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ワーカズコレクティブてとての半年を 

振り返って 

 

      副代表理事 土屋比呂美 

 

ワーカーズコレクティブてとては、今年

09年3月に設立総会を行い、誕生しました。

早くも半年が過ぎ、地域福祉事業の担い手と

しての役割を実感する今日この頃です。 

2年前、生活クラブ生協の組合員10名で、

本格的に準備をスタートして以来、多くの方

に支えられ、地域福祉を自分の事として捉え、

みんなが自分らしく安心して暮らせる地域

作りの拠点となることを目標に掲げて話し

合いや研修等を重ねました。そして何とかた

どり着いた総会の日を、昨日のように思いだ

します。 

それから 1 ヶ月後の４月２６日に生活ク

ラブ生協地域福祉事業所｢みんなの居場所 

わ～くわっく北本｣が開所し、それを受託事

業として、Ｗｃｏてとての事業が実際にスタ

ートしました。それは、生活クラブ生協の施

設である北本生活館 1 階部分を利用して、

Ｗｃｏてとての事業をスタートできたこと

であり、ある意味とても幸運だと思います。 

みんなの居場所わ～くわっく北本には、一

時託児、レストラン、サロンの３つのコーナ

ーがあり、その他にもいろいろな講習会や教

室、コンサート等、多くの催し物を企画実施

しています。それらを、一人でも多くの地域

の方に利用して頂きたいと、スタッフ一人一

人が、常に意識して働いています。 

そして、Ｗｃｏてとての独自事業としては、

家事支援等が少しづつですが、依頼が来てい

ます。地域で求められる福祉は、型にはまら

ない様々な内容をもち、思いやりのある工夫

が大切であることは、Ｗｃｏてとて目指すも

のと表裏一体です。現在、Ｗｃｏてとてでは、

生活クラブの地域福祉事業であるみんなの

居場所わ～く

わっく北本の

受託事業が、中

心になってい

ますが、ＷＣＯ

てとての思い

が注がれて、利用者にとっては、人と人のつ

ながりを大切にした優しい居場所になり、私

たちスタッフには、自分らしく働けるやりが

いのある場になりつつあると確信していま

す。これからは、正会員の数がさらに増え、

事業運営のスタッフも充実して、独自事業の

本格的な運営がどんどん広がっていくこと

を願っています。 

 

 

理事・食事担当責任者 田口恵子 

 

オープンから約半年が経ち、無我夢中の毎

日でした。以前にやっていた茶来楽くらぶの

ときの週 1 回開館と違い、週５日間あけて

いくことはとても大変なことでした。毎日、

日替わりのメニューにしたことで、うどん類、

丼もの、パン類、カレーもの、週１回はパン

セット、ご飯セットのメニューにするなど、

さまざまな組み合わせた必要で、オープン以

来メニューつくりにいつも追われている毎
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日です。食材の発注もほとんど生活クラブの

消費材ですので、OCR の提出日には発注漏

れのないよう気を遣います。かかわるスタッ

フも今の所少ないので、ローテーションを組

むのも大変で、週に何日も、そして勤務に入

った日は長時間キッチンに立ち続けること

になります。もう少しかかわってくれる人が

いれば、時間を半日にするなどの工夫ができ

るのですが・・・。大変なことばかりを並べ

てしまいましたが、オープン以来毎日のよう

に寄って、いろいろ心配してくださる方、不

自由な体でわざわざ食事に来てくださる方、

帰り際に「おいしかっ

たです」と言ってくだ

さる方など、さまざま

な方に支えていただい

て今日まできました。

これだけの安心、安全

な食材を使って作って

いるのですから、もっ

とメニューを工夫し、食の大切さをアピール

することなど、これからもおいしいと喜ばれ

る食事を提供し続けるよう努力していきた

いと思っています。まだわ～くわっく北本に

来られたことのない方、食事をされたことの

ない方、ぜひ一度おいでください。お待ちし

ています。 

 

 

        理事 児玉とも子 

 

 北本生活館は、今年で 14 年になります。 

「年をとっても住み慣れたこのまちで、安心

して暮らし続けたい」「生活クラブ生協が地

域の情報の発信・受信の拠点に」という思い

で生活館活動を続けてきました。 

突然の事故やいつかは助けてもらう立場

に、そんな「もしもの時」や将来への備え、

地域福祉の拠点として、仲谷さん・下垣さ

ん・田口さん・土屋さんを中心に「みんなの

居場所わーくわっく北本」を立ち上げました。        

長渕晃二氏、を招いて「音楽で考える福祉」

コンサートを開催し、託児のサービス、障害

者や元気な高齢者の居場所づくり、食事作り

など、「青いそら」「おやこ舎」「子育ちネッ

トつみき」「岩井屋」の見学や先達の話を聞

き、ワーカーズ連合会の協力を得て設立して、

６ヶ月になります。 

これまで、たくさんの困難を経験してきま

した、これからもいろいろな事があるでしょ

うが、みんなで話し合い「ワーカーズコレク

ティブてとて」がよちよち歩きから一歩一歩、

確実に歩めるようにしましょう。 

 

 

第１回わ～くわっく夏祭り 総括 

 

理事･託児担当責任者 下垣博美 

 

わ～くわっくの事業所が始まって 4 ヶ月、

事業所初めての夏の子ども向けイベント…

…となれば 

『やっぱり夏祭りでしょう～！』というわけ

で、7 月の託児会議で内容を皆で話し合い、

8 月の勤務時間内に交代で景品や遊ぶもの

（お手玉や、シャボン玉の輪など）を作りま

した。 

当日は、親子 30 組のべ 70 人近くの人が来

てくれました。 

一般のお客様用のスペースは空けておい

たものの、どこもかしこも子どもだらけ…。

常連のお客様もびっくりでした。輪投げ・ヨ

ーヨー・さかなつり・お手玉・シャボン玉・

手品・お話し劇場、と盛りだくさんの内容で

した。また、1 つ 1 つの遊びをやるごとにス

タンプを押して、全部押し終わったらチュー

チューアイスをあげ、帰りには手作りのおも

ちゃのお土産つき、と、出血大サービスでし

た。 

全体的には、たくさんの人が来て遊んでい

ってくれて楽しく過ごせたと思います。 

でも、食事は大混雑して大変でしたし、小さ
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いお子さん（0 歳～2 歳ぐらい）には、あま

りに人が多すぎてゆっくり遊べなかったり、

また小学校高学年にはすぐに遊びが終わっ

て飽きてしまう、という面もありました。次

回の改善としては、0～1 歳ぐらいのみを対

象とした赤ちゃん体操をやるとか、大きい子

には、頭を使う遊びや、身体を使う遊びを入

れるなど、考えたほうが良いかもしれません。 

そうは言っても、子どもたちの楽しそうな

笑顔が見られ事と、わ～くわっく始まって以

来の入場者数、食事数が出た事など、うれし

いこともたくさんありました。忙しかったけ

ど、託児スタッフはじめ関わったすべての人

のおかげで無事乗り切ることができました。

感謝感謝です。 

来年は、どんな夏祭り

にしようかな～。すい

か割りなんか、やりた

いなー。。。。     

 

 

 

 ワーカーズコレクティブてとての 

思いとこれから 

 

代表理事 仲谷 まり 

 

私たちの身の回りを見渡してみると、何ら

かの生活のしづらさを抱えて生活している

人を思い浮かべるのはそう難しくないこと

です。 

二人目の子供が生まれるけれど親は忙し

く見てくれる人がいない人、元気だけれども

ひとり暮らしで家に閉じこもりがちな人、長

年の介護に疲れている人、子育てに疲れ悪い

こととは思いながらイライラしてつい子ど

もに邪見に当たってしまう人などは、生活し

づらさを抱えていると言えるでしょう。 

 私たちは「生活」そのものが「福祉」だと

考えています。大上段に「地域福祉」と唱え

なくても、ちょっとした生活サポートがあれ

ば暮らしやすくなる人がいるのではないで

しょうか。そして、ひょっとすると明日、私

たち自身がその生活サポートが必要になる

可能性もあります。 

 そう考えると、地域で助け合って暮すこと

で、安心して今の生活を続けることができる

システムがあれば、私たちを含めた誰でも長

く今の暮らしを続けることができるはずで

す。これが今、地域福祉が求められている理

由だと考えています。 

 私たちがワーカーズコレクティブ てとて 

を始めたのは、みんなの居場所「わ～くわっ

く北本」で誰もが利用できる居場所作りを通

じて地域福祉の拠点を作りたい、助け合って

地域で暮し続けることができるシステム作

りを担いたい、という思いからでした。 

サービスは、制度や行政が決めるのではな

く、私たちが必要とするサービスを私たちの

手で提供したい、困った時は気軽に困ったと

言い、サービスが利用できる、そのような仕

組みを作っていきたいと考えています。 

 幸い、てとてが生活クラブから運営を委託

されている「みんなの居場所『わ～くわっく

北本』」では、地域の方の利用も進んでいま

す。また開所後賛同してメンバーになってく

ださった方もいます。今後は、みんなの居場

所の運営だけでなく、助け合いの仕組みつく

りとして今まであまり取り組めなかった生

活支援も始めて行きたいと考えています。て

とてが必要とされる場は今後ますます増え

ることでしょう。 

 まずは、みんなの居場所の開所･開業とい

う大変な時期を乗り越えました。さらに、１

年、２年と年月を重ね、地域に必要とされる

ワーカーズでありたい、そのために、利用者

の方々とメンバーが一緒に考え、歩んでいけ

るようなワーカーズにしたいと考えていま

す。ワーカーズコレクティブてとてに係わっ

てくださる全ての方に感謝の気持ちを伝え

たいと思います。そして、今後ともよろしく

お願いいたします。 
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2009 年上期（設立総会から９月末日まで）会計報告 

                          会計担当 土屋 比呂美 

 立ち上げから半年は、まだ本格的事業に至らなかったことを考えると、ほぼ予算達成

といってもいいのでは、ないでしょうか。てとての思いを大切にした日々の事業の積み

重ねの結果であり、メンバーの皆さんの頑張りの成果と受け止めています。後半もこの

調子でそれぞれの立場で努力していきたいものです。 

 

Ⅰ．出資金の部    

 出資金収入   960,000 

     

Ⅱ． 収入の部    

科目   予算（年間） 上期決算 上期予算額との差 

1. 会費、入会金収入       

 年間登録料 120,000 20,000  △ 40,000 

 入会金 90,000 40,000  △ 5,000 

 正会員年会費 90,000 105,000  60,000 

 利用会員年会費 60,000 5,000  △ 25,000 

 ボランティア会員 10,000 14,000  9,000 

   370,000 184,000  △ 1,000 

2. 事業収入       

 みんなの居場所運営事業 1,480,000 892,640  152,640 

 自主事業収入 900,000 202,209  △ 247,791 

3.寄付金収入 30,000 91,868  76,868 

当期収入予算合計 ２,７８0,000    

2009 年上期収入決算合計   1,370,717  

2009 年上期予算との差     △ 19,283 

     

Ⅲ．支出の部    

科目 予算（年間） 上期決算 上期予算額との差 

1. 事業費    

 みんなの居場所運営事業 1,244,000 969,023  347,023 

 自主事業 800,000 361,280  △ 161,280 

2. 管理費 736,000 341,071 △ 322,679 

当期支出予算合計 2,780,000   

2009 年度上期決算合計  1,671,374  

2009 年上期予算との差     △ 136,936 
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スタッフメンバー募集 

 

 わ～くわっく北本の運営でスタッフを募集しています。 

                  ボランティア大歓迎です！ 

 

 食事の後片付け 14：00～16：00 ごろまで 

   ランチの後片付けです。厨房の掃除までをお願いします。 

 

 サロンスタッフ 時間は打ち合わせます 

   サロンにいらっしゃる利用者の方とのお話し相手とランチ･喫茶の 

サービスです。簡単な仕事です。 

 

 支援マップ作りスタッフ 

   支援マップを作り印刷し、無償配布の予定です。内容は、これから 

   決めていきます。企画の段階から参加してください。 

 

 

 

 

 

 

      ワーカーズコレクティブてとて 2009 年上期 行事報告 

 

2009 年 4 月 プレオープン企画 健康麻雀教室、卓球教室他 

  ５月 第 2 回ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ音楽で福祉のまちづくり in きたもと 

  ハンドベル体験 

 6 月 第 3 回ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ音楽で福祉のまちづくり in きたもと 

   お話劇場、北本市民出前講座「デーノタメを知ろう」、ﾐﾆｳｸﾚﾚｺﾝｻｰﾄ  

 7 月 工作しよう、おもちゃの選び方講座、布ぞうり講習会、他 

 ８月 第 4 回ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ音楽で福祉のまちづくり in きたもと 

   押し花教室、囲碁教室他、  

   みんなの居場所「わ～くわっく北本」夏祭り 

 9 月 第 5 回ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ音楽で福祉のまちづくり in きたもと 

   フリーマーケット、認知症サポーター講座、 

  北本市かかしまつり共催 
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◎ 編集後記 ◎ 

 ワーカーズコレクティブてとてが発進して

から早６ヶ月が過ぎました。思いばかりが先行

し、事業の運営に四苦八苦の半年でした。私た

ちに何ができるか、どうすればより良い運営が

できるか、悩みは尽きません。でも私たちには、

折れそうな気持ちを支え、共に悩み、働く仲間

がいます。ワーカーズは協働組合です。この仲

間がいることが、私たちの力です。今年度も後

半に入りました。さらなる事業展開に向けて、

またひと頑張りです。 

  働く仲間募集中です！ 

ワーカーズコレクティブ てとて 

 

〒364-0031 北本市中央 4-67 生活クラブ生活館 1F 

 みんなの居場所「わ～くわっく北本」内 

電話 048-592-9312 FAX:048-592-9613 

メール：tetote_kitamoto@yahoo.co.jｐ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://tetotekitamoto.web.fc2.com/ 

ブログ：http://tetotekitamoto.blog72.fc2.com/ 

ブログにてイベントの予定配信中！ 


