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 昨年２月２７日（日）午前５時前に、１

階入口付近より出火し、約４０分程で全焼

した作業所兼店舗兼事務所が、多くの皆さ

んのご支援により、生まれ変わることが出

来ました。太陽と緑の会月の宮生活棟の設

計者であり、元オーナーである木内昭さん

が、まるで自宅が罹災したような表情で、

全焼した建物を何度も何度も眺めている光

景が、私の脳裏に焼きついております。「早

く再建しよう！うちの職人さんは、年寄り

が多いから、若い頃のようにはいかんかも

しれんが・・・。」そう語る横顔に私が支え

られて、ここまで辿り着くことが出来まし

た。前と同じ広さの７０坪の二階建て。大

きく違うところは、徳島市市庁舎建設の折、

仮事務所として福祉課と総務課が４年半使

用したリユース（再使用）建物が新しい建

物になったことと、焼け落ちた床の教訓か

ら、２階床をコンパネ（合板）からコンク

リートにしたこと。そして夏場２ヶ月間は

「ここにくるとタダで痩せられて、助かる

わ・・。」と汗をふきふき語られた常連さん

も、ここ数年の猛暑で「脱水症対策と熱中

症対策、両方とも必要と違う？」と冗談と
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も取れない会話が増えたことを考慮し、

屋根を軽量瓦に、棟に自然換気システム

を取り入れて、５台の換気扇で熱い空気

を棟から外に排出する、暑さ対策を考え

ました。瓦の下には、東祖谷山村から切

り出して運んだ３センチの杉板を敷き詰

め、「花粉症で厄介者になりつつある杉の

木は、夏は涼しく冬は暖かい。ヒノキは

硬くて傷が付きにくいが、冬には冷たい。

ヒノキが上で、杉が下ではないんで

よ・・。」と語られる、その言葉に従いま

した。徳島県で育った杉を、徳島県で活

動する私たちの建物に使う意味と、様々

な方々からのご支援で成り立った建物

の、コストパフォーマンスを考えたいと

する現実を天秤にかけ、せっかくの新し

い建物が様々なハンディーを持ったメン

バー達にも使いやすく、また快適に作業

が出来るよう配慮し、環境保全を考え、

リユース（再使用）やグリーン購入法に

配慮した材料や備品を出来るだけ使うこ

となど、考えなければならない課題は、

私のキャパシティーを充分超えていま

す。新しい建物のコンセプションをどう

するか？カラーリングはどうするか？に

始まり、太陽光発電システム、太陽熱温

水器復活、舗装工事、駐車場ライン引き、

車止めの設置など、全体の機能をどう考

えるか？建物の中で使う備品の絞込み、

ディスプレーラックをどうするかといっ

た細部の構築など、ますます私の能力の

限界を超えるものばかりでした。「建物を

建てるということは、多分一生で一番大

きなエネルギーを必要とすることなんだ

よ！当然ありとあらゆる経験や知恵そし

て能力が試される・・。」そう私の横で、

的を得た言葉が語られました。多分これ

程の現実を、私たちの前に提供して下さ

ったことに、思わず体が震えます。波乱

万丈の人生などと気取っているわけで

はありませんが、「人生は波乱万丈なも

の、無常なもの、常ならず」と改めて感

じ、経験させていただきました。この経

験に支えられ、次の一歩を踏み出させて

下さいました皆様方に、心より感謝申し

上げます。またご支援を頂戴しました数

多くの方々に、改めて御礼申し上げま

す。 

絵 走川 幸児さん
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できごといろいろ 
 

ご寄付を頂きました 
11 月 23 日 コート・ベール徳島ゴルフ

クラブにて第 22 回チャリティゴルフが

開催され、徳島県労働者福祉協議会様よ

り 10 万円のご寄付を頂きました。この場

を借りて御礼申し上げます。本当に有難

うございました。 

 

２月 16 日 徳島県社会福祉協議会様の

ご推薦により、大同生命社会貢献の会様

から 20 万円のご寄付を頂きました。太陽

と緑の会の仮事務所兼作業場倉庫の１階

食堂にて、ささやかながら贈呈式をとり

行いました。大切に使わせて頂きます。

本当に有難うございました。 

 

 

 

講演・研修など 
11 月 19 日、20 日 農林水産展に出展。

リサイクル自転車を展示・販売。太陽と

緑の会月の宮作業所のメンバー、スタッ

フ及び小野君参加。 

 

12 月 10 日～11 日、第 5 回とくしま NPO

フォーラムｉｎ吉野川市が吉野川市山川

町にて開催、太陽と緑の会からは専任職

員の小山とメンバーの米田君が参加。初

日の基調講演とスペシャル座談会の間の

時間を頂いて、小山からは太陽と緑の会

に対するこれまでの支援への御礼と現状

報告、米田君は２篇の詩の朗読をさせて

頂きました。  

 

12 月 16 日 当会代表の杉浦が、城ノ内

中学校にて環境教育の出前授業。30 分ず

つ３クラス行うというもので、当会の不

用品・資源ごみリサイクル活動などにつ

いてお話させて頂きました。 

 

２月５日、第２回とくしま環境ボランテ

ィア交流会が徳島県南部、阿南市富岡町

の富岡公民館にて開催。当会からは代表

の杉浦（同交流会実行委員）、スタッフの

桑内、メンバーの名田さん、田村正子さ

んの４名が参加、午前中河川敷の清掃活

動に汗を流し、午後は地元阿南市で環境

保全活動に取り組むＮＰＯなどの事例発

表を聞かせて頂きました。  

 

 

青年長期ボランティア 
９月 13 日～16 日 青年長期ボランティ

ア中間研修に小野君参加 

３月１日～４日 青年長期ボランティア

総括研修に小野君参加 

３月６日 小野君、アルバイトとして活

動再開。 

絵 辻井さん
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絵 工藤 卓也さん 

職員異動 
９月 30 日 平成 16 年６月より太陽と緑

の会の専任職員として活動してきた今倉

君（徳島県出身・26 才）が退職。不用品

の回収、資源ゴミの搬入、衣料品の作業

などに、ハンディを持ったメンバーとと

もに取り組んでくれました。今後のご活

躍を願っています。 

 

１月 31 日 平成 12 年３月より専任職員

として活動してきた白石さん(熊本県出

身・40 才)が退職。不用品の回収、資源ゴ

ミの搬入に始まり、障害者地域共同作業

所所長として、様々なハンディを持った

人達のフォローアップに力を入れてくれ

ました。物静かで、縁の下の力持ちのよ

うな白石さんに救われたメンバーも少な

くありません。99 号から 112 号まで２年

半、機関誌の編集長としても腕をふるっ

てくれました。郷里の熊本でのご健闘を

願っています。６年間ありがとうござい

ました。 

 

２月２日 前田さん（徳島県出身・34 才）

がスタッフとして活動開始しました。今

回から機関誌の編集もサポートしてくれ

ています。 

再建への道のり 
９月 22 日 足場設置 

９月 25 日 屋根工事開始（９月 30 日～

屋根野地板はり開始） 

10 月５日 電気工事開始 

10 月 13 日 水道工事  

10 月 17 日 外壁工事開始（10 月 28 日～

外壁材サイディング設置開始） 

10 月 19 日 屋根瓦工事（～25 日） 

10 月 25 日 徳島駅前にて募金活動。 

10 月 25 日 建物内木工事開始（内壁板は

り、部屋間仕切りなど） 

10 月 29 日 玄関ドア・シャッター設置 

11 月 14 日 太陽と緑の会看板取付（焼失

を免れた以前の看板の文字部分を切り取

り新たな看板を作成） 

12 月３日 徳島ヴォルティスのホームゲ

ームにて募金活動 

12 月 21 日 焼失を免れ保管しておいた

太陽熱温水器を東倉庫の屋根上に設置 

12 月 23 日 床・階段シート貼 

12 月 29 日～１月４日、冬期休業。新年の

活動は 1月 5日から開始。  

１月 11 日 太陽光ソーラーパネル設置

（京セラ製5.14キロワット36枚パネル。

以前設置していた太陽光発電システムは

焼失いたしましたが、京セラ様の特別な

ご配慮で、10 年間保証の適用により同規

模のものを無償で設置することができま

した。この場を借りて御礼申し上げます）

１月 11 日 フォーカス徳島 530（四国放

送）にて、太陽と緑の会の建物再建につ

いて放映して頂きました。 

２月１日 浄化槽工事(～６日) 

２月８日 敷地内舗装工事(～９日) 

２月 20 日 サララ取材 

２月 22 日 ソーラーシステム稼動開始。

２月 24 日 朝日新聞取材 

２月 27 日 徳島新聞取材 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§2005 年 11 月 1 日～2006 年２月 28 日§（紙面の都合上、敬称は省略させていただきます） 
 

ご寄付下さった皆様方 
林 \1,565 井筒 智史 \3,000 伊勢谷 晃子 \1,000 山上 隆志 \1,000 川真田 千
秋 \1,000 橋本 アケミ \1,000 加藤 孝子 \1,000 兼市 佳子 \1,000 宮本 佳子
\1,000 猪熊 久美 \1,000 在原 敏子 \1,000  荒木  恭子  \1,000  野田  喜美子 
\1,000 坂東 雅子 \1,000 小畠 洋子 \1,000 亀井 美香 \1,000 渡 美恵子\1,000
中野 典子 \1,000 川井 ふみ子 \1,000 田渕 正恵 \1,000 石川 隆子\1,000 宮本
カメノ \1,000 宮本 洋一 \1,000 宮本 好男 \1,000 正富 章子 \1,000 庄司 和
子 \1,000 川原 京子 \1,000 三原 美智子 \1,000 中井 初子 \1,000 笠井 紀美代
\1,000 竹内 八重子 \1,000 島田 美和子 \1,000 清水 素子 \1,000 冨原 三千栄
\1,000 久積 俊子 \1,000 妹尾 恵美子 \1,000 林 豊子 \1,000 戸川 真由美
\1,000 堀尾 典代 \1,000 森吉 雅子 \1,000 岩木 順子 \1,000 岩木 敏久
\1,000 岩木 太郎 \1,000 岩木 葉子 \1,000 阿部 和代 \1,000  森  英 司
\1,000 世良 洋子 \1,000 山下 恵美子 \1,000 炭谷 清美 \1,000  坂 東  佳 子
\1,000 川原 真弓 \1,000 土曜倶楽部事務局 内山裕子 \22,427 吉川 良祐 \10,000
伊原 \1,000 成瀬 \5,000 近藤組 \10,000 宮内 \1,000 秋田 景旨 \3,000 橋本
登美子 \5,000 手川電気 \5,000 羽ノ浦町消費者協会 \10,000 児玉 祐子 \3,000 芦
田内科 \10,000 眞本 巧 \1,000 匿名 \5,000 工藤 \1,000 堀尾 \1,000 匿名
\1,000 吉田 \1,000 龍田 津弥子 \10,000 匿名 \5,000 武市 \1,000 福沢 \3,000
徳島県労働者福祉協議会（第 22 回チャリティゴルフ一同） \100,000 豊 \1,000 大草（な
むなむ堂）\1,000 匿名 \5,000 三原\50,000 黒地 \5,000 東 \1,000 匿名 \5,000
久米川 \4,300 佐野 \1,000 小林 \1,000 幡本 善次郎 \10,000 匿名 \5,000 坂本
\5,000 平井\3,000 徳永 豊美 \1,000  松本 光代 \5,000 米田 \3,000 渡辺 晴
美 \30,000 匿名 \1,000 高瀬 \20,000 ＵＩゼンセン同盟化学部会 四国化成労働組合
連合会 \267,000 佐野 順子 \1,000 匿名 \30,000 岩本 \2,000 大櫛 \10,000 成
瀬 \5,000 林 まり子 \1,001 生島 \2,000 大同生命社会貢献の会 \200,000 蔵本
\1,000  渡辺 \5,000 笠井 良昭 \6,000 牧野 登 \5,000 蔵本\1,000 ハートラン
ドあっぷる 取りまとめ \111,333   
 

不用品を持ち込んで下さった方々 
○徳島市○津田、小原、岡本、久米川、斎田、近藤、山本、福島、中野、坂東、尾形、一宮、竹内、
山崎、藤川、河野、佐賀、川端、杉本、宮本、南、丸山、浅野、長崎、井川、東、岩本、友竹、澤、
猪本、金丸、加納、横山、龍田、篠原、大山、松野、木内、佐藤、玉田、村上、山尾、美馬、武井、
山橋、曽川、阿川、板倉、露口、安本、西崎、池本、山岡、山口、飛鳥、増本、大西、新居、上村、
金本、富川、小瀬、藤原、奥村、岡田、川口、松本、島本、米澤、竹本、伊沢、正本、三好、赤澤、
追谷、中川、富永、蔭山、藤田、藤岡、笹田、谷、三井、小椋、宮本、榊、重井、山下、森、しらさ
ぎ台婦人会、照本、福田、大下、長江、大谷、漁嶋、笠谷、畑中、孫田、株本、依田、岩井、工内、
佐々木、梶井、溝杭、元木、蔵本、斉藤、伊原、河野、藤並、大山、上田、米澤カタリーナ、武井、
和泉、福本、大久保、奥村、青木、大北、東條、三木、松本、高橋、小山、久米、出口、勝浦、立花、
高木、谷口、片山、加藤、佐野、川崎、木元、神崎、尾方、原、多田、三河、小川、桜井、山田、な
むなむ堂、田村、瀬戸、太田、松野、八万南小学校、土井、森崎、青山、増原、森本、杉原、渋谷、
加島、福山、関本、大島、長楽、黒嶋、新納、新谷、東口、原田、中山、芝井、三浦、西尾、富島、
梅本、三嶋、長田、日本聖公会・聖テモテ教会、岸、葉久、播磨、丹羽、大黒、社、仁木、真弓、(有)
不動建設、小池、団、中西、中原、奥野薬品、寺前、八万南幼稚園、祖父江、吉田、武田、HAMANAKA・
NORA、三枝、柏本、堀、川上、酒井、秋山、吉岡、濱口、脇谷、谷本、間嶋、水川、平尾、矢野、板
橋水道ポンプ店、芝原、松浦、黒田、長尾、水原、江碕、京野、山花、吉崎、増田、長谷部、伊東、
沖洲小学校 PTA、天満、木川、三月田、石田、松浦、藤澤、第十、以西、前川、瀧本、庄野、京寛、
平田、谷田、金沢、日和田、山崎、芝田、園木、岸田、矢野、陽地、総合ビル・メンテム(株)、中東、
佐武、大西、笹田、笠谷、金本、尾方、榊原、井内、吉岡、長尾、三木、鈴木、東口、桑原、米原、
田中、池上、木藤、小林、山本、新居、国府養護学校、渡辺、宇野、鈴江、田村、中野、多田、玉野、
犬伏、加藤、三浦、北橋、竹林、西井、森永、阿水、まゆやま学苑、中野、大西、ディーンダリアン
ト、板橋、西林、日ノ出、フミヤ、作本、増本、野口、梶井、増田、東、中東、藤高、小山、武井、
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黒田、高橋○上板町○杉山、菊地、湯浅、河野、堀川、嘉重、薮内○阿波市○田中、伊澤、大隅、岡
田、福家、笠平、戸井○松茂町○下村、林、木内、佐藤○北島町○美馬、下山、富永、石井、岩木、
渡辺、中谷、長田、桃山、AB EUTERPRISE、庄司、久米、関、木村○鳴門市○川村、別部、戸井、郡、
山本、近藤、長岡、阿部、中、松田、山田、リトルフィールド・クリマ、菅、楠本、三井、梅本、鎌
田、○小松島市○服部、湯浅、綿瀬、藤岡、石山、奥山、小川○藍住町○土井、朝波、野口、川端、
木内、松本、友竹、岡本、平岡、熊本、三木、柳川、友滝、楠、中野、中尾、羽山、鳥取、山下、森
口、山本○吉野川市○志摩、後藤田、市川、久喜、松田、井内、弥吉、鶴田、岩崎、森久、鎌倉、片
岡、山崎、藤本、加本、早見、住友、岡本、川原、富澤、洲河、中野、井内、豊田○石井町○山口、
松田、藤井、古高、藤岡、秋田、竹内、岩崎、吉田、上島、近藤、松本、兼子、姫野、高木、木村、
田中、富士蔭、坂口、平尾、富山、脇谷、大島、小泉、板東、阿部、中村○海南町○神沢○阿南市○
佐野、保田○美馬市○藤本○羽ノ浦町○羽ノ浦町消費者協会・川田、一楽○板野町○沖津、近藤、後
藤、井上○神山町○天野、横山○奈良県○西本○長野県○吉川○勝浦町○登木○大阪市○原○京都市
○井上、木村○埼玉県○本田○兵庫県○富永、神沢○香川県○三谷、野口、栗飯原○京都府○小暮○
佐那河内○嵯峨○井川町○若林○日和佐町○岩澤、○富山県○小林○東京都○野口、荻野、内藤○松
山市○浜田 
 

不用品を回収させて頂いた方々 
○徳島市○林、須賀、田代、パッケージ松浦、濱、いたりあーの平田、山下、竹内、西部ディサービ
スセンター、角山、中島、矢部、小西、橋本そば、日浦、仁木、加藤、岡山、久米川、中田金庫店、
浅川、川人、村島、尾上、一番町電化、トラスト、逢坂、細川、金野、山本、南電気、遠藤、椢原、
高原、田村、河野、井上、浅香、吉田、加納、天満、谷川、西川、佐藤、前川、佐々木、岩本、佐野、
浜口、小林、フォトハラダ、辻、福井、伊丹、宮城、吹田、若松、川原、渡辺、黒川、稲原、藤田、
大田、福田、スターモード、津田幼稚園、中川、岩瀬、今井、四宮、東京屋美容院、元木、沖津、名
盤堂、雲財、下田、松本、双葉塾、角、吉内、松田、野田、大前、藤本、西條産婦人科、森本、後藤、
出口、けんせい歯科、藤谷、東ライオネスクラブ中原、長江、鈴江、高橋、小川、井丹、三浦、大久
保、黒地、(株)フルノ、坂本、西、手白、木村、鎌田、須磨、桑原、結城、富永、Ｄコム、尾崎、米
田、森、大下、新居、鴨頭、猪俣、松岡、原崎、工藤、末広ボール、（株）ライフメーク・オダ、是
安、美馬、松村、池本、ダンススクール・アランドロン、西山、小倉、勇、高瀬、村井、岡田、宗、
岩本、田中、八田、近藤、田口、徳島県設備業協会、村島、富永、三好、藤野、松本、佐伯、平田、
多田、村上、川内、戸村、中野、吉岡、大道、吉村、飯森、花瀬、和田、カンガルー歯科、井口、赤
星、市川、豊田内科、服部、中村、ホツトハウス、桜井、樋口、藤井、金沢、谷、相原、古田、平井、
国行、中山、浜野、手川電気、横山、須原、柏岡、斉藤、木村、川代、鈴木、坂本、金沢ガラス、東
月の宮町内会、内田、板東、小笠原、児童ホーム、芽形、西條、芝、パソ Q、富岡医院、川崎、七條、
村木、木下、内藤、左村、比茂、中尾、篠原、佐川、真鍋、竹中、金久、矢野、末岡、浜田、チャイ
ナ、三原、城西病院、大野、カトリック教会、れい美容院、長谷、鎌中、藤野、伊佐美、長神、真沢、
佐渡山、大森酒店、松井、三谷、大和、福原、山岸、佐藤、新田、村田、松村、鹿児島、木倉、清水、
浜口、和泉、堀田、武市、寺西、応神小学校、秋山、長谷、木田、宇坂、久米、安東、井端、久保、
米澤、坪内、上田、阿部、エース環境設計、大櫛、丸谷、カンレイ、苛原、山ノ井、高田食堂、岩本、
藤永、松根、佐藤、ホテル東横イン、吹田、後藤田、後藤田産婦人科、キッサ、ミュージック、荒尾、
板東、吉本、サイナカアートファニチャー、浜口、原、長谷部、岩野、月岡、武市、蔵本、奥谷、井
内、万玉薬局、大場、橋本、今井、吉田、森、田中、樋口、長瀬、熱帯魚遊学、団、伊丹、小山、遠
藤、市原、宮内、星元、相原、金野、広田、元木、小松、中原、八木、古郷、千秋園、庄野、宮本、
志摩、鈴木、伊藤、ＰL 教会、和田、藤原、和泉、堀井、豊倉、梶本、下塚 ○石井町○堀、岩根、
石井薬局、泊、須見、佐藤、武市、みんなの会事務所、隅田、住友自動車、徳島チャイルド社○鳴門
市○根来、リサイクル山田、武田、久龍、福島、青木、前川、表、秋山、富崎、米田、寺田、新居、
志マキ商店、鳴門第一小学校、郡、桜木、岩瀬、田澤○鳴門町○東、川上○松茂町○上田、日本通運・
瀬川、板東○北島町○浜田、千村、吉田、結城、樋口○吉野川市○中川、松下、新居、割石○藍住町
○山本、阿部、岡本、谷崎、国見、魚谷、田野、長田、山橋、上田、東光寺、小林、ニック徳島○小
松島市○西浦 
 

不用品を持って来て下さった方には、持ち込みカードへの記入をお願いし、当会の機関紙をお渡し

していまして、ここでご紹介させて頂いているお名前は、そのカードに基づいています。しかし中に

は「名前は結構です」と言われて置いて行かれた方、「前にも書いたから」と記入されなかった方も

多く、実際の件数はここで掲載したものの３倍はあります。また徳島県外から持って来て下さった方、

「捨てるにはしのびないから」とわざわざ郵送で送って下さった方もおられました。なお、厳重にチ

ェックしていますが、万が一お名前の書きもれ、書き間違いなどございましたら、ご遠慮なくご一報

頂ければ幸いです。 
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♪＼（〃⌒∀⌒〃）／♪ 

 

 

 

 
 
 

┏（ ゜_ ゜;）┛ 
 
 
 
 
 
 

≪再出発 名言・迷言語録≫ 

再出発しても、この場所があること

が、当たり前と思わないことです。 

岡田 郁子（談）

とりあえず頑張る。 

工藤 卓也（談） 

オープンが楽しみです。 

大木 義文（談） 

≪再出発 個性派語録≫ 

理想と現実は違うから、やってみね

ぇ～とわからねぇな。 

原 佑樹（談）

≪正直な意見派≫ 

そんな急に訊かれても（答え

られないよ）、特にないです。

小倉 芳治（談）

≪ポジティブ意見派≫   

頑張ります。新しく作業も変わると思う

ので、がんばって覚えていきます。 

田村 英介〔談〕

≪慎重意見派≫ 

新しくキチンと再出

発できるかどうかの

不安はあります。 

名田 和外（談）

本館の売り場にプラモデルを置くコー

ナーが欲しいです。藤田 喜彦（談） 

 

本のコーナーの作業が楽しみです。 

大和 麻耶 （談） 

 

今以上に衣類とか持ち込みの仕事を

やっていきたい。   走川 幸児（談） 
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編集後記～期待と不安と～ 

 「ほんま（本当）のオープンはいつに

なるんえ？（なるの）」「新しい店に入る

日、決まったん？」 

 建物の外観や内装が整ってくるととも

に、当会に来られる市民の方から聞かれ

ることが増えてきました。 

 昨年２月 27 日未明に発生した火災の

ため活動拠点の中心となる事務局・作業

場兼店舗の建物が全焼してから１年が過

ぎました。延焼を免れた倉庫を仮事務所

とし、倉庫前にテントを設営しての活動

にもかかわらず、家庭で使わなくなった

ものをもう一回誰かに使ってもらえた

ら、と持って来て下さる方や、手間ひま

かけて再生したリユース品を買いに来て

下さる方が絶えることなく、本当にあり

がたいことと思う反面、なかなかオープ

ンにこぎつけられず、お待たせして申し

訳ないという気持ちになります。 

当会の作業所で働く様々なハンディを

持ったメンバーは、「早く新しい建物で作

業をしたい」「品物（リユース品）をたく

さん並べて、ひとつでも多くお客さんに

買って頂き、売上を伸ばして、自分の給

料アップにつなげたい」と思う一方で、

「建物がきれいになっても自分は今まで

のように働くことができるのだろうか」

と期待と不安の入り混じった気持ちで新

店舗のオープンを待っています。 

罹災直後から多数の方が、お見舞い、

差し入れのために足を運んで下さり、

2000人を越す方々から再建費用として総

額 2100 万円のカンパが寄せられました。

また支援金口座の設置や太陽と緑の会支

援組織の立ち上げ、街頭募金、イベント

やネットワークを通じたカンパの呼びか

け、焼けた建物内の残さ物の片付け・処

理、新しい建物の建材となる杉の木の提

供・運搬・製材や木工事・屋根工事・電

気工事、など、5000 人近い皆様方のご支

援・ご協力を頂いてまいりました。 

この４月より障害者自立支援法の施行

や電気用品安全法の本格的施行を控え、

ますますかじ取りが難しくなってきてい

ますが、一般市民の方とのやりとりの中

でハンディを持ったメンバーが活き活き

と働き、ボランティアがそこにかみ合い、

同時に物も活かされ、ゴミも少なくなる、

そのような日常を地道に広げていくこと

ができたら、と考えています。今後とも

よろしくお願い致します（小山）。 

特定非営利活動法人 太陽と緑の会 
 

私たちは生態系のリサイクルを含めたリ

サイクル・リユース活動を、様々なハンデ

ィを持ったメンバー達の障害者地域共同作

業所(２箇所)とリンクさせて、行っており

ます。地域の中で「人も物も活かされる街

造り」をテーマに、ハンディーのあるなし

にかかわらず「地域の中でその人がその人

の足で立っていけること」を目指して、様々

な方々（一般市民、ボランティア、行政）

の支えを頂きながら年間 300 日、土､日、祭

日を含めた、日常活動を行っております。

発行：特定非営利活動法人 太陽と緑の会 

〒779-3120 徳島県徳島市国府町南岩延 107-１ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ０８８－６４３－１０５４ 
（ＮＰＯ法人事務局）

ＴＥＬ・ＦＡＸ０８８－６４２－１０５４ 

（不用品リユース・障害者地域共同作業所）

URL http://www２.ocn.ne.jp/~t-midori/index.htm

E-MAIL t-midori@jeans.ocn.ne.jp 

代表理事  杉浦 良   編集 小山 隆太郎 

編集サポート 前田 敏晃  岡田 郁子   

年会費：正会員 10,000 円  準会員 1,000 円 

郵便振替口座：０１６２０－８－４４７０３ 

※この機関誌は再生紙を使用しています。 


