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FAX 042-622-5165

〒192-0015八王子市中野町2760-1

花キューピット

電話1本で全国に花が贈れます

花束・アレンジメント・慶弔用生花

鉢花・花祭壇及びフラワー装飾全般

協賛広告

【かてかて】
八王子周辺の方言で、まぜごはんを ”かてめし”とも言います。

そこから「まぜまぜ」の意味でつくった造語です。
さまざまな人がまざり、いい味のものができる。

そんなあじわいを大切にしたいと思います。

NPO法人 結の会
八王子市元八王子町2-1211

TEL/FAX 042-667-0039
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1.  目盛りに合わせて水を足しながら材料を撹拌。　2..  枠に流し込み、漉きます。　　3.  上の枠を外します。

4.  枠からそっと外し、布を挟んで重ね、ジャッキで水分を絞ります。

5.  ヒーターに貼付けて、
　乾燥させます。　

6.  できあがり。やさしい
　 風合いの紙です

最大サイズのふすま用の
紙。こちらは3人がかりで
漉きます。乾燥は、自然
の力を借りて、天日干し。

結の会では、楮（こうぞ）や八王子産の
竹を原料に本格的な手漉き和紙をつく
っています。水を使う手仕事、冬はき
びしいですが、メンバーはそれぞれの
自分の持ち場で、しっかりていねいに
仕事をこなします。工房の中は、すが
すがしい空気が満ちていました。
名刺からふすま紙まで、さまざまな注
文に応じています。最近は体にやさし
い壁紙としての注文も増えています。

撮影◎スタジオハナリー
撮影◎スタジオハナリー

創作の現場

2009.1

Vol.2かてかて
NPO法人八王子ワークセンターは、障害のある人たちの地域生活を

ワーク（働く）の視点から支援しています。
ホームページ    ht tp: / /www7b.biglobe.ne. jp/̃hwc/

人 「しごと」ってなんだろう

安藤 和弘 さん

　パオは、精神科に通院している人のための共同作業所です。作業所と言って
も、あまり仕事らしい仕事をしていないパオに、この連載のトップバッター
を任せるのも、大胆な企画だなと実は思いました。でも、わざわざここで「し
ごと」とひらがなにしてあるのは、いわゆる普通の「仕事観」をちょっと離
れてみたいという意図があるのでしょうか。
　というわけで、あらためてパオの人たちをながめてみると、意外に結構そ
れなりに「しごと」をしているではないか、と思いました。「お金を稼ぐ」
という意味での仕事をしている人も数名います。その人たちは、パオに在籍
しながら利用できる障害者雇用や訓練の場で働いていたり、自営業という形
で働いています。「お金を稼ぐ」ことと、その対極のようにのんびりしたパ
オを居場所として、行ったり来たりしながらうまく利用していると思います。
　パオの活動の柱はアート活動です。いろいろな「表現」を、それぞれのペ
ースでやっています。表現というものも、パオでは重要な「しごと」です。そ
の結果のひとつである自主製品が売れると、作者にその対価のお金が渡りま
す。それは「しごと」としてわかりやすい形ですが、アート活動では、結果と
してお金にならないことの方が圧倒的に多いのです。お金になることとなら
ないことに、価値として差があるかというと、パオでは全くありません。お
金にならないアート活動の結晶はどうなっているかというと、年に一回、今
年ももうすぐ行われる作品展でたくさんの人に見ていただきます。作品展で
陽の目を見る作品は、一年間に作りためた作品のうちごく一部です。では、

陽の目を見なかった作品は意味が無かったのかというとそんなこともありま
せん。発表されなかった作品は、発表された作品の栄養になっていたり、あ
るいは別の機会にむけて現在「寝かされている」ところなのかもしれません。
作品として買っていただくという幸運な出会いもこれまでに何回かありまし
た。
　音楽や朗読、舞台といったパフォーマンス系の表現を、パオの活動を通し
てやっている人もいます。これもほとんど結果としてお金にはなりません。で
も新しい出会いを生み、人と人との絆を強める、という視点からすれば、こ
れらは最強の「しごと」と言えます。
　パオのメンバーの中には、自分の症状は安定しているけれども、家族の誰
かを介護している立場の人もいます。また慢性的な苦しい症状を抱えながらや
っと通っている人もいます。また、これまでいろいろがんばってきた結果、今
は休むのが「しごと」という人もいます。そんな人たちが、診察室でも話さ
ないようなことを、真剣に日々パオで語り合っているのは、ある意味、「究
極の自己表現」だと思うのです。
　決まった時間に来て、決まった仕事をするというのは、どうも性に合わな
い、という人たちばかりが集まっていますが、マイペースにそれぞれのやるべ
き「しごと」をやっています。そんなスローアートな「しごと場」があっても
いいのではないかなと思います。
　2月にいちょうホールで5回目の作品展が行われます。どうぞみなさん見に
来てください。来年もやります！

パオ作品展2009　冬の掌（てのひら）　はっぱきらきらき～らきら～　

2月7日（土）～2月11日（水・祝）＊9日は休館日　13：00～19：00

★パオパオパーティ　2月11日（水・祝）14：00～16：00　詩の朗読や演奏など
八王子市芸術文化会館いちょうホール第２展示室　
＜お問い合わせ＞パオ　TEL／ FAX  042-655-2844

ひ と
企業に就職する以外にも、いろいろな『はたらき方』があります。さまざまな環境にある人の仕事観、

はたらくことの意義（楽しさ、自己表現、社会貢献、お金）など、障害のある人たちが「はたらく」こ

とについて考えながら、すべての人にとっての「しごと」というものの根本を考てゆきたいと思います。

［みやじせつこ◎ パオスタッフ］

とろけるような笑顔とは、
まさにこの笑顔。
安藤さんは、仕事の時には
きびしい表情で取り組んで

いますが、ニコッとした顔を向けられた瞬間、こちらの気持ちもとろけてしまいま
した。最近、一人暮らしをはじめたばかりで、今まさに新鮮な充実感にあふれてい
ます。午前中は、クロネコメール便の配達の仕事をしています。はじめのころは雨
に負け風に負けることもありましたが、この１月で丸３年。午後は工房サマキで、
チラシをセットする仕事などをしています。一人暮らしをはじめたので仕事にいっ
そう力がはいるようになりました。先日は遊びにきたご両親に、手料理のうどんを
つくってあげたそうです。最近の密かな楽しみは、「夕めしの後に近所のコンビニ
へアイスを買いにいくこと」と、はにかんだ笑顔で教えてくれました。

和紙と水彩絵の具に出会って絵を描くようにな
りました。クリエイトホール1Fの喫茶クリエイ
ト店内にも安藤さんの絵が展示されています。

リレー
エッセイ 

第 1 回 宮地 節子
あんどう  かずひろ



和の手仕事
八王子市堀之内1236  ☎042-674-0520　駐車場あり

●京王堀之内駅よりバス約5分「帝京大学中高北」バス停前　

　 11：00～16：00（ランチ14：30まで）　土・日・祝休営

併設のベーカリー「もりの窯」の、焼きたて天然酵母パンも
あります。パンのみの購入もできます。11：00～17：00

まわりには、畑や緑がいっぱい、近所には
鶏や牛もいるのどかな場所で、ちょっとリ
ゾート気分。かたくりの農園で育てた新鮮
な野菜を活かし、手をかけたお料理を食べ
させてくれるここちよいレストランです。
なによりも接客してくれるスタッフの笑顔
が最高です。そして、値段はリーズナブル。
たくさんのお客さんに来ていただくことが
第一の目的だからだそうです。テラス席は
ワンちゃんもいっしょにお食事ができます。

＜写真↑＞かたくり特製和風ハンバーグ（北海
　　　　　道白老牛肉使用）800円
＊日替わりランチ600円　＊かたくり特製カレ
ー600円　＊オムライスデミグラスソース添え
700円　＊オムライスオマールエビソース添え
800円　＊BLT（ベーコン・レタス・トマト）
サンド500円　＊コーヒー、紅茶、ハーブティ
ー250円（食事とセットの場合は150円）

ナビ
八王子市散田町4-14-9  ☎042-667-5082

●JR西八王子駅より徒歩約7分「散田4丁目」バス停前　

　 10：00～17：30　　日・月・祝休営

インターネットの「楽天市場」に出店しています。
楽天市場で【かまどっちゃ】と検索してみてください。

国産小麦粉、よつ葉バター、最上質のたまごで、ていねいに焼き上げたクッキー、ケーキ。特徴
としてはEM-X GOLDという清涼飲料水をクッキーの生地に練り込みバターの風味を落とさずク
ッキーのおいしさを引き出しています（「EM」とは有用微生物群の英語名Effective Microorgan-
isms (エフェクティブ・マイクロオーガニズムス) の略語です）。添加物は使っていません。

クッキーは11種類、パウンドケーキは3種類、
アイデアを出し合い、常に新しい味を追求し
ています。ギフトパッケージもあります。

クッキー 各300円 パウンドケーキ小 各200円

障害のある人が働いている
お店を紹介します

商品取り扱いショップ

■道の駅八王子滝山

　八王子市滝山町1-592-2

　TEL 042-691-8083

■市役所売店はっち（本庁舎1F）

　八王子市元本郷町3-24-1

　TEL 042-626-3111(代)

■八王子駅かてかてショップ

（月2回水曜日にJR八王子駅
　改札横壁画前に出店します）

　TEL 042-669-0340
　（NPO法人八王子ワークセンター）

[ 商品に関するお問い合わせ先 ]　　01.02. 結の会 元八王子町2-1211  TEL 042（667）0039　03.04.05.ピアわかくさ 横山町20-19橋本ビル2F  TEL 042（631）9404　
06. 八王子第六いちょう福祉作業所 下柚木2-18-16ビーブル南大沢101  TEL 042（675）8887　07. 町田ゆめ工房  町田市相原町2983-157  TEL 042（782）1491

08.09.10.11.12.23. グループG 西寺方町366グランドソレイユ1F  TEL 042（650）5515　13. 高尾青年の家 東浅川町529-1レオパレス21東浅川101  TEL 042（662）7441

14.15.16. 26.ぎんなんの家 西寺方町651-1  TEL 042（651）5717　17.18.19.25. 富士森の家 長房町719-69八王子長房通所センター内  TEL 042（668）8015　20.21.22.24. 浅川園  川口町1543  TEL 042（654）4043　

＊価格はすべて税込みです。

07. 布ぞうり 1,000円

08. 和風首飾り 1,200円

10. 布どんぐりストラップ 300円

11. 刺子・梅（鈴）ストラップ 260円
12. 刺子・梅（ビーズ）ストラップ 350円

13. 高尾錦塗 根付け・キーホルダー
　　600円

14. 藍染ミニタオル 250円 15. 藍染タオル 330円
　　　16. 藍染てぬぐい 600円

17. 藍染丸袋 1,800円
18. 藍染手さげ 1,500円

20. 抹茶碗 1,800円 21. 飯茶碗 1,000円

19. トートバッグ 1,400円

22. 湯のみ 800円
23. 和風コースター 300円

24. ぐいのみ 各600円
25. コースター 150円

26. 箸置きセット 280円 ＊ショップごとに、取り扱い商品が
　違いますので、販売先は各製作団
　体へお問い合わせください。

新鮮野菜やEMせ
っけん、地域の方
々の手作り品や他
の福祉施設の商品
も販売しています。

02. 竹紙レターセット 500円
　　便せん7枚封筒3枚

01. 竹紙はがき5枚セット 250円

06. 刺し子ふきん 450円

03. 草木染しおり3枚セット 100円
04. 草木染カード3枚セット 100円

05. 草木染はがき3枚セット 200円

＊「町田ゆめ工房」以外は、すべて八王子市です

八王子産の竹からうまれた和紙です 牛乳パックを再利用し、八王子の野山で採取した
草木で染め、1枚1枚手すきで仕上げました

びわの枝で染めたやさしい色合いです

ここにご紹介する商品は、福祉団体が製作しているものです。
素材を吟味し、障害のある人たちとともに、ていねいにつくっています。

手作り焼き菓子のお店

か ま ど っ ち ゃ

レ ス ト ラ ン

花畑かたくり

ウメや花モモを核に塗料を30回ほど
塗り重ね、水やすりで研いで表面に
多彩な色調を創出します

09. 刺子ブローチ 260円
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