようにするにはどうす

姿を見せてあげたいと思いました。

に、郵便局で局員さんと話をする彼の

がら、当時Ｔさんを担当していた職員

な彼の姿を少し離れたところから見な

そして穏やかな言葉遣いで。私はそん

していました。当たり前のように丁寧に、

取りをするために、局員とやりとりを

の時彼は、郵便局の窓口で荷物の受け

るのは卒業して以来初めてでした。そ

は聞いていましたが、彼の姿を目にす

ある企業に就 職して頑 張っていること

さんと呼 ぶべきでしょうか。市 内のと

年前に私が新任職員と

「目の前の人にキリストを見る」
。こ

気がしました。

いう言 葉の意味が少し分かったような

時、
「目の前の人にキリストを見る」と

れません。郵便局でＴさんを見かけた

たとしても受け入れることなのかもし

も期待し続け、期待通りにならなかっ

それがすぐに結果に出なかったとして

待する以上にその人に期待し、たとえ

愛というのは、相手が自分自身に期

うな気がします。

を自分に問うことを繰り返してきたよ

時々ふと思い出して、この言 葉の意味

けは今でも記憶に残っています。そして、

のか忘れてしまいましたが、この一節だ

なってはどんな文脈で話された言葉な

ある施設長が話された言葉です。今と

して受けた研修 プログラムで、当時の

れは、今から

からこそ、そう思えたのではないかと思
います。
私はある日、盛岡市内にある郵便局
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手紙

年間通わせていただいて

ボランティアの非 常 勤 講 師として、
三愛学舎に

ただいてから

催し、

組の親子が参加してくれまし

パンを作ろう！ というイベントを開

おーでんせを 会 場に、絵 本「か
Café
らすのパンやさん」に出てくるような

からすのパンやさん

歳時譜

年になります。そして、

次は校歌なのでした。
年前、学校の誕生とともにこの歌

は生まれました。歌詞には、設立当初
た。

カ月に一度の数 時間、外 部

の人間を受け入れることは簡単なこと
に尽 力 され た方々の思いが詰 まってい

います。

ではなかったことでしょう。
この学校に集う、全ての人間が校歌
子さんもいましたが、絵本の読み聞か

できるかなと心配しながら来店したお

初めての場所に入れるかな、うまく

授業だけでなく、生活や調理の時間を
を斉唱します。これは過去から未来へ
せなどで徐々に表情も和らぎました。

ます。

生徒たちと一緒に過 ごします。やがて
つながる手紙です。言葉は一つになって

試行錯誤の日々が続きました。書の

３年を一区切りに、本科３年生の卒業
空へ解き放たれ、祈りとなります。

に居場所をくれた学校に、心から感謝

でした。筆文字を書くしか能のない私

耕させていただいたことは、光栄なこと

多くの先人たちに代わって歌詞を筆

子など，思い思いに作業に熱中。乗り

て何を作ったかたくさん教えてくれる

母さんと一緒に考えたり、発想が溢れ

しみながら、パンの成型作 業です。お

膨らんだパンのもちもちした感触を楽

キャラクターなど、一人ひとりの個性が

物やブドウやリンゴなどの食べ物の形、

申し上げたいと思います。
（三愛学舎「書」ボランティア講師
伊藤康子）
光るパンの出来上がり！ 店内は焼き
たてパンのふんわりした香りが広がり、
笑顔溢れるイベントとなりました。
おーでんせは、小さいお子 様 連
Café
れや外食が心配だな…というお客様に
も安心してご来店いただけるお店を目
指して、今後もイベントの企画や楽し
い工夫をしていきたいと思います！
（となんカナン事業所 サービス管理責
任者 刈屋百恵）

月、食品会

ら乗り越えられたかを一緒に考えまし
た。そしてついに昨年
社へ念願の就職！ しかし、まだま
だ 年目。目標に向かって、ゆっくり
と歩んで行きましょう。応援していま

～照井杏平さんミニインタビュー～

す。

家族を守れる人になりたい」との相

いる季節の言葉シリーズが映し出さ
れました。目の前に座る池田さんか
ら湧き立った言 葉の数々。その中に
流れる時間、その詩情。よく分から
ないこだわりなんかじゃない。池田さ
んの瑞々しい感情が伝わったのでしょ
うか、誰もが真剣な眼差しを向けて
らっしゃいます。うんうんとずっとう
なずいている方が見えます。
少し前から、池田さんはアトリエさ
とで「片岸さん、絵ですね」と聞き
ます。ただ文字を書いているのではな
い、この文字から風景が想われるで
しょう？ それは絵ですよね？

Ｑこれから挑戦したいことは？

けました。そうだ、武将の話をしま

き手の板垣さんが池田さんに語りか

ふる」代表 アトリエさとボランティ

（
「心輝く造形あそびプロジェクトから

私は「絵です。
」と答えます。

Ａ今はまだありません。仕事がまだ

ア 片岸なお子）

不安だからです。

■

日も「日本の歴史」の本があります。

展２０１９の奥州会場。こうして「池

人を知ってもらいたいんです。池田さ

ゃないんです。池田一明さんっていう

といって、絵の話をしてほしいわけじ

「一休さん絵巻を展示しているから

すね！」
。髪の毛のあるなしによる武

ン。別の武 将を指して「カミアリで

「カミナシですね！」
。皆さんキョト

指さします。

背後のスクリーンに近年制作して

っと朗らかな笑いに包まれました。

将の分類だと分かると、会場はぱあ
ギャラリートークの舞 台 裏で、聞

う」

んがしたい話をして盛り上がりましょ

器用にページをめくり、一人の武将を

始まりました。池田さんの手には今

田一明氏によるギャラリートーク」が

池田さんが
ギャラリートークを
しましたよ

県が主催するアールブリュット巡回

ました。

は目を輝かせ「しましょう！」と言い

しょう！ と私が言うと、池田さん

職場の人が優しいことです。

Ａお給料、お小遣いが増えたことと、

Ｑうれしかったことは？

るのが苦手です。

です。それから細かいことを考え

Ａ自分には苦手な人がいるので不安

Ｑ大変と感じることは？

と伝えながら、結果的にどうやった

た時には、回り道や方向修正もあり、

杏平さんが、つまずいたり失敗し

自信が持てるように頑張りました。

動車免許取得などを通じて、自分に

なんカナンでのさまざまな経験、自

多くの人と関わるＧＨ活動や、と

が始まりました。

親子で協力して生地をこねた後は、

展を着地点とする流れが見えてきまし
た。その中で卒業証書筆耕の役目をい

■

「家族を守れる人になりたい」
――杏平さんの願い
グループホーム（以下ＧＨ）での生
活も７年目となる照井杏平さん。あ

11

談があり、杏平さんの〈一般就労計画〉

る冬の日「僕は今よりお金を稼いで、

集中し全202文字を書き並べる。

生活支援ワーカー 渡邊英紀）

（ヒソプ工房事業所

ＧＨ青森１泊旅行。五所川原市 立佞武多の館にて。

「季節の言葉シリーズ2019春・夏」
これから、もっと色とりどりになっていくそうです。

15

1

校歌を囲んで記念写真。
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親子で楽しくパン作り。
笑顔が溢れるギャラリートークでした
（左から板垣さん、池田さん、片岸さん）
。
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