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太陽と緑の会月の宮生活棟が完成して、17 年がたちました。活動当初、様々なハンデ

ィーを持ったメンバーたちは家から通ってきました。そのうち諸事情でアパートを出るこ

ととなったメンバーの受入で、住む場所が必要になりました。ホームレスになる可能性の

高いメンバーの存在もありました。焼失した国府の旧作業所兼店舗の２階に、５人ほどの

メンバーと、フルタイムの一年間ボランティアやスタッフが、共同生活する状況がありま

した。回収させていただい

たベッドを、横にずらりと

並べた大部屋風景でした。

何とか資金を捻出し、３畳

ほどの個室７つを作ってプ

ライベートを確保したもの

の、夏はうだるように暑く、

ベニヤの壁から聞こえる隣

のイビキに目が覚めるとい

う、今から思えば厳しい住

環境でした。その後「太陽

と緑の村―夢構想」と名付

けて、全国から若者たち 20

人を招き、ワークキャンプ

事業を行ったのが、今から

20 年ほど前のことです。日

本青年奉仕協会（残念なが

ら昨年解散した）が広報宣

伝を行い、私達は受入団体

として連携し、月の宮作業

所を豚舎から作業所に改造 

・コラム「共に支えて自分で立つこ

と」（杉浦 良） 

・お知らせ 

・太陽と緑の会案内図 

・研修会報告 

・ご支援下さった皆様 ／編集後記 

かわら版 

－「共に支えて自分で立つこと」－  杉浦 良
浦

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会

2010 年４月 137 号 

電化製品のクリーニング（磨き）作業 
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し、生活排水池造りや畑の開墾、ニワトリ

小屋や囲炉裏小屋作りといった計画を、

10 年かかって行いました。月の宮生活棟

は、高速道路建設に伴い移転することとな

った、木内工務店の事務所兼倉庫を移築し

たもので、木内社長のご好意と尽力の賜物

です。資金が潤沢にないことが一番の理由

ではありますが、「使えるものはもう一度

使う」を合言葉に、時間と手間を掛けるこ

とになりました。骨組みはもちろん、畳か

ら窓用サッシ、流し台からお風呂や照明器

具まで、リユース（再使用）の品物です。

一つ一つに出自の思い出や、取り付けのド

ラマが散りばめられています。この蛍光灯

は・・階段は・・トイレは・・、そしてお

風呂や流し台からの排水が流れる排水池

は・・、全てにそれぞれ歴史があります。

現在４名の様々なハンディーを持つメ

ンバーたちと、新人専任スタッフ１名が共

同生活をしています。公的資金は頂いてい

ません。太陽と緑の会リサイクル作業所

（地域活動支援センター）と太陽と緑の会

月の宮作業所（障害者地域共同作業所）で

働くメンバーたちの給料や、それぞれの

障害者年金で、部屋代、食費、水光熱費

等が賄われます。太陽と緑の会のリサイ

クルショップで、衣類や家具、布団や電

化製品、CD や自転車に至るまで、ほと

んどが安くそろいます。スタッフのサポ

ート料や指導料などはありません。それ

ぞれのメンバーたちがやれることをやり

ながら、ここでの生活を成り立たせてい

ます。スタッフも同じです。「努力しても

やれないことは仕方ないけど、やれるこ

とはやってね！誰かにやってもらうと、

サポート料や指導料を払わんとあかん

よ・・。小遣い減るのはイヤやろう・・。」

などとお尻をたたいてきました。 長は

25 年近く、押し上げをしてきました。

親の位牌を抱えるメンバーもいます。気

がつけば、それなりに生活が成り立つよ

うになりました。料理を作る人、手伝う

人、後片付けをする人、掃除をする人、

お風呂を入れる人、ゴミ出しをする人な

ど・・、私の子供達など足元にも及びま

せん。 

 

新館売場のディスプレイ整理作業 
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阿波銀福祉基金助成金

頂きました 
 

障害者地域共同作業所太陽と緑の会

月の宮作業所において、財団法人阿波銀

福祉基金様より頂いた助成金 10 万円に

自己資金を合わせ、ノートパソコン（パ

ソコン工房製）を購入致しました。 

 太陽と緑の会月の宮作業所は設立し

て９年半になります。事務処理の効率化

及び作業所事業の対外的プレゼンテー

ションの観点より、ノートパソコンの必

要性は痛感しておりましたが、運営的に

厳しく、購入に至らない状況が続いてお

りました。今回、財団法人阿波銀福祉基

金様から助成金を頂いたことで、ようや

くノートパソコンを購入することがで

きました。 

事務処理等の他、作業所の視察・見

学・研修に来られた方への案内及び講演

等における、プレゼンテーションのツー

ルとして、大切に活用させて頂きます。

 財団法人阿波銀福祉基金事務局長の

綱野様、阿波銀行国府支店長の田村様

が、お忙しい中、助成金を届けに作業所

までお越し下さいました。本当にありが

とうございました。 

新スタッフ加入 
２月 19 日より、新居さん（53 才・

徳島県出身）が太陽と緑の会のスタッフ

として活動を始めました。古書店店長歴

４年のキャリアを生かして、主に書籍コ

ーナーの運営と電化製品の動作テスト

を担当しています。  

古本愛好家の皆様、ご期待下さい。  

 

平成 20 年度青年長期ボランティアと

して当会で活躍した西村君（23 才・山

口県出身）が、３月 11 日より太陽と緑

の会専任職員として活動を始めました。 

衣料品の作業全般と食器・雑貨品等の

仕分けを担当しています。 

 

 

 

歳末たすけあい義援金 
頂きました 

社会福祉法人徳島県共同募金会様よ

り、地域活動支援センター太陽と緑の会

リサイクル作業所、障害者地域共同作業

所太陽と緑の会月の宮作業所、それぞれ

に対し、平成 21 年度歳末たすけあい義

援金として４万円ずつ頂きました。 

頂いた義援金は、様々なハンディを持

ったメンバーの作業環境の向上を目的

として、シャワートイレ（ハンディの問

題によるニーズあり）、ＶＥ電気魔法瓶

（プラグを抜いてもお湯が注げるコー

ドレス給湯タイプ）、ＣＤ・ＭＤ・カセ

ット・ＳＤカード対応のミニコンポ（作

業時のＢＧＭ用）などの備品を購入させ

て頂きました。大切に使わせて頂きま

す。ありがとうございました。 

お 知 ら せ

イラスト 
阿部さん 
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研修に参加 
２月 13 日、徳島県南の遊遊 NASA（海

陽町）にて、徳島県障害者地域共同作業

所連絡協議会の宿泊研修会を行いまし

た。６箇所の作業所の事例発表を軸に、

参加者同士での意見交換にウェイトをお

いた研修になりました。 

太陽と緑の会からは代表杉浦が事務局

として参加した他、夜の懇親会には専任

職員４名が参加し、他の作業所の方と意

見交換の場を持つことができました。 

 

１月 27 日～28 日、太陽と緑の会リサ

イクル作業所所長の小山が平成 21 年度

サービス管理責任者研修に参加、修了。 

 

 

 

 

 

 

労福協の皆様との交流 
２月 10 日、地域共生・協働研修会 in 徳

島（主催：ＮＰＯ法人地域創造ネットワ

ーク・ジャパン 協力：(社)徳島県労働

者福祉協議会） が徳島市内で開催、労福

協関係者、県内のＮＰＯ関係者ら、47

名が参加、太陽と緑の会からは代表杉浦

が参加しました。 

 続いて、２月 22 日午前９時から午後

１時まで、フィールドワークとして、労

福協の東條さんと、徳島県若者サポート

ステーションの中村さんが、太陽と緑の

会にて現場体験研修を行いました。 

労働者団体関係の皆様が当会の事業の

現場を体験して下さることは少ないの

で、今回のプログラムは相互理解を深め

るよい機会になったと思います。 

ボランティア交流会 
２月７日午前 10 時半から午後 3 時ま

で、吉野川市鴨島公民館にて、第６回環

境ボランティア交流会が開催されまし

た。午前中は江川鴨島公園周辺の清掃美

化活動、午後は学校、民間企業、行政、

ＮＰＯによる環境関連の活動報告を行い

ました。当会からは、代表杉浦、専任職

員宮浦、作業所メンバーの久米君と走川

君が参加しました。 

杉浦は実行委員として交流会の司会進

行等の裏方を担いました。 

 

 

 

市民病院で詩の朗読 
３月 21 日、徳島市民病院の「病院まつ

り」にて、当会作業所メンバーの米田君

が２回に渡り、自作の詩の朗読を行いま

した。キラム・アブラさんのアコーディ

オン演奏もあり、露口病院院長、後藤田

病院局長をはじめ、大勢の皆様に聴いて

頂き、賑やかなひとときとなりました。 

昨年の太陽と緑の会体験ボランティア

に参加した清久さん一家のお父さんの勤

務先が同病院とのご縁により、今年 1 月

と今回の朗読会が実現しました。本当に

ありがたいことと思います。 

 

 

 

ウイグル音楽ライブ 
１月 31 日、正午から１時まで、太陽と

緑の会にて、ウイグル出身のキラム・ア

ブラさんによるライブを開催。 

３月 21 日、午後３時から５時まで、キ

ラム・アブラさんによるライブを開催。

二胡演奏者の方とのジョイントライブ。 
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太陽と緑の会 案内図（2010 年） 
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新 館 
(太陽と緑の会事務局・作業所兼店舗 ２階建)
 

リユース品の販売 

県内外 NPO 等情報の掲示 

 

独自の換気・断熱エコシステムと県内産の杉間

伐材の活用によりエアコンレスの空間を実現 

 

屋根に 96 枚パネルの 

太陽光発電システム 

（電力を自給自足） 

屋外格安品 

コーナー 

WC

品物を持ってきて下さった方は、

突き当たり奥の倉庫までお願い

します。 

自転車等 
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太陽と緑の会事務局・作業所兼店舗   左から掘り出し物コーナー、新館、作業倉庫 

WC 
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２月中旬に、国府作業所の活動にお休

みをいただいて、参加してまいりました。

太陽と緑の会から離れた場所で、他の小

規模作業所の方とお会いする機会は、残

念ながらこれまであまりありませんでし

たので、チャンスとばかりにお話しにさ

せていただきました。 

 そのお話のなかにはやはり、小規模作

業所の運営の厳しさというものが必ず話

題にのぼります。市場価格からすればと

ても安い価格で販売しているのに、山ほ

ど売れ残ってしまう。内職仕事が激減し

て、メンバーの工賃を支払うことが難し

い。こういった話です。私は障害者福祉

の道に入って数年の若輩者ですが、自分

なりに考えます。どうすれば、売り上げ

をたたき出せるのだろうかと。 

 安い（もしくは品質がよくて高い）商

品が売れない理由のひとつに、比較対象

がその場にないということが挙げられる 

かもしれません。スーパーマーケット

は、売り場に必ずメリハリをつけてい

ます。ジャガイモひとつとっても、中

国産のリーズナブルな商品。地元産の

商品。北海道産の高付加価値商品と、

売り場面積の許す限り、品揃えを重視

して陳列しています。人は、物事の選

択を相対的に行うことが多いのです

が、加えて、脳内の思考よりも視覚を

優先して判断するようです。つまり、

目の前に比較対象があって、それを見

ることができないと、なかなか選びに

くいものです。自分たちの商品に安さ 

徳島県いう武器があるならば、それより

も品質は高いけれど価格も高い商品の隣

に陳列してもらえれば、「安さ」「地元産」

という条件で選択肢のひとつにのぼるわ

けです。物事はそう簡単に計算通りに運

ぶわけではありませんし、比較される舞

台にのぼることは競争相手が増えること

になるけれども、選択肢を増やす、安く

提供できるという、お客さんにとっての

利益につながっているといえます。これ

こそ商売の原則ではないでしょうか。売

れない＝お客さんの役に立てていないと

いう図式です。 

 太陽と緑の会の商品においては、市民

の方々から、商品を提供していただいて

いるわけですから、同じ商品は一つとし

てありません。商品の比較対象は山ほど

あるわけです。お客さんはその中から、

ご自分のニーズに合った商品を選んでい

かれます。 

作業所宿泊研修会からの報告 
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私は、この選択肢の幅を狭くしていく

のではなく（自分たちの利益のみを考え

ると、そうなってしまいがちです）、どん

どん広げていかなくてはなぁと思ってい

ます。一にも二にもお客様の利益あって

こその太陽の緑の会。ハンディを持った

メンバーが生かされてこその太陽と緑の

会です。      （専任職員 宮浦）

 

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

２月 13 日・14 日に行われた作業所

研修会に参加させて頂きました。 

  研修会場が遠い為、13 日の午後 3 時

に活動を終了しての出発だったので、そ

れと 14 日丸一日、一般市民の方々にご

迷惑をかけてしまい、申し訳ございませ

んでした。 

 研修では、普段お話する機会のない作

業所の職員の方も来られてて、いろいろ

お話を聞いてみると、メンバーさんの事

では共通点もあり、初めて会った人でも

親近感を覚えるほどでした。 

 また、運営の大変さやメンバーさんの

作業についてなどの普段聞けない、苦労

話や貴重な話を聞かせて頂き、自分は太

陽と緑の会でどれだけメンバーの事や会

の活動の事をどれたけ考えれているのだ

ろうと考えました。 

 太陽と緑の会の運営費の８割は市民の

皆様に支えられています。品物を提供し

てくださる方と、それを使ってくださる

方が居て、はじめて成り立つわけです。 

 いくらメンバーさんに少しでも多くお

給料をと思っても、市民の方々の支えが

ないと成り立ちません。 

 私は回収班の担当をさせて頂いてます

が、皆さんのお家にお伺い出来る事が本

当に有難いなぁと感じます。いくらお伺

いしたいと思っていてもご依頼を頂かな

いと、お伺い出来ません。 

 不用になったけど、これを太陽と緑の

会でもう一度使ってもらえたらと思って

お電話を頂ける気持ちが本当に有難いで

す。 

 回収活動がないと太陽と緑の会のリサ

イクル活動がなりたちません。 

 だからこそ、お電話を頂くと、市民の

皆様に支えられてるなぁと感じます。 

 太陽と緑の会に不用品を出して良かっ

たなぁと思って頂けるよう、また、太陽

と緑の会で商品を買って良かったと一人

でも多くの方に思って頂けるように、こ

れかもメンバーと共に頑張らさせて頂き

ます。 

そして、その結果としてメンバーさん

のお給料が上がり、メンバーさんの自立

支援に繋がればと思っています。 

（専任職員 桑内）

トラックに乗って品物の引き取りに出発 

年間約 1500 件お伺いしています。 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§2010 年 2 月 1 日～2010 年３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 
長岡、坂東、生島、小林、山田、久次米、土井 

（郵便振替口座にご入金下さった皆様）㈲三好商事、中村、猪熊、匿名、芝、杉本、匿

名、匿名、平島、豊崎医院、堺、竹條、加藤、桧垣、宮崎、北岡、中村、桐生、荻野、

滝倉、大谷、樫本、福山、小池、益田、永口、太田、野田、足立、森、巻島、阪野、伊

地知、豊井、佐藤、榎本、黒須、三代田、久米 

 
 

品物を引き取りにお伺いさせて頂いた方々 
○徳島市○大谷、森、溝渕、関口、岸本、上西、竹田、冨林、前林、松本、沢、山手ハウジング、あ
いば、辻、川瀬、桂花店、大久保、板東、西門、中山家具、喜多條、藤井、近久、豊田、平、浜田、
高松、オオグリ、高橋、佃、桑原、大知、山本、齋藤、正城、黒田、金丸、徳島シーガルクリニック、
谷口、長岡、鳥野、真鍋、三浦、野口、黒島、藤森、山富、松原、はつほ会、福本、宇都宮、神崎、
近藤、生田、上田、大西、漆原、鳥居、坂東、大櫛、岩見、荒川、曽木、仁木、楠木、富永、坂東と
装、下地、湊、武知、近住、川島、小林、渡辺、山川、藤永、溝口、山松、村川、鎌田、第一生命眉
山支部、海北、伊藤、泉、岡、中尾、大櫛、田村、小畑、笹尾、中井、岸、中野、安井、小倉、グル
ープホーム松の実、梅津、山岡、田中、井上、中山、佐藤、牧野、吉村、かんだ、正木、平田、河野、
武村、久保、すみれ会支援センター、鍛、坂東、森本、米沢、西野、四十宮、溝杭、天野、林、近藤
整形外科、山側、井堀、川人、沖野、安部、下内、蔭石、小川、久次米、堀江、中村、富岡医院、と
のい、賀好、鈴木、加藤、細川、大森清水、工藤、広沢、阿部、金野、上原、古野、岩佐、古賀、フ
ァミリーマート仲の町店うすき、ほこの原、玉田、粟谷、川下、中筋、東條、林、生島、佐野、西田、
中川、中波、大和田、萩原、浜井、斉藤、パソＱ、城田、沢田、鳥井、北、金林堂、福島郵便局、横
手、野村、北島、犬伏商店、朝日新聞、徳島総局、住友、一丸、林内科、○鳴門市○齋藤、中島、中
須、久龍、阿部、浦川、雑賀、梶本、和泉本、鳴門第一小学校、矢部、山口、広田、辻、黒津○松茂
町○奥江○石井町○桜井、木内○吉野川市○西麻植小学校、木村○板野町○山口、木村、藤江，二條
○藍住町○木戸、五味、西浦、堀江商店、近藤、日下、えびすい、徳山、松田、新居○北島町○林、
結城、藤田、高有、宮本○小松島市○内藤、新居、山本、井村、玉井○阿波市○増田○上板町○富永、
天野○阿南市○常見 

  
品物を持って来て下さった方々（郵送含む）  
○徳島市○川島、中村、木内、四方、福田、宮西、馬場、藤本、奥村、青井、板東、吉岡、安田、上
西、下川、中野、安田、流、坂口、山口、友成、メリディス、常楽園、豊永、宮本、鳥井、佐藤、後
藤、田中、阿地、伊東、松本、猪子、月華堂、乾、工内、酒井、阿部、橋本、多田、中田、荒木、大
西、山橋、立穴、河野、美馬、坂部、三木田、山崎、下田、労福協 なのはな、湯浅、二宮、石原、
西條、奥野、西内、川崎、北野、日野、鈴江、長谷川、岡田、岸、田和、大北、宮内、坂東、前田、
芦田、岩本、元木、岩井、大島、青野、細井、清水、上田、宮脇、美吉、大松、岡久、巻、岡島、手
塚、吉田、永井、十河、野水、生田、緒方、坂本、落合、中島、新居、杉本、近藤、藤川、村上、西
野、寺泉、福家、長江、小林、前林、上山、佐野、長尾、北井、石川、桑原、メソディマ、淺川、秋
山、豊田、藤本、朝川、村田、阿部、久保、藤村、富岡、平野、武智、立道、高橋、片山、(株)誉建
設、山花、谷口、滝口、藤原、矢野、稲久、井上、三木、半田、山田、蔵本、鎌田、長浜、大上、森
本、高根、一心運輪、森崎、安部、小濱、十川、小笠原、笠井、窪川、稲田、福本、久米、川、和田、
笹本、三浦、山本、照本、森口、郡、宗本、池添、平賀、正城、近藤整形外科、脇、榎本、先田、後
藤田、小西、上山、仲島、四宮、西、三原、武市、竹岡、東口、矢野、佐子、竹内、姫野、佐々木、
永吉、赤羽、福井、小泉、古川、中山、川田、田中、折口、尾方、青野、大隈、富田、樫葉、笹田、
三好、山下、小松、丸谷、八木、有井、中西、松村、片岡、松田、神崎、岩城、松谷、吉村、大久保、
浜田、本田、堀江、犬伏、櫻間、盛飯、市原、杉田、中平、樋口、滝下、近森、林、安喜、井内、木
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下、西森、牛田、川上、山城、須戸、瀬戸、郷司、豊永、武井、磯野、中川、島尾、北條、水上、立
道、大松、槇内、澤口、相原、柳川、天満、岡本、佐中、日下、内田、湯本、喜多、坂東、陽地、木
元、以西、阿部、山岡、高木、明丸、東條、阪東、猪、寺橋、藤高、岩波、久次米、坪井、井原、団、
井口、弘瀬、坂東、冨尾、末長、岩崎、榊原、井村、水沢、城山、浅田、近江、高井、鈴木、土居、
石本、丁、仁木、小畠、島野、神田、米澤、高田、桜木、梅本、西岡、榊、峯田、木藤、保田、花井、
(有)水環境システム、石山、冨峯、伊勢岡、坂尾、ロバート、ワイト、カルンザル○北島町○北野、
東條、内田、西條、稲田、藤島、濱口、板東、多田、柳本、谷山、萩原、宮本、南、中尾○吉野川市
○阿部、谷、三木、松島、小林、川野、片岡、大久保、近藤、太田、森本、田崎、木村、谷、青木、
長楽、北浦、工藤、庄野、川野、鎌田、酒井、宮本、田村、森出、板東○藍住町○土井、武内、井上、
水口、矢野、野口、国友、青山、垣内、萬藤、武内、河野、藤原、堀江、岡久、中島、市原、中川、
平松、橋本、斎川、倉橋、西野、杉村、岩崎、寺内、佐竹、小笠原、入山、庄野、工藤、北浦、長楽、
○阿波市○笠井、三原、田中、岡田、小笠原、堀尾、吉岡、大崎、鳴川、石井、後藤田、林、三浦、
平田、山添、○小松島市○藤本、酒井、阿部、牛田、徳島建労、小松島支部、井村、高阪、渡辺、宮
田○石井町○木村、小川、鈴江、西岡、蔭西、福島、兼子、児島、津川、中倉、鎌田、太田、脇谷、
植田、田中、加藤、吉本、久米、豊田、横井、秋田、松浦、瀬部、田村、かさい歯科医院、徳長、高
橋○鳴門市○中津、久武、大和、大石、矢野、西川、谷口、松岡、大阪、足田、後藤○上板町○大西、
河野、快楽、フロスト、近藤、平田、松本、原、ダニエル○つるぎ町○谷○松茂町○中西、稲田、佐
山○阿南市○正木、近藤、松田、平尾、佐野、米崎○神山町○中西○美馬市○小笠、小川、新居、大
西○阿南市○武市、小川、中野、澤井、森、井地岡、○板野町○岡本、林○佐那河内村○西岡○海陽
町○長尾、神沢○三好市○林、尾本○牟岐町○流田○広島県○びいあらいぶ○東京都○西田、佐藤、
本田○大阪府○真柄○その他○菊原 

 

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。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ございましたら、ぜひお

電話下さい。 

吉田様、多田様を初め、いつも旬の農作物やお漬物などを無償で提供して下さる皆様

にも、この場を借りてお礼申し上げます。 

文・イラスト

藤田さん
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編集後記～曲がったキュウリ～ 

スーパーマーケットの売場に並んでい

るキュウリは、まっすぐなものばかりで

す。なぜでしょうか。 

ひとつは、箱に入れて運ぶときに、曲

がったものが混じっていると効率が悪

い、ということがあるようです。 

今の世の中、人間もキュウリと同じな

のかもしれません。 

「まっすぐなものだけが集められ、

曲がっているものは、はじかれる」 

大人は子供たちがまっすぐになること

を願います。残念ながらそうならなかっ

た時には、「育て方が悪い」「教育が悪い」

「努力が足りない」と原因探しが始まり

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

リユース・リサイクル活動を、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） 

０８８－６４２－１０５４    

（リサイクル、地域活動支援センター）

URL http://www.t-midori.org/ 

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 
 

はじかれた後、どうなるのでしょう。 

まっすぐか曲がっているか、に関わら

ず、どうやったら活きるかを考える。 

「曲がっている」という点にとらわれず、

「何か活かせる所はないか」と考える。 

このような営みが、今必要とされてい

るのではないかと思います。 

「あるものを活かす」という暮らしの

知恵と「人を活かす」ということは、

どこかでつながっているのかもしれませ

ん。 

「人も物も捨てられる社会から、

人も物も活かされる社会へ」 

高度成長の時代が終わり、持続成長の

時代に入った 21 世紀の日本のテーマで

しょうか。      （文責：小山） 

 


