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2 年目を迎えて・・ 

 

      代表理事  仲谷 まり 

 

ワーカーズコレクティブてとては、事業と

して最初の 1 年とは違った面が見えてきま

した。 

まず、設立当初からの懸案の家事支援サー

ビスが本格的に動き出しました。 

てとてでは､介護保険ではできないことや

産前産後の家事支援を行っています。それは、

ただ単なる業務としての家事支援に留まら

ない、人と人との関係があります。家事支援

を依頼される方の事情は、さまざまで、メン

バーはそれぞれ利用者の方の生活を考えて

支援します。てとてが助け合いの気持ちでお

手伝いすることで、利用者の方が地域で暮ら

し続ける手助けができれば、それは設立以来

のてとての思いがまたひとつ､実現したこと

になります。 

行政や地域との連携で､最近は地域包括支

援センターや居宅介護支援事業所（ケアマネ

事務所）からの紹介もいただくようになりま

した。地域にある信頼できる事業所としてサ

ービスを提供していきたいと考えています。 

またもうひとつの面は、私たちに、「経営

もし、出資もする、働く人」である自覚が出

てきたことにあります。スタートした時点で

は､毎日みんなの居場所を開店させるだけで

精一杯でしたが､1 年が過ぎ、働くメンバー

がそれぞれが少しずつ経営や出資について、

そして働き方について考える場面が増えて 

きました。 

運営会議では、こうしたらどうだろう、こ

こはもっとこうした方がいいよね、とメンバ

ーの発言が多くなってきたことを実感して

います。ようやくワーカーズコレクティブと

しての体制が整ってきました。 

私たちはともすれば、福祉をやっていると

いうことに満足し､経営面で甘くなりがちな

ことを自戒しています。使命感と経営、相反

するように思えますが､両方を大事に考える

ことが求められています。 

１年､1 年遅々とし

た歩みであっても、

前に進んでいきたい。

そのためには､事業

をやり続けることが

必要です。やり続け

るためには…を考え

ながら、そして私た

ちメンバーの力はすごいと感動しながら､私

たち自身の居場所であるみんなの居場所を

大切にして、進んでいきたいものです。 

また、てとての中だけでなく、周りの状況

にも変化がありました。生活クラブ生協から

福祉に特化したコミュニティケアクラブ埼

玉が NPO 法人として立ち上がりました。こ

の団体の運営に参加しながら､埼玉の地域福

祉を発展させていくための方策を考え、連携

し､私たちてとての地盤をさらに強固なもの

としていきたいと考えています。 

今後とも、てとての事業にますますのご理
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解・ご協力をお願いします。 

 

 

ワーカーズコレクティブてとての 

      1 年が過ぎて思うこと 

 

副代表理事・会計担当  土屋 比呂美 

 

ワーカーズコレクティブてとては、昨年

09 年 3 月に設立総会を行い、誕生し、やっ

と 1 年が過ぎました。いや､あっという間だ

と感じます。それはいろいろな多くの事が、

嵐のように過ぎ去っていったからかもしれ

ません。 

設立総会直後に会計を引き受け、会計の面

からてとてを見てきましたが、何といっても、

分配金時間単価（時給）100 円という常識外

れからスタートしたこと

をはじめ、多くの地域の

方に関心を持ってもらい、

利用者が確実に増え、分

配金が今年 3 月には何と、

300 円になったのです。

一見日々地道に同じこと

を繰り返しただけかもしれませんが、地域の

方々に認められ必要とされ､わ～くわっく北

本の運営と、てとての独自事業である家事支

援の利用が少しずつですが､増えてきました。 

1 年で、大きくステップアップしたといえ

るてとての事業は、これからも確実に広がり

をみせ、より多くの地域や生活クラブ組合員

に求められ、よりよい地域づくりの一役を担

っていきます。 

 

 

 

1 年を振り返って 

 

  サロン・食スタッフ  石田 美重 

 

｢てとて｣のスタッフに加わってちょうど

1 年が経ち、ようやく託児・サロン・家事支

援の三本柱が機能し始めた観があります。    

当初私は、週 1 回サロンを担当していま

したが、利用者は 5 人以下、一人一人とゆ

っくりお話をしながら時間を過ごす状態で

した。 

ところが、今ではランチ時は、会話をして

いる余裕などありません。1 年前には、とて

も想像できなかった嬉しい誤算です。 

私が 1 年間｢てとて｣にかかわって感じる

のは、居場所運営には主婦の底力が発揮され

ているという事です。 

スタッフ各々、普段意識せず、ごく普通に

してきた事であっても、他から見れば素晴ら

しい能力だったりします。それは、事務処理

やお料理、お裁縫、話術、子供との接し方等々

あげれば切りがありません。 

人生の折り返し点は過ぎた私ですが勉強

になる事ばかり、お陰様で自分自身少し成長

させてもらいました。いままでパソコンを開

く事さえ、躊躇していましたが、報告書も打

つようになり、サロンだけでなくキッチンス

タッフとしてシフトに入るようになりまし

た。（ちっちゃな事ですが‥‥） 

きっと世の中には、家に居て持てる才能を

眠らせている人がたくさんいると思います。

是非｢てとて｣のスタッフに加わって力をか

してほしいもの

です。 
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てとての役割り 

         

託児リーダー  小田 津哉子 

 

 今までの経験が少しでも役に立てばとい

う気持ちでてとてのスタッフに加えていた

だき 1 年が過ぎました。 

 親子のひろばや一時託児の子どもと遊ん

だり、悩みを抱えた母親と一緒に考えたり、

また夏祭りやイベントの時のスタッフの一

員としてかかわるという日々でした。 

 そうして今、父親は忙しく子育ては母親に

任されている事が多いと感じます。この状況

の中で、のびのびと安心して遊べる場所が少

なく、近所に友達がいない事や情報の氾濫で

親は迷い、子どもはコマーシャルの影響でキ

ャラクターものに執着し､生活は夜型になっ

ています。大人は社会の流れに順応できても

しわよせは子どもにいっていないでしょう

か。 

 子どもの成長は、今も昔も変わりません。

誕生までに 10 ヶ月、12 ヶ月過ぎてやっと歩

き、大人と同じものが食べられるようになる

のも 1 年以上かかります。 

 昔の母親は､父親が忙しくても祖父母はも

ちろんの事、地域の人に助けられて子育てで

きるという環境がありました。 

 てとてはそんな役割りをしたいと考えて

いるのです。 

一人の子育てで疲れたり迷ったりしている

お母さんがここに来てほっとし､友達を求め

る子どもは満足して遊べる。 

 ここはそういう居場所です。 

 たくさんの方に知っていただき広がって

いく事を願っています。 

 

 

 

メンバーとなって 

 

      サロン担当  相田 八重子 

  

 私はオープンから､半年遅れでメンバーに

なりました。 

 何となく自分に合うものを感じたので

す・・・それが今年の 6 月に確信になりま

した。 

 30 年前の 6 月に 3 人目の長男出産を思い

出しました、5 歳の年長組長女、2 歳次女、

故郷は愛媛・・・前 2 回は里帰り出産、今

回は実家の母に上京してもらう予定でした。

ところが、実家の兄嫁さんの 4 人目の出産

と重なりました。 

 兄嫁さんのお産は全部私の母が手伝って

いました。突然「○子さん（兄嫁）を手伝い

たい、貴女は自分で何とかしてほしい、お金

は必要なだけ用意する」 

 それから､役所、民生委員、いろいろなと

ころへ相談に行きましたが、どうにもなりま

せんでした。 

 ｢この地域で私のように困った人がいたら

私は手伝いたい。｣そう思いました。そう宣

言しました。 

 それから 5 年、民生委員さんから 2 人目

の出産で貴女のように困っている人がいる､

お手伝いしてほしいと連絡を受けました。迷

いました。末子が 5 歳になったのでパート

に出ていました。気になりながらお断りしま

した。 

 今年、息子も 30 歳・・・ちょうど 6 月に

2 人目の出産をされたお宅の上のお子さん

の保育園の送迎をしています。私の 30 年来

の宿題を終えた気がしました。 

 この地域で小さなお手伝いを頑張りたい。 

 母は実家で大勢の家族に囲まれ「幸せな人

生だった、ありがとう」と言って 3 年前に
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91 歳でなくなりました。 

 私も母のように言える人生を送って生き

たいです。 

 

 

 

支援マップ*1作りから 

   

        サロン担当 大野 恭子 

 

 昨年（09 年）11 月から､メンバーになり

ました。 

 ワーカーズという言葉は耳にしていまし

たが、それは配送とか給食とかのイメージし

かありませんでした。 

 しかし、ここ てとて は、みんなの居場

所作り、助け合いワーカーズということを知

り、それなら､私にも参加できるかな、と新

し物好きの私は足を踏み入れました。 

 私は、生活クラブ展示会委員をしていた関

係で北本生活館の場所やそこで開催される

行事に参加したこともありました。 

 しかし､まずびっくりしたことはこの生活

館があまりに認知されていないことでした。 

そこが何の建物かは別としても場所ぐらい

は誰でもご存知と思っていましたが、30 年

以上北本にお住まいのかたでさえ､「そんな

建物あった？」「パソコン教室のとこ？」な

どの返答をいただくことが度々でした。 

 まずは私の回りの人たちにここを知って

もらって、足を運んでもらおうと思いました。 

 ちょうどエッコロ助成金による支援マッ

プ作りが計画されていたので、その製作に携

わりました。 

 協賛していただくために電話をかけたり､

施設や事業所を訪問したりしました。 

 ワーカーズコレクティブというものの説

明、事業内容も自分自身がしっかり受け止め

ていないので、なかなか伝わらないことも多

くありました。 

 他のスタッフとすったもんだしながら、半

年かけて地図は、無事完成しました。 

 このマップ作りを通して知り合うことが

できたさまざまな方たちはてとての人的財

産となったと確信しています。 

 かばさくら作業所からは、こんにゃく 

を日常的に作りたいが販路がないので困っ

ておいででしたが、てとてで常設販売するこ

とで臨時でなく、定期的に製造できることに

なりました。 

 この 5 月に開所した自立支援法の就労支

援のパン屋さんには、てとてを利用されてい

たお嬢さんが通うことになりました。 

 たった 1 枚のツールですが、いろいろな

人々を動かす大きなきっかけとなりました。    

 まだまだ、わからないことだらけですが、

多くの人に認知されるように私のできるこ

とを見つけて、みんなの居場所が私の居場所

でもあるようにしていきたいです。 

 

 

。 

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。 

 合って暮すことで 

支援マップ*1 

 

てとてがエッコロの助成金で作成した

サポートマップ（S-map）は、みんなの

居場所「わ～くわっく北本」でと、連携

先の事業所で、同様に無償配布していま

す。まだご覧になっていない方は、一度

手にとってごらんください 
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ワーカーズコレクティブてとて  

2009 年下半期 行事報告 

 

 

2009 年 10 月  生活館まつり参加（喫茶コーナー） 

        俳句教室（以後毎月開催） 

  ナチュラルファーム 21 収穫祭共催 

    11 月  NPO 法人コミュニティケアクラブ埼玉（CCS）設立発起人会

参加 

        北本市デマンドバス説明会 

        羊毛フエルト教室 

        着付け教室、押し花教室、お話劇場 

        小児救命救急講習会（北本消防署） 

        離乳食学習会（以後毎月開催） 

        第6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

開催 

    12 月   第 7 回ﾄｰｸ＆コンサートクリスマスコンサート開催 

     1 月  子育て講座開催（子どもの食事･食育） 

     2 月  子育て講座開催（お弁当作り） 

        生活クラブ展示会参加（喫茶） 

        消防訓練 

        NPO 法人わらの会 パネル展（北本市文化センター）参加 

     3 月 子育て講座開催（子どもとおもちゃのかかわり） 

       NPO 法人コミュニティケアクラブ埼玉（CCS）設立総会参加 

        NPO 法人わらの会 写真展参加 
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■ ワーカーズコレクティブてとての家事支援について ■ 

 

  私たちの暮らしは、日々変化します。家族、住まい、地域、体の調子などが

変わることで、自分の暮らしも変わらざるを得ません。そんな暮らしの中で、困

ったこと、わからないこと、不安なこと、手助けしてほしいことが起こることが

あります。 

 

 てとてでは、介護保険ではできないことや、子育て中の家事支援など制度には

ないけれど、ちょっとした手助けがあれば、暮らしやすくなるのに..といったご

要望にお応えしています。 

 

 今までてとてが支援した実績では、産前産後の家事支援、季節の入れ替え、外

出支援、 通院介護などなど..。また、介護保険ではカバーしきれない家事支

援を、地域包括支援センターからの紹介で行うこともあります。 

 

 何か困ったことがあれば、相談を受け付けます。お近くにお困りの方があ

れば、てとてのそういった仕組みをお知らせください。こちらから説明に伺う

こともできます。 

 

   

てとての家事支援のサービスを利用するには… 

 

1. 事前にお電話をください（080-3914-4146） 

2. コーディネーターが伺い、ご要望の内容を相談させていただきます。 

3. サービスを受けるには、てとての利用会員になっていただく必要があ

ります。入会の説明、サービス利用の方法、お支払い方法などの説明

をします。 

4. 必要書類にご記入いただきます。 

5. サービス開始となります。 

 

利用できる日・時間 月～金 9：00～17：00 

利用料金 30 分 500 円、時間外 30 分 600 円 

交通費 2Km 以上￥15/Km の実費をいただきます 

緊急対応について 万一の不測の事態が生じた場合は、当団体付保の

「障害保険」「損害賠償保険」の範囲内で対応させ

ていただきます。 
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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 080-3914-4146 

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！ 

◎ 編集後記◎ 

ワーカーズコレクティブてとて も事業開始後2年4

ヶ月がたちました。さまざまな方が利用するみんなの居

場所「わ～くわっく北本」の運営、生活クラブのたすけ

あいの仕組みであるエッコロのコーディネーター、そし

て地域でのたすけあい、と徐々に事業内容が拡大してき

ましたが、新しい課題は毎日のように発生します。 

一緒に考え働く仲間と共に、新しい課題解決に挑戦し

ています。私たちは経営もし、出資もする働く人の集ま

りです。私たちの考え方に賛同する方の加入をお待ちし

ています。 

てとて通信の発行もようやく 2号。今後もてとての活

動をお知らせするべく、発行していきたいと考えていま

す。ご意見･ご感想などお寄せください。 


