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気がつけば機関紙発行が 132 回となりました。創刊号は 1988 年８月で、「太陽と緑

の会徳島福祉リサイクルかわら版」という、一言では長くて言えない名前の機関紙でした。

正確に言えば、その前の 1986 年に「リサイクルかわらばん」を４回発行しました。編集

発行は、太陽と緑の会の創立者近藤文雄が行いました。1984 年 10 月１日から、車での

資源ゴミ・不用品回収活動をスタートさせ、12 月に近藤整形外科の駐車場をお借りして

第１回ガレージバザーを開催することが出来ましたが、活動報告やコンセプトを皆さんに

知らせる機関紙発行まで手は回りませんでした。１年半後、ようやく「リサイクルかわら

ばん」№１を発行することができました。 

何で始めたかって？ これを始めたきっかけ？以前私は「ポパイの家」という通園の作

業所に勤務したことがあり、そこで、重度から中軽度の知的障害の人たちや、重度の身体

障害の人たちと付き合ったからです。平均年齢 38 歳、21 名の集団でしたが、全員が作

・コラム「リサイクルかわらばん」

・お知らせ（鮎喰川クリーンアップ、

ウイグルコンサート、職員募集） 

・体験ボランティア参加者募集中 

・太陽と緑の会助成事業報告 

・ご支援下さった皆様 ／編集後記 

かわら版 

－リサイクルかわらばん－    杉浦 良
浦

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会

2009 年 6 月 132 号 

鮎喰川クリーンアップ 2009  悪臭と格闘しながら…… 
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業所づくりに参加し、そこで、木工や金

属加工、和文タイプ、農作業、と石のラ

ベルはりの作業を通して、きょうもせっ

せと生きておりました。 キーワードを

みつけた。それは、コミュニティー・ケ

ア  色々なボランティアや保護者の人

たちの参加もあり、地域に根ざす活動を

しておったのですが、コミュニティー・

ケア、つまり地域でつくる福祉、という

にはどこか限界があると思いました。福

祉が進んでいる、遅れている、というそ

れぞれの土地がら、特色があります。そ

うしたなかで、障害をもった人たちが、

その地域のなかでいきいきと生きること

ができ、地域もそれを受け入れるという

関係を持続するためには、どうしたらい

いんだろう。地域の特性を無視して、桃

源郷を金を積んでつくるのなら話は別で

す。そうでなく、地域のなかで障害のあ

るなしにかかわらず、人と人とのつなが

りをつくるには、日常的な、施設に慰問

に行くというような断片的なものでな

い、取り組みがいります。しかも、普通

の社会生活を営みながら、障害をもった

人たちが社会参加する必要があると思い

ました。コミュニティー・ケアとは、そ

ういうことなのです。 じゃあ、福祉リ

サイクルはどうなのかな   福祉リサ

イクルは、市民の方々の善意によって成

り立っています。でも、こんなこともあ

ります。県営住宅の４階に住んでおられ

る老夫婦から、壊れた冷蔵庫なんかも、

トラックでいただいてまいります。（＊家

電リサイクル法により現在は回収できま

せん）不用品を処分するのに、お金がい

る時代です。その現代に「ご協力ありが

とうございました」「わざわざごくろうさ

ま。どう処分しようか、悩んでいたんで

すよ。ありがとう」という、会話があり

ます。私たちは、こんな関係が、自然に

当たり前の仕事をするなかでできあが

っていくことが、喜びです。 

バザーでも、ふれあいが 「安いねえ」

「ハイ、僕が一生懸命、磨きました」自

信まんまんの顔で対応するのが、知的障

害の人だということに、何人のお客さん

が気づいたでしょう。要らないものを持

ってきた、掘りだしものを探しにきた、

どっちだっていいのです。店に行った

ら、たまたま名もしらない、障害を持っ

たひとがいた。そんな空間が、福祉リサ

イクルの姿、だと思うのです。 みちし

るべ  社会が、そして健常者が、障害

をもった人に何かを与えるという関係

だけでなく、障害をもった人たちも、で

きるかぎり、自分を生かす。できる量が

多い少ないはともかく、社会に積極的に

首をつっこんでいく姿を、創造するこ

と。それぞれの可能性を生かすこと。知

的障害、身体障害、精神障害、などと呼

ばれている人も、そう呼ばれていない人

も。それぞれの持ち味を、伸ばし、発揮

し、生かしていくことで、全体として福

祉リサイクルを進める。これが、目的で

す、それが、徳島のコミュニティー・ケ

アを創造していく、糸口になれば。スタ

ッフのやりがいはどうやらここにある

ようです。・・・・こんなインタビュー

形式の文章を載せました。23 年も前の

随分つたない文章ですが、今と比較し

て、基本的なコンセプトにあまり遜色は

ありません。成長がないといえばその通

りですが、時流に合わせて、その時その

時を輪切りにしながら活動するやり方

ができにくいのです。人を育てたり、活

かしたりすることは、やはり百年の計と

いわれる所以です。 
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お 知 ら せ 
 

鮎喰川クリーンアップ 2009 
下記の内容で鮎喰川河川敷のクリーンアップを行いました。 

日 時： 平成 21 年５月 29 日（金） 午前９時～正午  

場 所： 鮎喰川河川敷（中鮎喰橋西詰土手下 徳島市国府町南岩延）  

目 的： 環境美化、不法投棄の防止  

参加者： 太陽と緑の会メンバー、スタッフ、ボランティア計 15 名  

拾ったゴミ： 可燃ゴミ、不燃ゴミ、空き缶（２トンダンプ１杯半）  

その他： 河川土手、道路土手の草刈り（総延長約２キロメートル）  

 

 クリーンアップは今年で９回目となります。不法投棄のゴミは昨年の３倍はありまし

た。竹藪を切り開きながらの収集となったため、収集には時間がかかりました。ほとん

どは家庭からの一般ごみ（不燃・可燃）であり、通勤途中に投げ捨てて行く一般市民の

姿をしばしば見かけました。 

 当会で働く、様々なハンディを持ったメンバーもクリーンアップ作業に参加し、襲来

する蚊と悪臭に悩まされながらも、汗だくになってゴミを拾い続けました。ハンディは

あっても、社会からサポートしてもらうだけでなく、その人なりにやれることを積み重

ねていくことで、社会に少しは返していく。そのような日々の営みの一環として、この

クリーンアップ活動を９年間続けてきました。 
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ウイグル伝統音楽のミニコンサート開催 
５月 31 日午後１時 40 分より２時 40 分まで、太陽と緑の会リサイクル作業所にて、

新疆ウイグル自治区トルファン市出身のキラム・アブラさんによるミニコンサートを開

催しました。 

キラムさん手作りによるウイグル伝統楽器のダップ（太鼓）のリズムに始まり、ウイ

グルの気候・文化・風習についてのトークも交えながら、アコーディオンによるウイグ

ルの伝統音楽やロシア民謡の演奏を披露して下さいました。お店に来られた一般市民の

皆様をはじめ、当会作業所のメンバー、スタッフ、ボランティアなど、約 30 名が耳を

傾けました。 後に、太陽と緑の会リサイクル作業所メンバーの米田太さんの朗読ライ

ブも行いました。  

ウイグルの師範学

校でウイグル言語と

音楽の教師をしてい

たキラム・アブラさ

んは、４年前に鳴門

教育大学大学院に留

学のため来日、研究

活動の傍ら、吉野川

市のまちかどコンサ

ートなどで演奏活動

を行っていました。 

太陽と緑の会リサ

イクル作業所におけ

るキラムさんのコン

サートは、毎月定期

的に行う予定です。 

次回は６月 20 日

土曜日午後２時から

の開催となります。

大勢の皆様のご来店

をお待ちしておりま

す。  

キラム・アブラさんによる

アコーディオン演奏 
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 見学 

５月８日、精神障害者の地域活動支援セ

ンターを運営する、ＮＰＯ法人花みずき

２１世紀会（徳島県小松島市）の皆様

14 名が、地域活動支援センター太陽と

緑の会リサイクル作業所を見学のため

来所。 

 

５月 15 日、障害者生活訓練施設ウィス

パー（徳島市）より、職員４名、高知女

子大からの実習生１名の計５名の皆様

が、地域活動支援センター太陽と緑の会

リサイクル作業所を見学のため来所。 

 

 

活動が紹介されました 

徳島市（市民環境部環境保全課）の発行

する「徳島市エコ事業所事例集」で、太

陽と緑の会のエコハウスの取り組みが

紹介されました。 

 

ＮＰＯ法人市民フォーラム 21・ＮＰＯ

センターが発行する「働くことは生きる

こと（－障がい者の自立を実現する先進

事例集－）」で、地域活動支援センター

太陽と緑の会リサイクル作業所の取り

組みが紹介されました。 

専任スタッフ 
募集します 

 

ＮＰＯ法人太陽と緑の会の専任職員

を募集します。 

 社会的地位や名誉とはあまり縁があ

りませんが、日々の営みの中で、ここの

事業が社会に貢献していること、そして

社会から支えられていることを、実感で

きる仕事だと考えています。 

 

雇用形態 正社員  

雇用期間 常用  

年  齢 22 歳～35 歳  

採用人数 1 人  

仕事の内容  

 リサイクル活動等を通じて様々な障

害を持つ人々の自立支援を行う。一般家

庭を回っての不用品の回収、選別、動作

テスト、修理再生、商品陳列、店内整理・

清掃、販売、資源ごみ選別・搬入などの

リユース・リサイクル作業全般を、様々

なハンディを持った人たちと共に行い、

その人なりの立ち方を模索していく。  
 
就業場所 徳島県徳島市国府町南岩延 107-1  
就業時間 9:00～18:00  
学  歴 高卒以上  
経  験 不問  
必要な免許資格 普通運転免許（ＡＴ限定不可） 
その他条件 当会の事業に賛同していること  
賃金形態 月給制  
基 本 給 13 万円～16 万円  
通勤手当 当会規定による  
その他手当 当会規定による 
加入保険 雇用 労災 健康 厚生  
休    日  水曜日、及び月２日（平日）  
入居可能住宅 県外の方は応相談  
マイカー通勤 可  
選考方法 面接  
面接日時 随時  
携 行 品  履歴書（写真貼付）、志望動機の文章
（800 字）  
担 当 者  代表理事 杉浦  
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ボランティア体験 
参加可能期間 

 
7 月 23 日(木)～8 月 6 日(木) 
8 月 20 日(木)～9 月 8 日(火) 

 

期間中、半日～2 週間の範囲で
太陽と緑の会の活動を体験す
ることができます。 

（水曜日を除く）
------------------------------------ 

場所 太陽と緑の会事務局 

（徳島県徳島市国府町南岩延 107-1）

募集定員 10 人 

参加費 1,000 円 

（ボランティア保険料・事務経費他）

参加資格 
中学 3 年生以上で、太陽と緑の会

の活動に興味のある方 

自分のことは自分でできる方。 

特別な技術・資格等は不要です。
 

申込方法 
太陽と緑の会事務局までお電

話、または FAX でお申し込み下

さい。FAX の場合、住所、氏名、

生年月日、電話番号、参加希望期

間を明記して下さい。 

例えば土日のみ、午後のみ、一

日だけ、毎週土曜日といった形の

参加も可能です。 

お申し込みは、ボランティア体

験を開始する日の 1 週間前まで

にお願いします。 

体験ボランティアは、様々なハンディ

を持ったメンバー、地元のボランティア

とともに、太陽と緑の会が日常的に行っ

ている、品物・資源ゴミのリユース・リ

サイクル活動を、ボランティアとして体

験するプログラムです。 

平成２年夏にワークキャンプとして開

始、平成 12 年に体験ボランティアに衣

替えし、平成 17 年、18 年を除く毎年

計 17 回の開催で 253 人が参加しまし

た。 

宿泊もできますので遠方からの参加も

可能です。過去の体験ボランティアにつ

いては、ホームページに写真などを掲載

していますので、ぜひご覧下さい。 

------------------------------------ 

食事・宿泊 
★昼食は当会が無料で提供します。 

★参加者の方は参加期間中、太陽と緑の

会月の宮共同生活棟（徳島県徳島市入田

町月ノ宮 227-39）に無料で宿泊もでき

ます（高校生以上の方のみ）。 

食事は共同自炊となります。宿泊を希

望される方は、参加申込時に、その旨を

お伝え下さい。 

★参加に要する交通費及び個人的性質の

諸費用は各自負担となります。 

------------------------------------ 

主催・問い合わせ  
ＮＰＯ法人太陽と緑の会事務局 

徳島県徳島市国府町南岩延 107-1 

ＴＥＬ ０８８－６４３－１０５４ 

ＦＡＸ ０８８－６４２－１０５４ 

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

URL 

http://www2.ocn.ne.jp/~t-midori/in

dex.htm 

体験ボランティア 参加者募集中 



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31 回助成 
徳島市資源ごみ回収事業に係る奨励金

（古紙、鉄屑、空き缶、ウエス１キロに

対し６円、廃食油 1 キロに対して 12 円）

平成 20 年度前期分 38 万 8400 円が当

会の太陽と緑の会福祉事業団に支給され

ました。  

 これを各分野で非営利活動に取り組ん

でおられる以下の団体の皆様に配分させ

て頂くことに致しました。(敬称略)  

 

①障害者地域福祉活動への助成  

ＮＰＯ法人 聴覚・ろう重複障害者生活

支援センター（地域活動支援センターの

運営など）（徳島市）      １万円

障害者地域共同作業所 杉の子作業所

（徳島市）          ３万円 

やまももチャリティイベント実行委員会

（「地域活動支援センターやまもも」のた

めのチャリティイベントの支援として） 

 ５万円

ＮＰＯ法人精神保健ハートせんば せん

ば作業所（地域活動支援センター）（徳島

市）（作業所の移転費用の支援として） 

３万円

徳島県精神障害者家族会連合会 ３万円 

社会福祉法人ありのまま舎（宮城県仙台

市）（進行性筋ジストロフィーを中心とし

た難病患者・重度障害者の生活の場の運

営など）           ３万円 

 

②社会福祉活動への助成 

徳島市社会福祉協議会    5000 円

 

③環境保全活動への助成  

ＮＰＯ法人吉野川みんなの会（可動堰に

代わる住民案作りを目指す活動）３万円 

ＮＰＯ法人新町川を守る会（川を守り、

水を活かしたまちづくり）  3000 円

第５回環境ボランティア交流会 

 5000 円

④国際協力活動への助成  

ＮＰＯ法人 ＴＩＣＯ（徳島で国際協力

を考える会）（ザンビア等における医療・

農村開発活動）     １万 5000 円

日本チェルノブイリ連帯基金（チェルノ

ブイリ原子力発電所事故被災者への医療

支援）            １万円 

ペシャワール会（アフガニスタン等での

医療事業、水源確保事業、農業計画） 

１万円

モヨチルドレンセンター（ケニア・スト

リートチルドレン支援）（「子どもたちの

家」建設費用支援として）７万 9000 円

 

⑤その他の活動への助成  

シーズ（市民活動を支える制度を作る会）

 ３万円

日 本 サ ー ド セ ク タ ー 経 営 者 協 会

（JACEVO）（サードセクター経営者の

ネットワーク構築等の活動）  １万円 

丸居哲雄（39 年に渡る、寄せ張りアー

トへの取り組みに対して） 

（詳細は次ページで紹介）   1 万円 

 

振込手数料 1529 円 

不足分の 129 円は緊急助成予備費より

充当  

-------------------------------

太陽と緑の会福祉事業団の助成

活動は平成５年度より開始しまし

た。各分野で非営利活動に取り組ん

でおられる個人・団体の皆様を対象

に年２回行っており、助成総額は

16 年間で計 925 万 6492 円とな

りました。 

一民間団体としてのささやかな

支援事業を今後とも続けていきた

いと思います。 

太陽と緑の会 助成事業報告(H20) 
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この度、当会より助成を配分させて頂

いた丸居哲雄様より、お便りが届きまし

たので、ご紹介させて頂きます。 

------------------------------------ 

前略 

この間は貴重な浄財をいただき、あり

がとうございました。実は、私、御金、

大好きなんです。しかし、この度は、さ

すがに気がひけました。私は社会福祉に

貢献するために絵を作っているわけでは

ないからです。 

他人から何も言われないのに勝手に始

めて、初めは、誰の目にも、とまりませ

んでした。時に目につくと「お前、ヒマ

な、なあ」などと言われるしまつ。特に

世の中に役立つ事も無く、御金なんて、

使うばっかりで、ただ内面から突き上げ

てくる得体の知れない衝動に従っている

だけなのです。 

特に用事が無ければ、８時 30 分か９

時頃（特に決まっていない。)には、仕事

場に。11 時頃より休み、昼食、新聞を

読み、13 時頃から、16 時 30 分頃まで、

また仕事場へ入る。寝る前は本を読む、

という生活を繰り返すだけなのです。そ

れでいて、社会的地位も無く、名誉も、

たいした事もなく。御金なんて無くて困

っています。地位とか名誉と金が欲しく

ないわけではないのですが、それが欲し

くて絵を作っているのではないような気

がします。私は絵を作る者には、絵を作

る者の欲望があるという仮説を立ててい

るのです。その絵を作る者の欲望という

ものの正体を絵を作る事によって知りた

いと思っています。本当に御援助ありが

とうございました。 

草々

丸居哲雄氏 プロフィ－ル 
昭和 26 年 徳島県板野郡上板町神宅に

生まれる 

 ４歳の時 脊髄性小児マヒを発病、両

手両足に障害が残る 

 ８歳の時 小学校１年生としてひのみ

ね学園へ入園する 

 13 歳の時 養護学校へ入学 

 19 歳の時 福祉センタ－杢張科に入

所し杢張りと寄せ張りの技術を習得する 

 21 歳の時より自宅で杢張りを始める 

 27 歳の時 県展初入選 

 30 歳の時 結婚  

 33 歳の時 長男誕生 

 36 歳の時 杢張りを辞め、寄せ張り

を県展に出品し始める 

平成６年 県展準特選 

平成７年 エナジ－特選 

平成９年 県展特選一席（県知事賞）  

平成 10 年 県展奨励賞 

平成 11 年 県展奨励賞 

平成 13 年 県展奨励賞 

平成 16 年 県展特選一席(県知事賞) 

平成 19 年 県展準特選 

平成 19 年 国民文化祭(徳島県知事賞) 

http://www3.netwave.or.jp/~yosebari/ 
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鮎喰川クリーンアップ 2009  ちりばさみでゴミ拾い 

 

イラスト 

藤田さん 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§2009 年 4 月 1 日～2009 年 5 月 31 日§(紙面の都合上、敬称は略させて頂きます)

ご寄付下さった皆様方 
前川、吉田 
 

品物を引き取りにお伺いさせて頂いた方々  
○徳島市○安藤、長野、竹田、堀井、みずほ保育園、藤原、八万南小学校、田村、阿部、
藤永、田中、横田、楠本、うおい美容院、馬渕、西野、浅賀、寺井、黒川、長畑、益岡、
矢野、田代、三木、宮城、パソ Q、藤井、福田、大西、西條産婦人科、都、川添、野口、
松原、小西、村岸、井内、加戸、近藤整形外科、籐、市川、小山、川崎、板東、八木、
河野、大本、山口、山村、小倉、バルネケ動物病院、阿波ハウジング、山本、庄野、西
内、河口、岡本、藤川、大塚、障害者交流プラザ、室谷、楠見、元木、(株)セルコン、武
市、辻、端野、中西、マツダレンタカー、林、子安、河田、村田、古村、小野、ほうき、
松岡、宮本、古田、粟田、岡山、藤崎、小宮、蔭川、加納、森、浜野、山道、木内、安
藤、桑村、はに渕、木田、鈴木、中川、小西、浜田、東、小林、広中、お好み焼き杉の
香、広岡、池住、徳島工芸、高橋、たつみ、後藤、関本、椎野、中田金庫店、宮下、臼
木、尾崎、戸川、牧野、村上、前原、久保、田島、香川、新井、沢田、ハートランドア
ップル、岡、恵木、カンガルー歯科、中尾、田中、生田、高橋、勝占、岸、森井、梶本、
多田、新井、大園、宇田、神田、小泉、尾花、林、谷川、長谷、鎌田、徳島自立会、蔵
本、船越、西村、長浜、脇坂、前坂、野田、乾、仁科、浮田、佐藤、高木、安部、岡田、
寺西、高島、山岡、高畠、四宮、小田切、山川、井端、高浜○板野町○梅田○石井町○
福永、白井、佐藤、後藤、上村、飯岡、清水、斎、安土、富田○阿南市○蝶子○吉野川
市○後藤○小松島市○内藤○板野町○信田○藍住町○大塚、都築、田中、大倉○鳴門市
○久龍、石丸、若松、南、稲枝、福島、紀井石造商店、井上、永尾、古林、小川、ディ
サービスセンターほほえみ○小松島市○内藤、森井、荒木、浅野○北島町○林、清水、
澤田、橋本、井内、結城、小林 
 

品物を持って来て下さった方々  
○徳島市○佐藤、国府小学校、榎本、内藤、中平、鈴江、小泉、手塚、平川、池北、加
納、犬伏、天羽、佐中、森下、金丸、槇木、大北、長浜、松本、真鍋、冨峯、松島、山
松、小松、吉田、岩佐、中川、力安、杜、仲嶋、市田、高橋、瀬部、東條、松浦、森、
数藤、永田、服部、田淵、須見、渡、琉子、中島、林、岡本、富永、坂本、藤吉、久次
米、桂、大石、平田、安田、曽木円、長谷部、永井、上田、武市、多田、切中、曽我井、
吉岡、日下、四方、福井、原田、尾形、増原、山口、島村、松尾、石山、大久保、北野、
寺内、南場、近藤、濱田、浅尾、川井、岸、宇佐、涼本、美馬、元木、堀、山田、玉木、
桑内、櫻川、大和、田中、真弓、石丸、三木、坂尾、浅野、桜井、久米川、大下、大島、
増田、酒巻、馬場、香川、中山、中野、岩城、内田、象潟、中原、前川、井本、伊原、
米田、友成、泉、滝本、篠原、桑原、鹿山、今井、平井、加藤、新川、横山、賀好、竹
本、大上、岡田、井原、前田、石井、長楽、和渕、宮内、杉浦、梶井、斉藤、北、谷田、
椙村、松田、藤本、堀金、山本、浜口、藤井、亀島、安藝、労福協菜の花ヘルパーステ
ーション、浅川、芦田、鴻野、大西、宮崎、猪山、藤澤、後藤、栗谷、中西、小池、筒
井、七條、清水、西、田原、田山、島田、有持、黒田、中尾、長篠、盛、黒川、杉本、
鎌田、和田、大隈、福家、山野、木内、小笠原、芝原、高源、逢坂、小川、嶋田、立石、
太田、尾池、木村、四宮、山下、伊勢岡、高倉、梶原、武田、森積、酒巻、猪子、佐村、
金本、井上、西岡、河崎、木藤、久田、白木、小野、玉木、河村、福住、山崎、柳沢、
金沢、小渡、木下、大黒、村上、拍野、山形、佐野、川口、福山、月岡、永松、小路、
伊藤、津田、真貝、土井、先山、津川、福良、平山、小林、生原、西森、三浦、松岡、
田村、前羽、鹿児島、山城、松田、梅岡、内輪、田中、姫野、谷崎、栗谷、井内、澤崎、
正木、牧野、北村、鹿山、豊田、蔭原、宇野、日和田、成松、荒木、三好、太尾、吉成、
松家、佐々木、岩本、助岡、本、布村、赤堀、流、小出、山橋、宿里、宮本、久保、椎
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野、田内、大岩、水間、川端、久米川、岩崎、釜床、新居、村賀、橘、杉原、照本、西、
中村、森田、牧岡、横井、播、石川、水本、湯川、井形、パク、カンガルー歯科、正城、
松平、西川、平尾、安岡、吉村、立川、柳川、溝本、村本、猪本、伊勢、あおばの荘、
(株) 阿波証券、藤田、前野、石本、橋本、大山、鹿山、平佐、池田、さかき、加来、長
尾、(有)メルーカ徳島、大平、八田、石渡、戸村、長谷川、井出、栗本、上地、下田、
川上、佐原、土橋、小原、宮井、勝占、小栗、東口、福田、岸、工内、仲村、北野、川
人、向井、大下、佐賀、迎、関本、大川、鈴木、川端、福本、森口、(有)水環境システ
ム、神崎、和田子供会、楠、真貝、岡、山城、元渕、丸笹、石田、青野、松倉、高松、
伊丹、三宅、和田、栗尾、久米、尾方、谷井、川上、大栗、乾、知賀、村賀、富林、川
田、堀江、猪児、川島、四方、宮地、朝桐、若井、芝、坂部、瀬谷、窪川、西本、吉崎、
長濱、前林、樋口、切建、片岡、金谷、松野、米津、佐藤、西谷、高畠、高木、寺尾、
岡島、猪岡、曽谷、都、井村、久野、吉見屋タイヤ、日浅、槙本、竹下、○石井町○松
本、松平、久米、矢野、加藤、降旗、松浦、近藤、原田、高見、川田、近藤、片山、浅
井、片岡、横井、森本、福島、美馬、田岡、川崎、西岡、山崎、野田、竹岡、赤尾、吉
田、後藤、香川、北島、元木、竹内、宮本、徳永、泊、高橋、富山、三木、福田、川井、
切原、かさい歯科医院、坂尾、小田、清重、小川、中川、小西、榎本、岡田、橘、山本、
岩崎、○藍住町○泉、太居、林、石立、山谷、森本、三木、藤川、小笠原、岡本、藤井、
三好、木戸、楠本、芥川、井出、渡邉、土井、横田、岩脇、中川、永井、江富、萩原、
前田、入山、山本、高田、大下、熊本、赤石、楠本、久保、奥村、淡井、西岡、井出、
小笠原、中村、高瀬、斎藤、井上、寺内、上崎、中藤○上板町○河野、たすけ合いの会、
六車、安芸、大西、快楽、大杉○阿南市○近藤、美馬、成松、天羽、武市、ねたきりに
なら連、勝占、西岡、石川、北野、久積、岡本、森、高島○北島町○岩木、中川、林、
西本、和泉、杉野、萩原、西條、美馬、前田、江富、岡本、永井、岩脇、湯浅、村田、
永森、浜村、原○鳴門市○吉田、桜、横畑、松田、喜馬、渡辺、尾崎、上原、田口、梅
本、高麗、大江、林、山本、長岡、佐藤○松茂町○吉本、東、佐藤、二条○牟岐町○西
○吉野川市○浦狩、高口、井内、笹本、井之、新居、川村、木村、山田、露口、桑原、
岡崎、原田、阿部、近藤、谷、米澤、加本、田中、渡部、滝野、加本、金子○三好市○
川原○板野町○吉田、赤沢、大嶽、岡本、株式会社エコリース、五條○阿波市○多田、
大崎、福家○小松島市○矢野、宮谷、宮田、井内、岸本、湯浅、阿部、溝口、南谷、澤
井、山本、金森○海陽町○神沢、長尾○那賀川町○久保○牟岐町○坂本○勝浦町○福田
○美波町○郡○神山町○中原、岡山、樫本、○美馬市○大西、外山、大塚○松茂町○東、
千葉○阿波市○伊月○佐那河内村○岡田、小野○香川県○横井、佐々木、矢部○東京都
○本田○兵庫県○前田○広島県○NPO 法人びいあらいぶ○京都府○小暮 
-------------------------------------------------------------------------------------

いつも当会の活動にご支援ご協力頂き、ありがとうございます。中には、リサイクル

ショップで買取対象となる品物を当会に寄附して下さる方もおられ、本当にありがたい

ことと思います。頂いた品物は大

切にリユース・リサイクルし、障

害者の自立支援、ボランティア育

成、他団体への支援などの活動に

つなげています。             

リユース・リサイクル可能なも

のが、またございましたら、ぜひ

お電話下さい。 

後に、吉田様、浜様を初め、

いつも旬の農作物、海産物を無償

で持って来て下さる皆様にも、こ

の場を借りてお礼申し上げます。 

 市民の方から届いたメッセージです 
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編集後記～できることを活かす～ 

「太陽と緑の会リサイクル作業所メンバ

ーのＡです。どういったご用件でしょう

か」 

 太陽と緑の会に電話をかけると、おっ

ちゃんの声が聞こえてきます。元気はい

いのですが、ハンディの問題もあって、

対応の不備で市民の皆様にご迷惑をおか

けすることも、時々あります。 

「きちんと対応できない人間を、なんで

電話に出させるんや」「事務職員を置い

て、きちんとした対応をせんと、いかん

のとちゃうん」「団体としての信頼をなく

すで！」と、お叱りの言葉を頂く事もあ

りました。 

 実は、電話の対応も、地域活動支援セ

ンター太陽と緑の会リサイクル作業所の

「メンバーの作業」の一環として行って

います。 

 Ａさんは、今から 24 年半前、当作業

所に来るようになり、いろいろな作業に

挑戦してきました。いずれもうまくいか

ず、 終的に残ったのが、レジと電話番

だったのですが、対外的な要求水準の向

上についていくことができず、平成 10

年９月には家具・衣料品売場に限定した

レジのみを担当するようになりました。 

そして火災による本館焼失後、平成 18

年４月に新館がオープンするとともに、

売場やシステムも大きく変わり、電話番

のみの担当となって現在に至ります。 

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
バー達の地域活動支援センター・障害者地域共同作
業所とリンクさせて、行っています。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、様々な方々
（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
っています。 

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・ＦＡＸ ０８８－６４３－１０５４（事務局） 
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０８８－６４２－１０５４    

（リユース・リサイクル、地域活動支援センター）
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 岡田 郁子 
年会費：正会員１万円  準会員 1,000 円 
郵便振替口座：０１６２０－８－４４７０３ 

 Ａさんは、制度上は障害が「軽い」た

め、障害者基礎年金が受給できません。

それだけでなく、国民年金、国民健康保

険を払わなければなりません。福祉から

も雇用からも見放されたＡさんが、電話

番の作業もできなくなったとき、どう生

きていくのか、そんなＡさんをどう活か

していくのか。還暦を目前に控えたＡさ

んの前途は厳しいです。 

 Ａさんがきちんと対応できるのは、①

回収カードの記入（お客さまからの品物

の引き取りのご依頼を聞いて、お名前、

ご住所、お電話番号と品物をカードに記

入する）②開店、定休日の問い合わせ③

来店経路の案内④商品在庫の問い合わせ

の中継⑤ＦＡＸ受信操作、の５つです。

現在、Ａさんにはこの５つについての対

応をお願いし、それ以外は職員が代わっ

て対応する、という二段構えの形でやっ

ています。 

 「できないことを否定するよりも、で

きることを活かし、できないことはでき

る人に助けてもらうことで、何とかでき

んもんやろか」などと言うと、「世の中、

ほんな甘いもんやないで」「誰も助けてく

れへんわ。甘ったれるな」と、お怒りの

声が聞こえてくるかもしれませんが…。 

 いろいろご迷惑をおかけすることがあ

るかと思いますが、今後ともよろしくお

願い致します。（小山） 

 


