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NPO 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 

電話 080-3914-4146 

 

                    

福祉有償運送を始めました 

代表理事 仲谷 まり 

 

今までワーカーズコレクティブてとての

事業は、計画的に事業運営がなされてきた、

というよりは、飛び込んできたことやニー

ズに応えることによっていろいろ変化し、

成長してきたといえます。平たく言えば、

飛び込んできたことに対応して気づいたら、

今のかたちになったというわけです。 

 計画をたててそれを遂行する力が弱いの

ではないかと反省することが多かったので

すが、先日読んだ本の中に、私たちのやり

方でもいいのではないかと思うヒントがあ

りました。 

 「子育てが終わらない（30 歳成人時代の

家族論）」（小島貴子・齋藤環著）というそ

の本は、ひきこもりの若者を取り巻く家庭

環境などに多くの示唆を与える本です。そ

の中に、 

 「いま起きた偶発的な出来事をいかに自

分でうまく取り入れていくかが重要であり、

その偶発は自分に起きた出来事なのだから

ポジティブの捉えるべき、そこには 5 つの

重要な要素であり、それは、『好奇心』『持

続性』『柔軟性』『楽観性』『冒険心』」とし

ています。 

 本の内容とは別に、私たちの事業運営に

も通じる要素ではないか、と感じました。

様々な地域の課題に敏感に反応できるある

種の好奇心を持ち、社会的責任が生じる事

業を始めたからにはやめない覚悟を持って

います。事業を持続させることに努力しな

がらも、決めたことでも必要であれば変更

する勇気を持ち、事業運営そのものを楽し

みながら、ある時には、思い切って取り組

んでいく、ということです。そして、ピン

チと思った時にも、それを私たちの事業の

発展のためには、そのピンチがよいきっか

けとなることなのかもしれないと考えるこ

となのだと理解しました。 

 私たちワーカーズでは、5つの重要な要素

を背景に、メンバーで合意しながら事業運

営について決めていくという手続きを常に

必要とします。話し合いの時間は膨大です

が、皆で考え、話し合い、決定し、皆で実

現するという段階を経て、ようやく事業が

前に進みます。 

 今年の 8 月末に国土交通省関東運輸局に

登録した「福祉有償運送」の事業も同様の

手順を経て、ワーカーズコレクティブてと

ての事業として開始することが決定されま

した。私たちの思いを実現させた新事業で

す。 

気軽に外出するための手段として、「福祉

有償運送」（ケア付き外出支援サービス）を

ご利用いただきたいと考えています。 

またご利用いただき、ご意見やご希望が

ありましたら、いつでもお気軽にてとてま

でご連絡ください。私たちは、ご利用者の

ご希望に沿ったかたちでサービス提供をし

ていきたいと考えています。 

 

 

「福祉有償運送」の事業の内容については、パン

フレットをご覧ください。  
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3 年を振り返って、そしてこれから       

理事 相田 八重子 

 

てとての仲間になって 3 年になります。 

3 年前は老後はどこか田舎でのんびり暮

らすのもいいな～なんて思っていました。 

てとてのメンバーとして地域にかかわっ

ていくうちに、この地域での老後を考え始

めました。その場合どんな暮らしが可能な

のか知りたくなりました。 

4 月菜の花祭りでヘルパー２級の講座が

北本で開催されることを知り、さっそく受

講しました。受講では、この地域で、いろ

いろな施設、制度、団体があることがわか

りました。 

ワーカーズとして居場所事業では、赤ち

ゃんから92歳と幅広い年齢層の方々と触れ

合う機会を得ました。また、生活さぽーと

をしてさまざまな地域のニーズを肌で感じ

ました。 

そんな働きを通して明るい未来が少しず

つ見え、てとてがその一部を担っていると

思いました。 

住み慣れた場所で、年を重ね、少し不便

になっても、人の手を借り生活できる、そ

んな街にしたいです。 

10 年後、20 年後に期待し日々元気に楽し

く過ごしています。 

 

    

研修の必要性を実感 

理事 石田 美重 

 

食のスタッフとして、一人でキッチンに

立つようになって、丸 2 年が経ちました。 

食のスタッフは、長い間 3 人でシフトを

組む状態が続いていましたが、今年度に入

ってようやく 4 人になり、少しですが研修

のできる余裕ができました。 

その第一弾が、食のワーカーズの見学で

す。7 月に新横浜にある『レストラン We』

を２グループに分かれて見学してきました。 

訪問前、ビジネスマンを中心にランチタ

イムには70人前後の利用客があるレストラ

ンと聞き、さぞかし立地条件に恵まれてい

るのだろうと思っていましたが、実際は人

通りの少ない裏通りにありました。 

メニューは、日替わりランチをメインに

定食やカレー等の固定のメニューもあり、

客層を考えてボリュームもありました。 

仕事が一段落ついたところで代表の方に

これまでの経緯などを伺いましたが、現状

に至るまでには、10 年近くかかったようで

す。今も積極的な宣伝活動はしていないそ

うで、「家庭的な味と野菜を多く取り入れた

メニューを好む人の支持を得て、口コミで

リピーターを増やすことができたのでしょ

う」とおっしゃっていました。 

『レストラン』と『居場所』形態は異な

りますが、食事作りへ真摯な姿勢やメニュ

ー等参考になる点がいくつもありました。

と同時に『レストラン We』は、一人のスタ

ッフに負担がかかりすぎている現状を知り、

ワーカーズの継続を考えると、早い段階で

の役割分担が必要と感じました。 

他のワーカーズを見学することで、自分

たちの問題点も見えてきました。今後も定

期的な研修ができると、より良いてとてに

なると思います。 
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水族館に行ってきました 

さぽーと担当 大野 恭子 

 

 わ～くわっく北本を週 3 回ご利用の車

いすの Y さんを「夏休みどこかに行きまし

ょう」と誘いました。 

Y さんは博物館や美術館などの載ってい

るガイドブックを購入され、「いろいろある

んだネェ」とながめていらっしゃいました。 

Y さんが「魚が泳いでいるところを見た

ことがない」とおっしゃったとき聞き、行

先は水族館となりました。 

都内には、いくつも水族館がありますが、

近くて昨年リニュアルしたサンシャイン水

族館に行くことにしました。 

スタッフの T さんは下見に行ってくれま

した。 

また、お掃除等のボランティアに入って

下さっている K さんも誘いました。 

Y さん、K さん、スタッフ 3 名の総勢 5

名で池袋に行きました。 

Y さんは、東京に行くのは初めて、池袋

ではこんなに人がいるのを見るのも初めて

と「初めて」を連発されていました。その

ような貴重な体験の場に一緒に参加できた

ことうれしく感じました。 

その「初めて」のあらしの中にあっても Y

さんはいつもと変わらず興味津々さまざま

なものをながめでいらっしゃいました。 

夏休みということもあって、水族館は大

変混んでいましたが、Y さんのおかげで長

蛇の列も並ばず優先的にエレベーターに乗

せてもらえましたし、餌付けショーやアシ

カショーも特等席で見ることができました。 

スタッフも自分が幼いころや子供が小さ

いときには水族館にも行きましたが、今は

行く機会もなく久々の水族館でした。 

魚の展示の方法も説明もわかりやすくし

てありました。Y さんはひとつひとつ丁寧

に見ていらっしゃいました。 

 

K さんはアシカショーのアシカがよく訓

練されていて楽しかったと話されていまし

た。 

多くの魚を見ているとあの生きのよいの

を刺身にしたらあれを焼いたら、煮つけに

したら、おいしいだろうと料理ばかりが浮

かぶようになり、昼食はお魚が食べたくな

りました。 

そこで、お寿司屋さんに行きにぎりをい

ただきました。 

本屋さんで Y さんは魚図鑑を購入されま

した。 

魚を見て、魚を食べて魚の本も買って魚

づくしの一日だったと帰りの電車で話しま

した。 

いつもは、電動車いすで一人で行動され

ている Y さんですが、池袋の人混みや駅は

電動で動くのは危険なのですべて手押しで

動きました。その全行程を K さんが一人で

押してくださいました。K さんはわ～くわ

っく北本にいらしても午前中でお帰りにな

るのでこんなに体力があるとは思いもしま

せんでした。私たちの知らない K さんの姿

を見られた日でもありました。 

Y さんがてとてと出会いさまざまな体験

をされていると同時に関わる我々も Y さん

以上に多くの経験を積み人間性を豊かにさ

せていただいています。 

他のスタッフもお出かけボランティア希

望しています。また、どこかに行きましょ

う。
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今思うに。日記 7 月 23 日より 

福祉有償運送サービス担当 

田中 治 

  

定年退職して早くも 3 年が経過しまし

た。何か地域に携わりたい、何か貢献した

い。現役時代は退職したら、あれをやろう

これをやろうと頭の中には一杯あったの

に、いざ退職してみると暇なこと、暇なこ

と毎日が日曜日！！ 

最近老人会、自治会と顔を出せるところ

はどこでも出ていこうと決めて参加して

います。そんな折知人からこの“てとて”

の存在を紹介され、すぐに飛び込みました。

でも聞くこと、諸先輩方が話されることが

何もかも初陣でした。 

運転者講習だけは、元来車は若い時から

興味がありましたから、座学講習と実際の

車の運転講習抵抗はありませんでした。 

 日本は、世界に類を見ない高齢社会、福

祉問題は必要不可欠の分野、国政も市政も

まだまだ手の届かない部分は多かろうと

思います。“NPO 法人てとて”のアイデン

ティティーを世間に知らしめたくて、僅か

であるが一端を担うことが出来れば、我々

としても心も充実した毎日を生き抜くこ

とが出来そうです。 

 この 7 月に福祉有償運送の登録認可も

いただきました。今まで以上に地域に貢献

できるようスタッフ一同努力する所存で

ございます。 

 また同時に、サロンも順調なようです。

定期的に利用されている方や誰かの紹介

で何気なく立ち寄られる方、食事をして美

味しいコーヒーを飲んで話して、“てとて”

に心の置き所をとそんな交流の場所であ

りたいと願っています。 

 昨年 3 月 11 日の東日本大震災では数々

の教訓を我々に残してくれました。地域の

大切なもの“絆”今でも震災で身元の分か

らない行方不明者がいます。早く何とか家

族のもとに帰してあげたいものです。 

 この通信を何らかの形で読まれた方、是

非一考を投じてはいかがですか？ 

 まだまだ未熟者の我々ですが、集積頭脳

で対応しつつ次世代につなげる何かを見

つけることが出来ればと日々思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００９年３月にスタートして、

てとての今 

会計・副代表 土屋比呂美 

早いもので、てとてがスタートして３年半

がたちました。てとては、年齢性別等に拘ら

ず誰もが、安心して、自分らしく暮らせる地

域づくり町づくりを目指して誕生しました。

そして『生活さぽーと』と『みんなの居場所』

の２つの事業を、新しいスタッフを受け入れ

ながら、約 20 名がワーカーズコレクティブ

の会員として、事業の運営者で且つ働き手と

して力を出し合って事業展開しています。 

『生活サポート』は、約 10 名のスタッフ

で運営しています。スタッフ 1 人 1 人が、利

用者の方の安心でご自分らしい暮らし方の

お手伝いとして、利用者さんのお宅に伺い、

お掃除や、料理作りや、お買い物や、通院に
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とさぽーとさせて頂いています。制度外の生

活支援であることで、利用者の方のお気持ち

にできるだけ寄り添うことを大切にしてい

ます。また、『みんなの居場所』は約 18名の

スタッフで運営しています。居場所のメイン

であるランチ喫茶は日替わりメニューで、で

きるだけ安全な食材を使ってヘルシ―なラ

ンチを週 5 日休むことなく提供し、地域の方

に喜ばれています。教室や講習会も定期的に

開催しています。これらは、地域の方々によ

り良い暮らしの情報・ものを提供をすると共

に、てとての事業を 1 人でも多くの方に知っ

て頂く目的があります。そして、地域作りの

仲間としてともに協力しあい、また、てとて

の事業を利用して、安心な暮らし作りに役立

ててもらいたいと思うのです。 

現在、てとての事業は約 20 名のスタッフ

が１カ月約７００時間で運営しています。て

とてがスタートした３年半前は、『みんなの

居場所』運営が中心だったので思いも及ばな

い時間になりました。それまでは平凡な働く

主婦だった女性たちが、いろいろな支援を得

てワーカーズコレクティブの一員となり、経

営主体になったのですから、その努力という

か思いは相当なものです。てとての誕生を地

域の方に知っていただくことが主な目標で

した。そして、スタッフ 1人 1 人が力を出し

合い、少しずつてとての思いを地域の方に知

っていただくこととなり、2 年目から生活さ

ぽーとで地域に飛び出し、今日に至りました。

スタッフごとに、事業にかかわる時間は違い

ますが、思いは同じです。 

これからも、てとては変わり続けます。間

もなく、『福祉有償運送事業』がスタートし

ます。メイン事業になることは間違いないで

しょう。てとての目指す地域つくりまちつく

りは確実に広がっています。これからも、ス

タッフ一同、頑張りたいと気持ちを新たにす

る今日この頃です。 

最後に、ワーカーズコレクティブてとては、

会員のご入とご寄附は、常時受け付けており

ます。皆様協力ご支援を、宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーマーケットに参加して 

  上田・土屋 

北本市みどりの基金に協力する会主催の

みどり祭りのフリーマーケットは 9 月 9 日

（日）解脱の森にて開催されました。フリマ

ということで、安い古着や、雑貨などの提供

品を、格安で販売しました。スタートは 10

時からでしたが、9時に開店の準備をし始め

たら、人が集まり大忙し。周りのお店と比べ

るとか価格が低い分、人が集まりいろいろ売

れました。とことん値切られる方もいて、対

応に四苦八苦。が、皆さん喜んで買ってくだ

さり、てとてのパンフやわ～くわっくのお知

らせをお渡しできたのと、主催者のマイクで

のインタビューに答え、事業の PR ができて

よかったです。 

会場は、森の中で思いのほか涼しくて、ま

た、わ～くわっく北本のご利用者の Y さんに

来ていただき、これまたうれしかったです。 
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◎ 編集後記 ◎ 

 ワーカーズコレクティブてとては、少しづつ地域に知

られるようになってきましたが、まだまだワーカーズで

働くメンバーが足りません。 

 働くのはちょっとという方、サロンでご利用者とお話

しするボランティアから始めてみませんか？ 

 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！ 


