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あけましておめでとうございます 

 

      代表理事  仲谷 まり 

 

昨年中は、ワーカーズコレクティブてとて

の活動にご理解・ご協力、そしてご利用いた

だきありがとうございました。 

今 年 、 て と て は 、 設 立 3 年 目 を     

迎えます。昔から石の上にも 3 年といわれ

た、そのひとつの区切りを迎える年になり、

さらに地域福祉に貢献できる事業体へと発

展させていきたいと考えています。そのため、

今年、てとては、NPO（非営利活動法人）の

認可申請を行い、法人格の取得を目指します。 

ワーカーズコレクティブは、働く仲間が、

労働し、出資もし、経営も 

担うという事業体です。 

みんなで経営するため 

には、合意が必要で 

そのための会議に 

時間を割いています。 

一般の会社と違う 

ところは働く会員には、 

雇用関係がなく、代表も 

他の会員と同じ立場で、特に権限があるわけ

ではありません。数年前から協同労働法が国

会に提出され、まさに私たちが考えている事

業体の法制化を待ち望んでいるところです。

てとても協同労働法に則った法人格取得を

目指していましたが、まだまだ時間がかかり

そうなため、先に NPO としての法人格を取 

 

 

得することにしました。 

最近の報道では、日本の社会は、地域の縁、

家族の縁、会社の縁を喪失し、地域で孤立す

る人が増えている無縁社会になりつつある

といわれています。地縁・血縁・社縁をなく  

した無縁社会を脱却するために、代わる新し

い縁「選択縁」があるそうです。てとては、

会員になっていただいてご利用いただける

人に、選んでいただいたご縁、つまり「選択

縁」を大事に育て

ていきたいと思

っています。てと

とができること

は、たとえ小さな

ことであっても、

地域で継続して

活動していくこ

との手ごたえを

実感していると

ころです。そして、てとての設立趣旨にある

ように、『地域の中で自分の持っている力を

出し合い、人と人をつなげていき、互いに手

と手を携えて、住みやすく暖かいまちづくり

を目指す』ことを忘れず少しでも地域に貢献

できる団体として事業展開を目指していき

ます。 

本年もワーカーズコレクティブてとてを

よろしくお願いします。 
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 少しばかりの関わり 

    

 食スタッフ、手作りカフェ担当、 

     家事支援    佐藤 利子 

 

最初の頃は、体調不良の為、なかなか関わ

れなかった｢てとて｣ですが、最近少し良くな

り関わることになりました。 

メンバーの皆さんが、バイタリティー溢れ

ているのに驚かされています。 

私は、今までに培ってきた手仕事の楽しさ、

美味しいものを食べる喜びを伝えられたら

いいかと思っています。 

「明日はお世話になる側の人間」ですが、

今出来る事をお手伝いさせて頂いています。        

是非、若い人にどんどん進んで関わってほ

しいものです。 

 

メンバーとなって 

             吉野 厚子 

   

下の子が生まれた頃、ゆっくり食事がした

い、子どもものんびり遊ばせたい、自分が病

院に行く時に子どもを預かってくれる所が

あったらいいなあ‥‥と思った事が何度も

ありました。 

ワーカーズ？生活クラブ？と知らない事

がいっぱいでした。しかし、子どもが幼い頃

にあったらいいなあと思っていたものが、実

現できそうと感じてボランチィアからスタ

ートしました。 

はじめはパソコン、手織り教室の利用会員

として来ることの方が多く、その中で自分が

新しい物にチャレンジするきっかけを与え

てもらった場所でした。 

今年 5 月から、正会員となりサロンに入

るようになりました。11 月からは、家事支

援にも行き始めました。  

まだまだ、わからないことだらけですが、

楽しみながら学ばせてもらっていることに

感謝しています。 

もっと、もっと多くの人にこの場所を知っ

て頂き、人の輪が繋がって広がりますように 

y

有志でボランティア 

以前より、サロンをご利用の車椅子の方と

一緒に電車に乗ってお出かけをしたいとス

タッフから話がありました。その方が一歩を

踏み出すお手伝いができたら・・ 

そんな思いからスタッフ 

2 名がボランティアで 

おでかけを実現させました。 

バリアフリーという概念 

から最近はユニバーサル 

デザインという考えに 

移行しつつあります。 

障害が限られた人のものではなく、すべての

人にとって人生のある時点で何らかの障害

を持つという考え方で、誰もが使いやすいよ

うに考慮して作られる建物や製品などのデ

ザインをさします。 

長い間障害を抱えて生活されていたこの

方は、他の人の手を煩わせることにとても遠

慮されます。でも、勇気を持って出かけられ

たことで、今後のこの方の人生も少し変わっ

ていくのではないか、という手ごたえを感じ

ると同時に、誰もが出かけやすいまちづくり

とは何かを考えるきっかけとなりました。 

スタッフが一緒にお出かけした方からい

ただいた言葉は、私たちに感動をもたらしま

した。その顛末をご紹介します。 
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 私の記念日です 

                    土屋 比呂美 

          大野  恭子 

 

「11 月３日は私の記念日です」という言

葉を「わ～くわっく北本」の利用者からいた

だきました。 

その方は、車椅子を利用で、最近遠出され

ていないことがお話からわかりました。 

どこかにいけたらいいのね。一緒にお花見

なんてどうかしら、何か外出のお手伝いはで

きないかしら、とスタッフで話していました。    

電車がお好きで、電車の本をご覧になった

り、踏切で電車を見ていらしたりされていま

した。 

そんな様子を拝見し、｢大宮の鉄道博物館

に行きませんか？休みの日なら、ご一緒でき

ます。」とお誘いをしてみました。 

｢休日は鉄道博物館は混んでいるし、せっ

かくの休みを時間を割いてもらっては悪い｣

と遠慮されるのです。 

｢それなら、電車に乗ってどこか行きまし

ょう、どこか行ってみたいところはないです

か？｣とお声賭けをしました。 

｢特に行きたいところはないのでいいで

す｣とまたまた、断られてしまいました。 

そんなこんなするうちに数ヶ月が過ぎ、ど

うしたら、電車に乗ってお出かけしたいと思

ってくださるかな？とスタッフで考えまし

た。 

｢映画なんてどう？｣という声があり、｢映

画を見に行きませんか？｣とお誘いしました。 

「それなら」とやっと良いお返事をいただ

きました。あとで伺ったのは、この方がここ

60 年映画館で映画を見たことがないという

ことでした。 

久しぶりの電車なので、隣町の映画館に行

くことにしました。 

インターネットや映画館でチラシをもら

いどの映画が良いか検討しました。 

ここでも、｢何でもいいです、皆さんの見

たいのを決めてください｣とかなり遠慮され

ていました。 

せっかくだから、３D がいいよねとスタッ

フは考え、

時間がち

ょうど良

い＜怪盗

グルーの

月泥棒＞

を見に行

くことに

しました。 

11月3日10時に北本駅西口交番前に待ち

合わせを決めました。 

それでも、｢休みなので悪い｣「無理に行か

なくてもいいよ」｢用事があったら、そっち

に行って｣と申し訳なさそうにおっしゃいま

した。 

私たちは、祝日といっても家族は用事や仕

事があって家にいないし、この手の映画は見

たいけど家族が一緒に行ってくれない。一人

で行くしかないけど、一人より大勢で行った

ほうが楽しいから、と遠慮される気持ちを少

しでも軽くしようと思いましたが、なかなか

うまくいきませんでした。 

どうにか、11 月 3 日を迎えることができ

ました。 

当日はお天気にも恵まれ、スムーズに移動

することができました。 

北本駅でも鴻巣駅でも駅員さんが手馴れ

た様子で登り板を出してくださり、エレベー

ターに誘導して頂きました。 

レストランでも店員さんがサッといすを

どけて車いすが 

通りやすく、 

そしてテーブルに 

つけるようにして 

くださいました。 

映画館では車いす専用席を利用しました。        

映画は、笑いあり涙ありでとても楽しむこ
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とができ、3 人とも大満足で帰路に着きまし

た。 

後日お会いしたときに先のような言葉を

いただいたのです。 

また、お家に戻られてご家族に映画に行っ

て楽しかったことを話されたそうです。そし

たら、「今度一緒に行くか」と言ってもらっ

たそうです。 

今まで、映画館で映画を見たいということ

さえ、遠慮して家族に言えず、家族もそんな

願いを持っていることに気づかずにいらし

たのでしょう。 

一日出かけるという体験を通して、街が車

イスで意外に動きやすいこと JRの駅員さん

の手間も仕事の一部であり利用してよいこ

となどいろいろ感じられたそうです。 

「また、行きましょうね。」と声をかけた

ところにっこりされました。 

2010 年 11 月 3 日の外出によって彼のこ

れからの人生に大きな可能性を見つけてい

ただけたようです。 

そのような素晴らしい日に関われて私た

ちもうれしいです。 

ここに居場所があって、私たちが繋がって、

そこに関わった人たちの行き方を広げたり

豊かにできたりする。 

このような人と人をつないでいく場がど

んどん広がることを祈ります。 

 

ここで一句 

  

 車椅子 秋のホームや 新世界 

  

 菊香る ホームで初の ボランティア 

  

 

家事支援 

              大野 恭子 

  

 10 月の「てとて」で行った家事支援が 50

時間になりました。11 月は 65 時間でした。 

 家事支援というのはどんなことをする

の？と思われる方も多いでしょうが、主に 

行うのは、主婦が家でやっていることです。 

 掃除、洗濯、買い物、食事作り、庭掃除 

などです。 

 介護保険では、介護者や支援者のことや使

用する部屋しか対象となりません。 

 たとえば、利用者のごはんは作れても家族

の分は作ってはいけない。急な雨のとき利用

者の洗濯物は取り込んでも良いが家族の分

はそのまま、法律でそう決めているのでそう

するしかないのです。 

 私たちのところではその枠を取り除いて 

利用者の皆さんの要望に応えています。 

 家族の分も含めた食事作り、使っていない

部屋の掃除、庭の植木の手入れ、タクシーを

使った外出援助、ヘアーカット、傾聴など 

地域包括センターから、介護保険の制度外の

支援要請の紹介をいただいています。 

 実際の家事のお手伝いという面だけでな

く、他人が家に入ることで生まれる緊張感や

刺激、お話し相手となって昔話をお聞きした

りすることもあります。 

 今現在、もう来なくて良いと断られたケー

スがないことが順調に時間数を増やしてい

る要因の 1 つです。 

 われわれの悩みはどんどん仕事を請けた

いのですが、スタッフ不足のため、要望にこ

たえきれないことです。少しでも分配金時間

単価（時給）があがり、スタッフのなり手が

増えることです。 
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 ワーカーズコレクティブてとては、ご利用者から個人情報をお預かりします。

下記の方針に則って個人情報の保護に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ようを継続的

に見直し、改善に努めます。

2009年上期（設立総会から９月末日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ワーカーズコレクティブてとての個人情報に関する方針 

  

ワーカーズコレクティブてとては、利用会員からお預かりしました個人情報ならびにその他

の会員の個人情報の保護に努めることを社会的責務として認識し、働くすべての会員が以下

の項目に取り組みます。 

 

１、個人情報に関する、利用会員ならびにその他の会員の権利を尊重し、個人情報の適切な

収集、利用、提供に努めます。 

 

２、個人情報の重要性について、教育の啓発活動を行うとともに、適切な管理体制を確立し、

その運用を継続します。 

 

３、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

  

４、以上の活動について内容を継続的に見直し、改善に努めます。 
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◎ 編集後記 ◎ 

 ワーカーズコレクティブてとても 1年と 9 ヶ

月が過ぎました。おかげさまで地域の方へも少

しずつ知られるようになり、ご利用者も増えて

きました。働くスタッフの報酬である分配金も

最低賃金レベルまで上げていきたいと思ってい

ます。さらなる事業展開に向けて、私たちの仲

間になってください。 

特別な資格・技術は必要ありません。あなたの

時間を少し下さい。 

     

    働く仲間募集中！ 

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！ 


