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不用品を提供して下さる市民の方から、本当に有難いファックスを頂きました。「・・

回収に来てもらうのはこれで３回目ですが、今まで、電話の対応の手際の悪さを、不快に

思っていました。しかし機関紙を読んで、自分の心の狭さに気づかされました・・。これ

からまた不用品があれば連絡します。・・」勝手に私が要約すると、こんなふうになりま

す。調子はいいが、時々ピントが外れ、電話をかけてきてくださる方々にご迷惑をかける

事もある A さんについて、リサイクル作業所所長兼事務局長の小山が「できることを活か

す」と題して、「なぜＡさんにやってもらっているか？」を機関紙 132 号の編集後記に書

きました。 

気がつけば、勤続 25 年目に突入する、 古参メンバーの A さんには、私自身、随分勉

強させてもらいました。使われていない豚舎から活動をスタートした 25 年前、 初にメ

ンバーとして参加した A さんには、障害の問題、家族関係の問題、制度の問題、そして本

人の社会的問題などが複雑に絡んでいました。そして１人で生きていかなくてはならない

・コラム「割れ鍋に綴じ蓋社会」 

・お知らせ（夏エコスタイル感謝セ

ール、職場体験実習、夏期休業のお

知らせ） 

・七夕の短冊より 2009 

・ご支援下さった皆様 ／編集後記 

かわら版 

－割れ鍋に綴じ蓋社会－    杉浦 良
浦

ＮＰＯ法人 太陽と緑の会

2009 年８月 13３号 

キラム・アブラさん 第３回ミニコンサート（次回は８月 29 日午後２時開催） 
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という現実が、A さんの背中に重くのしかか

りました。成人の障害を持ったメンバーに

は、障害者年金がもらえるということを知っ

ておられる方は多いと思います。しかし、A

さんは障害程度が軽いため、障害者年金は受

けられません。現在日本では、身体、知的、

精神と３種類の障害区分がありますが、障害

程度により金額だけでなく、受けられない方

もいます。精神領域の方で、20 歳時に国民

年金を払っていないことで、無年金者になっ

た方の問題や、障害者手帳の認定枠から外れ

た障害の問題など、細かく見ると様々な不都

合があります。身体障害のメンバーにとっ

て、重度といわれる１級や２級の方には年金

が下りますが、中軽度の 4 級５級６級とな

ると下りません。20 年ほど前、徳島県では

家具や仏壇などの製造業や、食品加工や縫製

といった領域で就労していたハンディーを

持った方々も、グローバル経済に飲み込ま

れ、生産拠点が中国やベトナムといった国々

に移ったことで、その状況が大きく変わりま

した。そこに外国人研修生などの問題もリン

クすることで、今まで就労していた方々は仕

事を失い、バリヤフリー政策のもと、パソコ

ンの発達とサービス産業の成長で、キーボー

ド入力ができる重度障害の方々や、トイレや

ビルの掃除や清掃ができる方々の就労が広

がりました。時代の変化により、以前では考

えにくい矛盾が出ています。制度が社会の変

化についていけていないわけです。 

24 年前、A さんは吃音が激しく、「た、

た・・太陽と、み、み・・緑の、か、か・・

会です・・」と言った後、次の言葉が続かず、

大変申し訳ないことですが、相手の方が電話

を切ってしまわれたこともありました。その

時から比べれば、今の A さんの流暢な電

話対応は晴天の霹靂（へきれき）です。

ただ現在、相手に不快にならない電話対

応が当たり前となり、電話での問い合わ

せはますます細かくなります。残念なが

ら A さんの能力が、今の要求水準に届き

にくくなりました。そこで「ハイ、太陽

と緑の会リサイクル作業所メンバーの A

です」と対応してもらい、自分ができな

いこと、分らないことはすぐにスタッフ

に替わるか、「私では判りませんので、お

名前とお電話番号をお願いします」と、

連絡メモに記入してもらい、対応するこ

とにしました。「きちんとやれない人間

に、対応させるな。しっかりした団体は、

電話対応もしっかりしている」と箴言を

頂きつつ、一般市民の方々や関係者の

方々にご迷惑をおかけしながら、それで

もあえて、割れ鍋に綴じ蓋社会の構築は、

ハンディーを持ったメンバーたちが社会

性を身につけ、自分の足で、それなりに

立っていけることにつながり、公的資金

投入の費用対効果はピカイチだと、考え

ています。このような社会は、ハンディ

ーを持ったメンバーだけでなく、お年寄

りから子供まで、皆さんや私達にとって

も、生きやすく暮らしやすいものになる

はずと、暑さ厳しき真夏の太陽の下、ひ

とり勝手に想いをめぐらせております。 

 

＊割れ鍋に綴じ蓋社会・・優秀な選ばれ

た人ばかりの集団とそうでない集団を分

離し、それぞれで社会を構成する社会と

は逆の、凸凹がありながらもお互いが相

互に補い助け合うことで、有機的に全体

として成り立つ社会、と勝手に私が定義

したもの。 
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お 知 ら せ 
 

夏エコスタイル 
感謝セール 

７月 18 日より３日間、夏エコスタイ

ル感謝セールを行いました。 

太陽と緑の会の CO2 削減エコハウス

では、独自の自然換気システムを導入

し、エアコンなしでも快適に過ごせる空

間づくりを行っています。また太陽光発

電による電力の 100 パーセント自給、

太陽熱温水器による温水利用にも取り

組んでおり、これらのシステムを導入し

ない場合に比べ、年間でドラム缶 72.5

本分の原油を節約しています。 

 暑い中、夏の「冷やしすぎない」エコ

スタイルの空間づくりにご協力下さっ

ている市民の皆様への感謝の気持ちを

込めて、商品の割引・つめ放題セール、

おしぼりと冷たい麦茶の無料サービス、

市民の方から頂いたスイカの無料サー

ビスを行いました。 

 地域活動支援センター太陽と緑の会

リサイクル作業所で働く、様々なハンデ

ィを持ったメンバーも、ハンドマイクで

セールのご案内をしたり、店内を巡回し

て、市民の皆様に麦茶やおしぼりをお渡

ししたりしました。 

 

 

活動が紹介されました 

６月 11 日付日経新聞四国版の四国経

済欄のコーナー「四国の環境力」にて、

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。同コーナーで取り上

げて頂くのは、平成 20 年２月 28 日付

朝刊以来、２回目です。 

障害者地域共同作業所 太陽と緑の会月の宮作業所（ゴーヤカーテンでＣＯ2 削減） 
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 見学・講演・イベント 

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。 

 

６月 21 日、大久保谷川クリーンクラブ

（阿波市）総会・研修会にて、当会代表

理事杉浦が講演。 

 

６月 20 日、午後２時～３時 30 分 

７月 25 日、午後２時～２時 30 分 

地域活動支援センター太陽と緑の会リサ

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。 

 

 

通常総会開催 
６月 14 日、平成 21 年度特定非営利活

動法人太陽と緑の会通常総会を開催しま

した。平成 20 年度事業報告及び収支決

算報告の承認ならびに監事の選任を行い

ました。プロジェクターを使用しての映

像による事業報告、関西エコオフィス奨

励賞受賞の報告などを行いました。 

職場体験実習 

７月７日、午前９時～午後３時、国府中

学校３年生４名（６月 16 日実習の打ち

合わせ及び太陽と緑の会のＣＯ２削減エ

コハウスやリユース・リサイクルシステ

ムについての環境学習会） 

 

７月 23 日、25 日、26 日、午前９時～

12 時、国府養護学校高等部２年生の久

保君。今年２月の実習に続いて２回目の

参加です。暑い中、お疲れ様でした。 

 

夏期休業のお知らせ 

8 月 12 日（水）～15 日（土）

市民の皆様にはご迷惑をおかけ致しま

すが、よろしくお願い致します。なお休

み期間中の品物のお持ち込みは、ご遠慮

下さいますよう、お願い申し上げます。 

8 月 16 日（日）より活動再開します。

リユース自転車の磨き作業 

錆や汚れを、1 台１台丁寧に落とし、きれい

な自転車として再生します（月の宮作業所）。
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七夕の短冊より 2009 

今年も、太陽と緑

の会リサイクル

作業所新館入口

で七夕の飾り付

けを行いました。

様々なハンデ

ィを持つメンバ

ー、ボランティ

ア、そして当会を

利用して下さる

一般市民の方が、

それぞれの思い

を短冊につづり

ました。一部をご

紹介します。 
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当会の活動をご支援下さった皆様
§2009 年 6 月 1 日～2009 年 7 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 
武田、木村治秀、泊、河野満里子、村部、山田 
 

品物を引き取りにお伺いさせて頂いた方々  
○徳島市○庄野、佐藤、西上、柴谷、前川、東條、成川、喜田、新田、小原、奥谷、藤
田、乾、吉野電化ハウス、仙波、西尾、阿部、清水、岡本、常見、カンガルー歯科、武
田、沢田、鎌田、高橋、岩切、村沢、渡辺、中村、福島、本田、本庄、河野、大上、杉
原、米田、宮田、益田、なんば、高木、前田、米沢、多田、永広、楠見、石本、マリコ
美容室、八巻、富永、住友、玉木、貴志、吉内、寺内、石本、鶴島、小倉、岡本、奥野、
粟飯原、八田、横田、森北、富岡医院、伊藤、小出、矢野、福井、四方、山口、宮本、
恵木、新居、船戸、石田、吉内、八木、岩佐、村上、西村、中岡、角、岩本、黒島、斎
藤、宮城、太田、朝日、戸田、元井、横山、岡、久米川歯科、後藤、ファミリーマート
仲之町店、緒方、古野、池田、小西、大熊、穴吹ミサワホーム、佐々木、中川、大島、
池本、竹丸、大学堂薬局、岸、栗田、平尾、山尾、中森、吉本、キッサグランディ、大
米、黒川、仁木、坂東、柿原、水谷、森、木全、ムスタファ、天満、浜口、水野、大下、
森城、谷田、岩野、坂本、広瀬、増井、丸宮、姫田、北堀、近藤整形外科、松崎、坂川、
初崎、藤原、三野、山下、川野、広岡、赤沢、松井、西野、鶴田、岩崎、木内、お好み
焼き夕―防、井口、森本歯科、角宮、徳島県土地開発公社、田中弁護士事務所、森本、
西條産婦人科、森、高橋、浜、金山、山本、トミダ薬局、久宍、きく乃旅館、谷崎、藤
永、吉田タバコ店、岡、坂田、里口、藤井、筒井、玉野、井上、パソ Q、風尾、杉山、
浪越、伊沢、黒島、百木、長谷川、近清商店、沼田、森脇、富川、松尾、中尾、勝浦、
山田、金野、中田金庫店、赤池、のぼりずし、浅田、大西、三井、吉川、里見、枝川、
浜高、溝坑、只津、村部、大古、田中、岡田、上田井、川原、日ノ上、長岡、八幡、荒
川、川田、村部、益田、雲財、宮下、原田、鈴木、片山、平尾、谷、新宮、岡内胃腸科、
大櫛、県土地開発公社、金本、勝瑞、岡崎、蔵田、川城、一宮、花岡、紙、○小松島市
○山下、岩本、田中、松田、近藤、小村、正部、内藤○松茂町○寺田、浜○北島町○尾
崎、和泉、今川、赤松、谷本、井内、吉田、上山、高木、橋本、小林○石井町○竹岡、
安土、坂本、新居不動産、阿部、後藤、井上、吉田、長井、近藤、北島○板野町○梅田
○鳴門町○久龍、米田、葉田、村上、雑賀、東、酒井、葉田、辻、鳴門第一小学校、石
丸○藍住町○阿部、谷崎、林、日下、熊本○吉野川市○河地、浜田、森次○阿南市○久
米、円上○上板町○西崎 
 
 

品物を持って来て下さった方々  
○徳島市○梅本、岡島、尾崎、杉浦、犬伏、大山、高橋、津田、田所、金沢、村賀、久
米、小泉、清水、姫野、上田、後藤、平田、立石、浦山、長尾、岡本、河野、住友、明
井、和田、近藤、中村、佐藤、若井、早川、山本、以西、日野、森下、吉田、元木、井
内、大上、松岡、鷲野、東、照本、泉、真貝、田村、大石、あおばの社、坂東、長田、
原田、高井、三嶋、古川、中山、森田、山口、池田、新川、真弓、山中、榎本、水口、
勝間、岡部、杉本、栗林、西野、三浦、象潟、永田、永峰、堀井、大栗、吉岡、中井、
中野、米津、山下、松本、米田、田中、川田、青木、谷川、武市、奥村、工内、丸亀、
竹内、船戸、吉成、鈴江、福家、原、篠原、島本、内田、猪子、山崎、三好、東條、米
原、森下、大平、出葉、福本、秋田、合田、四宮、津村、栗尾、中西、黒田、大島、朝
日、横山、小川、井上、熊川、谷口、山田、水間、広沢、細束、田内、廣田、中島、白
山、伊原、上川、助岡、仲尾、椎野、南、川風、吉見屋タイヤ、日下、内藤、藤本、杉
井、河野、浜田、菊原、大田黒、西出、松下、木元、瀬川、今津、浅野、西岡、笹山、
田浦、吉野、増原、友竹、鹿児島、小松、小林、辻井、谷村、特別養護老人ホームかも
な園、鎌田、野尻、伊勢岡、初崎、河崎、美馬、長浜、津川、坂東、須本、松島、蔭原、
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井原、山松、加藤、森西、長船、堤、桐本、村瀬、眞杉、中石、久保、秋山、小西、新
居、新保、月岡、天野、和田、村田、田口、播和渕、金本、細川、河口、村本、南場、
酒井、賀川、青野、石原、松田、木村、吉田、木山、山口、三谷、川人、加納、長野、
田辺、三橋、須見、豊田、長谷部、村上、小山、山田、藪、鴻野、浅川、角、福田、荒
木、宇原、野崎、中平、沖津、濱口、白山、溝口、岩根、園田、松家、東口、南、井出、
堀金、デイエドラ、白石、寺西、里谷、梅津、皆谷、曽川、横井、桑原、田淵、折原、
蔭山、中津、富峰、泰、南場、大野、丸笹、田原、巣山、野村、藤野、塚本、永浜、船
戸、伊川、(株)尾崎工業、梶原、姫野、小田、細束、街田、大久保、久米川、後藤、櫻
井、原田、森口、清水、嶋田、川崎、能田、木藤、上野、ＨＯＲＶＡＴＨ、市橋、東條、
益富、富谷、中、吉永、皆谷、宮崎、毛利、中嶋、阿部、矢川、堀江、巣山、(株)電友
社、芝井、尾方、柳澤、三木、野口、大和、杉本、福原、川島、巻、牧、伊世、岩田、
林、福岡、廣沢、笹田、稲垣、日川、斎村、香川、本田、木下、伊丹、平岡、伏谷、大
隈、安井、奈良、明丸、柏原、馬渕、武井、竹本、宮内、エンゼルランプ、田野、ブル
ーム、ＮＰＯ法人いのちのさと、岡本、山橋、津地、岸田、城福、折野、島浦、和泉、
楠、泉田、升一、吉野、黒田、小栗、堤、石山、池田、原前○ 鳴門市○山田、山本、永
峰、三木野、湯浅、寺田、石丸、後藤、野村、長岡、戸井、多賀、吉田、林、辻、元木
○北島町○山下、岩木、橋田、河野、三郎丸、多田、平岡、田端、森、多田、林、関、
萩原、長田○小松島市○芝原、上田、黒田、宮田、伊川、青木、井関、吉村、小松原、
平尾、北野、勝瀬、○藍住町○岡田、中野、高瀬、奥村、上野、田所、高田、斎藤、高
岡、三好、久次米、林、湯浅、市原、犬伏、佐藤、梶本、中川、脇坂、熊本、三橋、藤
田、藤原、西藤、中原、水口、西野、高田、惣田、坂口、角本、表原、佐竹、山田、橋
本、大野、山本○吉野川市○小川、原田、長楽寺、谷、北浦、片岡、川村、住友、高木、
木内、田村、安崎、片山、河地、河野、脇坂、渡部、西村、大久保、小牧、阿部、中尾、
冨本、近藤○石井町○坂本、三橋、中川、横井、小倉、浅井、原田、竹岡、田中、長篠、
清重、松田、古高、芝、宮本、井内、片山、坂尾、小田、秋田、大石、かさい歯科医院、
高畠、森下、西岡、川田、多田、植田、野辺、隅田、片岡、近久、以西、仁木、臼杵、
坂尾、天田、片保○阿南市○仁木、亀井、武市、勝占、住瀬、天羽、橋本、岡本、○阿
波市○渡辺、川井、鳴川、坂東、焏原、林、唐渡○板野町○長尾、稲垣、井上、岡本、
稲垣、吉田、林、五條、平野○上板町○斉藤、河野、大杉、佐藤、梶、快楽、フロント
峰子、坂井、赤石○美馬市○外山、大西○神山町○大草、大野、藤川、西野○牟岐町○
坂本○海陽町○神沢、長尾、城間、神沢○松茂町○朝井○海部郡○和佐○上勝町○田中
○広島県○上野○高知県○長崎○京都府○木村、井上○香川県○二谷、六車 
-------------------------------------------------------------------------------------

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、川人様を初め、いつ

も旬の農作物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。 
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編集後記～自分の居場所～ 

Ｂさんは 20 年目のベテランのメンバ

ーです。養護学校高等部在学中に太陽と

緑の会リサイクル作業所で実習を体験

し、卒業後通所するようになりました。 

言葉を発することがなく、学校の先生

からも「作業所で作業することは難しい」

と言われる所からのスタートでした。長

い道のりの中で、朝の 9 時から夜の 6 時

まで、水曜日を除く毎日、商品の磨き作

業や店内の清掃作業にコツコツと取り組

むことができるようになり、少しずつ言

葉も回復してきました。 

「実は○○（Ｂさんの名前）が頂いて来

るお給料が（家計にとって）助かってい

るんです」 

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 

あるとき、B さんのお父さんがしみじ

みと言われました。この不況で、お父さ

んの仕事も少なくなり、生活も厳しいと

のことでした。 

 Ｂさんは、太陽と緑の会リサイクル作

業所でもらう毎月のお給料を給料袋ごと

お父さんに渡しているそうです。給料袋

をＢさんから受け取る瞬間に見せるお父

さんの表情と、ちょっぴり誇らしげなＢ

さんの横顔が、目に浮かんできました。 

 世話をしてもらうばかりでなく、でき

る範囲でいいから、自分のできることを

返していく、というささやかな営みが、

その人の居場所を作ることにつながって

いくのかもしれません。 

「自分はここにいていいんだ。」と思える

瞬間が、そこにあるのだと思います。 

（小山）

イラスト
中尾君 イラスト：阿部君 


