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ワーカーズコレクティブてとての 

     これまでとこれから 

代表理事 仲谷まり 

 

物事には、３日、３か月、３年を一つの区

切りとすることがあります。ワーカーズコレ

クティブてとてもこの３月で設立後３年とな

り、一つの区切りを迎えます。 

思い起こせば、思いばかりが先行していた

３年前。みんなの居場所「わ～くわっく北本」

を毎日オープンさせるのに必死だった１年目。

手探りで、制度外の家事支援サービス提供を

始めた２年目。そして、３年目となった昨年

は、NPO（特定非営利活動法人）としての法

人格を取得しました。一寸先は闇のような船

出から、曲がりなりにも、３年間活動を継続

できたことに感慨深い思いを抱きます。 

 てとてのサービスのご利用者をはじめ、関

係先の皆様、そして何より一緒に働くメンバ

ーに、心より感謝の気持ちをお伝えしたいと

思います。 

１年前、未曾有の大災害が起こりました。

被災された方、まだ避難されている方には、

語るべき言葉もありません。災害はあまりに

大きなものでしたが、唯一の慰めは、日本に

住む人の心の暖かさに深い感動を感じること

ができたことにあります。「絆」や「たすけあ

い」という言葉があふれました。 

 

 

 

 

 

日本全体に広がった人々の思いというもの

は、きっかけとしては悲しいことですが、私

たちの３年間が間違っていなかったことを

教えてくれます。 

てとてをご利用いただく方にも、働くメン

バーにも、みんなの居場所「わ～くわっく北

本」をその名の通り、みんなの居場所として

いただいていることが、一番うれしく、今ま

でやってきた甲斐があったとしみじみ感じ

ています。 

てとては、今後も福祉有償運送や、障害を

抱えて生活されている方の就労支援の場な

ど、地域福祉に貢献できる事業展開を考えて

います。その上で、私たちの事業は、居場所

に始まり、居場所に戻るのだということを忘

れずに、今後も地域で元気に活動していきま

す。 

今後ともよろしくお願いいたします。 
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“ほっとカフェ”コーナーを始めて 

2 年が経ちました。 

担当 松本 由里子 

「心のもやもやをお話ししてみませんか？」 

何かしら、日々のもんもんと過ごしているような方に気軽に、そしてまじめに話を聞いても

らえる場所を作りたいという思いで、“ほっとカフェ”コーナーを始めて 2 月で丸 2 年が経

ちました。家族や友人ではない人に聞いてもらうからこそ、話せることもあると思います。

今までのところ、申し込みが次々あるというわけではありませんが、定期的にご利用いただ

いている方がお一人みえます。今では、日々の暮らしの中で、何かちょっと心にひっかかる

ことがあっても「“ほっとカフェ”で話せば少し気が楽になるかな…と思うようになった」と

言っていただき、この場所がそうなりたいという“ほっと”するような場所になっているよ

うで大変うれしく思います。また、その方は今では、他のスタッフとも顔なじみとなり、ラ

ンチや手作り品などもご利用いただいています。このような形で、この場所からサロンが広

まり、また、サロの交流からこのような場所が広がるといいなと思っています。（※この文面

は、ほっとカフェに定期的に来て頂いている方に読んでいただき、『てとて通信』への掲載の

了承を得ております） 

あなたの「て」に… 

上田 真理子 

何気なく立ち寄ったこのサロンで素敵な笑顔に出会ったのは、去年の１月のことでした。 

彼女は、笑顔でこう言いました。「ここで働きませんか？」と。当時私は失業中。不本意

な退職だったため、「捨てる神あれば、拾う神あり」だはと感慨深い思いでした。 

また、人生設計の中で６０才代は社会への恩返しの時と考えていた私にとっては、タイム

リーな出会いでもありました。 

人の一生のシナリオは誕生の瞬間に決まっているとか。 

これが私の決められたシナリオなのかどうかは定かではありません。 

しかし、何かに遮られて滞っていた流れが少しずつ動き出したような気がしてなりません。 

淀んでいた流れの中で拾った石が今、両手にいっぱいあります。その石が「てとて」の穏

やかな流れの中で、円く柔らかくなっていく気配を感じています。 

退職の時、運の無さを嘆く私に、友は言いました。「友達運はあるでしょう！」と。そう

だ。足りないことを数えるのはやめよう。今あるものに感謝し、足りない人には少しでもお

すそ分けしていこう。 

70才代は人生の仕舞い仕度の時、と思っています。それまでここでお手伝いさせて下さい。 

私のこの手が誰かの「て」となれること願い、流れに身を任せ河口を目指したいと思いま

す。 

母なる海に無事たどり着けることを祈りながら… 
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ありがとうがいっぱい 

吉野 厚子 

♪ひとり ひとりの力は小さいけど 

みんなで 寄せ合えば 大きな力にな

るさ…♪ 

本当にそうだなぁと感じた一年でした。 

サロンの仕事で、初めてお会いした方と

何を話せばいいのかな？この居場所をき

ちんと説明できるかな？不安は尽きず、ド

キドキしながら過ごす日もあります。 

そうした中で、利用者さんが大切にされ

ている写真やご自身の作品を持って来て

見せてくださったり、「いつも、ありがと

う！」と声をかけていただいたりすると本

当に嬉しくなります。 

日常生活において、私たちはつい「すみ

ません」と言いがちですが、てとてのスタ

ッフは、「ありがとう」という言葉を多く

使います。 

温かい言葉や気持ちが溢れているから

こそ、心地よい場所になっていると感じま

す。 

まだ、未熟な私ですが、利用者さん・ス

タッフに支えられ、励まされ大きな力の一

部になりたいと思います。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～人の話を聴くということ～ 

松本 由里子 

「‘人の話に耳を傾ける’ということが

そんなに難しいこととは思わなかった。」 

カウンセリングや傾聴を学ぶ中で、私も、

そして一緒に学ぶ仲間の多くが、このよう

な思いを抱きました。 

「人は基本的に自分の話を聴いてもら

いたいもの」…北本市のキタガクでのお話

（スピーチ）講座の先生の言葉です。 

確かに友人との楽しい会話の中で、ひた

すら相手の話ばかり聞くことはありませ

んよね。自分の話も聞いてもらい、そして

相手の確かな手ごたえが欲しいものです。

聞いてもらっても、ただ、‘うんうん、そ

うね’ばかりでは物足りないはず。そのあ

たりは、お互い暗黙の了解でうまく会話が

はずんでいるのではないでしょうか…で

ないと今ではちょっと古びた言い方、KY

（空気読めない）なんて言われかねません。 

そこで１つ覚えておくといい応答の仕

方をお教えします。 

 

【あいづち】【うなずき】【オウム返し】

【要約】…１つだけではなかったですね。 

これは、カウンセリングや傾聴を学んだ

人は必ず教えられる、話を聴く基本的な姿

勢です。 

あいづち、うなずきについては、皆さん

普段からやっていることです。「うん、そ

うねえ」「えーそうだったの？」「そうなん

ですか？」「なるほど」などと、表情豊か

に感情をこめて自然に行っていると思い

ます。 

そこで、肝心なのは【オウム返し】です。

これは、相手の言葉じりを繰り返して相手

に返すことです。つまり… 

「今日大変なことがあって…」と言われ
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たら、「今日大変なことがあったの？」 

「今日○○ちゃんとね、学校で○○して、

楽しかったよ」→「○○して楽しかったん

だ？」 

「なんだか疲れちゃって、何もやりたく

ない」→「なんだか疲れて、何もやりたく

ないんだね」 

「○○で調子がよくないんだ」→「○○

で調子よくないの？」 

といった具合にあまり言葉を言い換え

ずにそのまま返してあげるのです。 

このように聞くと、わざとらしく思われ

るかもしれませんが、自分の言った言葉を

返された方は≪ああ、自分の言ってること

を聞いてくれたんだ≫という思いになり

ます。 

★では、ここで問題です。電車の中で、

具合の悪そうな方がいました。 

「どうかされましたか？」「だいじょう

ぶですか？」とあなたは声をかけました。

すると相手の方は、「おなかが痛いんで

す。」苦しそうに答えました。この後、あ

なたはどのように声をかけますか？（※答

えは最後に書きます） 

そして、‘待つ’ことも大切です。相手

の言葉を繰り返した後、何か話したそうな

のを、じっと待つ。ここで相手からあれこ

れと質問されては、本当に言いたいことが

言えないかもしれません。また、その時、

待っても何も続かないかもしれません。で

も、その時ではなく、また別の機会に話し

だすことがあるかもしれません。それは、

相手が自分の言葉（気持ち、こころ）を聞

いてくれる姿勢があるんだということを、

受け止めたからです。それが態度に表れる

には時間がかかることもあります。 

私は、自分が子どもの頃は、話すことが

苦手でした。話したいことがあっても、な

かなか口に出せないのです。色々な理由が

あって、ある行動になりますが、聞かれて

もすぐには口で説明ができないのです。そ

の頃のことを思い出すと、じっと待ってく

れる友達や大人たちはとても大切な人で

あったと思います。 

ということで、ぜひオウム返し、繰り返

しの言葉を実行してみて下さい。子どもか

ら高齢者まで、あらゆる場面で使えると思

います。もちろん機械的でなく、心をこめ

てということが基本です。そして、待つこ

とも。人には何もないように見える時間が

必要なときもあります。そう思いません

か？ 

 

★問題の答え：「おなかが痛いんです」

という方には、やはりオウム返しで「おな

かが痛いんですか？」です。簡単ですよ

ね！！でも単純なようでいて、意外とすん

なり出てこなかったりするんです。 
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この１年を振り返り 

・・・会計担当としての思い          

副代表理事・会計担当  土屋比呂美 

 
てとてが誕生してまもなく 3 年が経過

します。設立当初から会計として関わって

きて、最近思うことは、てとての思いと、

利用者の方々との思いが繋がり始めたな

という手ごたえを感じようになってきた

ということです。利用者の方が、日ごろ感

じている暮らしの中の不便さや物足りな

さを何とかしたいという思いが、てとてに

届いてきたなと実感しています。 

また、てとての事業に関心を持って下さ

る方や支援して下さる方が増えてきたこ

とです。すでにご支援頂いている会計の田

村さんをはじめ、チラシやホームページを

見てスタッフになろうと思った方、みんな

の居場所わ～くわっく北本に行ってみよ

うと思い勇気を出してドアを開いてくれ

た方が少しずつですが、確実に増えてきた

と感じます。とくに、3.11 東日本大震災

に際してののてとての復興支援活動に多

くの方々の寄付やご支援をいただき、感謝

しています。 

さらには、昨年 7月に、NPO法人格を

取得したことが、てとての活動に広がりを

もたらし、てとての成長につながってきて

いると思います。 

事業収支の面では、やはり厳しい状況で

す。が、てとての事業目的である安心して

自分らしく暮らせる地域づくりは、事業ス

タッフとしての私たち自身にとっても自

分らしくいられる空間であり、やりがいを

感じられることは間違いありません。また、

3 年前に比べて事業が確実に広がり、今、

てとての目指す地域が誕生する土台が出

来上がりつつあると思います。これからは、

この土台にどのような形の地域福祉が作

り上げられるか、それは、てとてと地域の

方々が共に繋がり試行錯誤し支えあい、創

りあげていけることを確信しています。 

最後になりましたが、私たちの活動は地

域つくりの思いに賛同していただき支え

てくださる方を募集しています。会員とな

ってくださる方や寄付を常時受け付けて

おります。皆様のご支援を宜しくお願いい

たします。 

 

手作り品の棚 

副代表理事 大野 恭子 

わ～くわっく北本には、２つの大きな棚

があります。ここには、スタッフの手作り

品や地域の方々に棚を貸し物品販売や活

動のご紹介をしています。 

ここで手にしたチラシで未知の場所に

出かけられたり、行事に参加していただい

たりして、ただの棚ですが、情報交換を引

き受ける場所にもなっています。 

手作り品は、利用されている方からこん

な形の袋がほしい、このバッグに入るポケ

ットのついた袋を作ってほしい、また他の

店で見た洋服と似たような形で作ってと

言った要望に対応し喜ばれています。 

また、自分でも作ってみたいという声も

あり、そこからニットカフェや手作りカフ

ェ、手織り、布ぞうりなどの教室も生まれ

ています。 

 棚を借りるところから、ここを知ってい

ただき、生活クラブに加入されたり、スタ

ッフとなっていただいたりもしています。 

ただの棚ですが、そこを通して、少しず

つ人の輪が広がっていくのを感じていま

す。もっともっと人の輪が広がるように活

用してもらいたいです。
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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、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。 

   

    

特定非営利活動法人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！ 

 


