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特定非営利活動法人（NPO）の 

認証申請を行いました 

      代表理事  仲谷 まり 

 

 ワーカーズコレクティブてとては、今年

活動開始 3 年目を迎え、いよいよ特定非営

利活動法人（NPO 法人）として活動を継続

することを決め、埼玉県に認証申請を行い受

理されました。 

順調にいけば、7 月末ごろには、特定非営

利活動法人となります。 

私たちが、NPO の法人格を取得する決意

に至ったのは、活動の基盤を充実させ、さら

に地域で必要な事業所として事業展開を行

っていくためです。 

今まで、法人格の取得に動かなかったのは、

設立当初には、国会に法案提出されつつあっ

たワーカーズ法（共同労働法）に則った法人

格を取得する方向で検討していたからです。

残念ながら、政局が混迷している中で、法案

可決には時間がかかると判断しました。しか

しながら、今後運営を続けていくためには、

法人格は必要なので、NPO 法人の認証申請

を行うに至りました。 

今回の震災で、宮古の漁業組合では、被害

を免れた数少ない漁船を組合所有とし、水揚

げは組合員で分配し、利益で船を買い増し、

全員分の船を手に入れた時点で、個人に引き

渡すという仕組みを考えたそうです。一人で

は、できないことも、みんなで協働して復興

に取り組むことは、将来の希望につながりま

す。また、避難所では、皆が生活するために

たすけあいのグループが立ち上がっている

ということです。いずれも、ワーカーズ的な

発想があってこそのことです。 

雇うー雇われるという関係ではなく、働く

もの同士が出資し、経営し、働くという私た

ち「てとて」の仕組みである、ワーカーズが

見直される契機となれば…、と願わずにはい

られません。 

阪神大震災がボランティア元年ならば、今

回の震災がワーカーズ元年になるかもしれ

ません。 

大きな災害においても、一番必要なのは、

人の力だということを改めて感じます。「て

とて」も、地域で元気に活動するために、人

と人のつながり、人の力を大切にして今後も

活動を継続していきたいと考えています。 

皆様のご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願

いいたします。 

 

 

てとてが行う震災支援について 

 

 東北関東大震災共同支援ネットワーク

（http://kyoudounet.jugem.jp/）との連携 

物資集約、軽自動車の譲渡など 

 

ハ ート マーク ビュ ーイ ング に参 加

（http://heartmarkviewing.jp/） 

ハートマークのついてパッチワークの布

を作って避難所にかざります。 

いずれも詳細は、てとて事務局まで
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   家事支援、食担当 久下 美奈子     

 

現在 3 名の方の訪問カットを行っていま

す。 

美容の仕事から遠ざかって 23 年、家族の

カットや 86 歳になる母のカットは、やって

いたので、23 年ぶりにハサミを持つという

のではなかったが、やはり「私の技術でいい

のかな？」と言う思いがありました。しかし、

心を込めて笑顔で接したら、きっと喜んでも

らえるのではないかと信じて、仕事を引き受

けました。 

 

    

 カットをやりながら、会話の中に出てくる

のは、一人で暮らしていても、ご近所の親切、

声かけ、つながりがあって、今の家から離れ

たくないと話されます。安心と安全な暮らし

とは、頼れる人がすぐそばにいてくれるとい

うことが大事なのだと感じました。 

今、私の出来ることをやっていこうという

思いがふくらみます。 

そして、カットの後、「ありがとう」の言

葉をいただきながら、「どうぞ、又いつでも

手を差し出してください。その手をしっかり

受け止めて手助けをしていきたい‥‥」と思

います。 

 

 

 

 

てとてに毎日ご飯を食べにいらっしゃる

方があります。この方は進行性の難病を抱え、

生活保護を受給して生活されています。最初

はご飯だけの利用でしたが、今は、朝から夕

方までてとてで過ごしておいでです。 

ご利用になられたきっかけから、現在に至

るまでの様子を伺いまとめました。 

    

           

病名を言われたときはもう目の前が真っ

暗になってしまった。最初は、傷病手当金と

蓄えで生活していたが、手当てもなくなり、

何か他に公的な援助はないかと市役所を尋

ねた。熊谷の保健センターにも行った。東京

の保健センターにも電話した。主治医には障

害者手帳の申請書を書いて欲しいと頼んだ

が、断られた。 

 そうこうしているうちに 3 年半があっと

いう間に過ぎていった。 

 民生委員さんに相談し、何か福祉的なもの

で、自分が利用できるようなものはないだろ

うか？自分の中ではデイケアのようなもの

でいろいろな年齢の人が集まるようなとこ

ろをイメージしていた。 
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 ところが、紹介されたのはわ～くわっく北

本、話から察すると自分より年齢の高い人が

利用するところだと感じた。 

 自分の求めているようなところではない

ので、紹介はされたが利用はお断りしようと

出かけた。 

 入って目に付いたのは昼食が５００円！ 

 病気になり、3 度の食事は、2 食が外食、 

あとはパンやお弁当を買う。外食に行けば、 

1 回 1000 円はかかる、それが半分で済む、 

出費を抑えられる。それだけでも利用したい

と即加入を決意した。 

 最初は、ご飯を食べて、あまり話もせずに

帰るという利用だった。 

 5 ヶ月近くたって、あるときスタッフの会

話から、掃除をする手が足りないようだと感

じ、掃除（草むしりなど）を手伝うようにな

った。 

そして、少しずつ慣れてきたので、何かやる

ことはないかと聞いてみたところ「ちらし折

りがある」とチラシ折りの手伝いを始めた。   

 10 時にはわ～くわっく北本に来て、4 字

過ぎまで作業する。 

 仕事をしていた頃は 1 日平均 10 食、やめ

てからも 5 食は食べていたが、ここわ～く

わっく北本に居る時間は昼食と水を飲むく

らいで間食はしない。規則正しい生活、 

野菜中心の昼食、体重があっという間に１０

ｋｇ減った。体調もよく、体力もついた。 

 もう一生行かれないだろうと思っていた

九州のお墓参りにも昨年一人で電車に乗っ

ていくことができた。 

 ここへ来ると自分がやらなければならな

い仕事がある。自分が求められていることが

実感できる。 

 また、自分一人でできなかった、手帳の申

請や生活保護の手続きをここで手を貸して

もらって得ることができた。 

 行政への手続きは、煩雑だし自分は対象外

かなと思ってあきらめていた点もあったが、

利用できるものもあると知り、付き添っても

らうことで、自分ではいえないことを言って

もらい、少しずつサービスを受けることがで

きるようになったことは凄い。 

     

ある時、だめもとと思いながら、「週 2 回ぐ

らい夕飯も作ってもらえますか？」と聞いて

みた。「昼と同じだけど」と言われたが、毎

日作ってもらえることとなった。スーパーで

まともなご飯を買おうとするととても高く

かかる。とっても助かっている。 

 ここには自分と同じように定期的に集ま

る仲間がいる。特に話をするわけではないが、

顔をみることで、ホッとできるし、うれしい。

次のすみかをみつけて旅立った人が 2 人い

る。その後、新しい仲間が増えないのが、今

は寂しい。 

 

   

 震災直後、わ～くわっく北本は 1 週間お

休みをいただきました。てとての家事支援は

休まずに続けていたので、誰かしら事務所に

は人がいました。この利用者の方は一人で家

に居るのは怖いというので休業中も毎日い

らしていました。ここが彼の居場所になって

いることを私たちは痛感できました。 

 街の多くの人たちにとっての居場所にな

りたいとこれからも活動しょうと思います。 

 

          文責 大野 恭子 
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家庭の事情で、９ヶ月活動をお休みされてい

た児玉さんが 5 月 10 日から、てとてに戻っ

て見えました。 

その児玉とも子さんに質問しました。 

 

Ｑ１久しぶりのお仕事はどうでしたか？

 疲れましたが、無事終えることができまし

た。いろいろ忘れていることもあって、食事

担当のエプロンでなく、託児担当が使うエプ

ロンをつけて、食に入ってしまいました。



Ｑ２．てとては変わっていましたか？

 新しいスタッフが入っていたので、うれし

かったです。スタッフが増えれば、一人ひと

りの負担が減るし、より多くのことに挑戦し

ていかれるのでよかったです。



Ｑ３、今後の活動予定は？

 今は、月回しか入れませんが、少しずつ

回数を増やして、居場所作りにかかわりたい。

 

 

 児玉さん復帰おめでとうございます。 

 雇う－雇われるの雇用関係では、長期休暇

は解雇につながります。一方、ワーカーズは、

働くメンバーの事情を考慮し、様々な働き方

を認めています。 

 それは、ワーカーズという働き方の大きな

利点です。 

 

   

 

   

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       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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 特定非営利活動法人（NPO 法人）に移行することを前提に、会費と家事支援サービス

料の改定をさせていただきます。 

 従来は、正会員（働く会員）と、利用会員（サービスを利用する会員）に分けていま

したが、私たちは、会員同士の助け合いということを大事にしたいと考えています。そ

こで、働く会員とサービスを利用する会員を正会員と改訂させていただきます。そして、

年会費を 3000 円とし、年度始めに集金します。今年度は 6 月 15 日（水）までに納入く

ださい。 

 また、今年度より賛助会員を新たに設けて、私たちの活動をご支援して下さる方々を

募集させていただきます。よろしくお願いします。 

 また、サービス料は、30 分からのサービスが可能でしたが、サービス利用の最低時間

を 1 時間とし、その後 30 分毎にご利用料を計算することにさせていただきます。サービ

ス料は、1 時間平日（9：00～17：00）を￥1,200（1 時間以上 30 分毎に￥600）、土曜・

日曜・祝日（夏季休業日・年末年始休業日を含む）および、平日の時間外を 1 時間￥1,500

（1 時間以上 30 分毎に￥750）とさせていただきます。 

 ワーカーズコレクティブてとての事業基盤をさらに確固たるものにし、さらなる事業

発展をしていく所存です。 

まことに、恐縮ではございますが、よろしくご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

 

ワーカーズコレクティブてとて 

年会費・家事支援サービス料改定についてのお知らせ 
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◎ 編集後記 ◎ 

 ワーカーズコレクティブてとても

NPO としての活動を開始する運びとな

りました。地域福祉に貢献しつつも、

ワーカーズという働き方も広められた

ら‥‥ 

 そんな思いで活動しています。 

一人でも多くの人に私たちの仲間に

なっていただきたいと考えています。 

 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。 

   

 

    

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！ 


