と が り のぶひろ

戸苅 伸宏 さん

元八王子町にある「結の会」で働く戸苅伸宏さん。
一生懸命な仕事ぶりが職員の方たちにも評判です。
戸苅さんの仕事は、次々に届く生協のチラシ広告
を、毎週水曜日に機械で丁合して7,100セット作り、木
曜日に納品するまでを管理するというもの。チラシ
の並べ方を指示したり、丁合されたチラシに間違い
がないかチェックしたりすることも大事な仕事です。
売上の計算もきちんとしていますから、どうしたら効
率良く仕事を進められるかということも熱心に考えています。
戸苅さんは、家ではお父さんとふたり暮らし。いつもヘル
パーさんが家事を手伝いに来てくださるそうです。毎日、新
聞に目を通して、朝はラジオを聴き、テレビで国会中継を見
ることもあります。今、関心があるのは「ＴＰＰ」問題です。
↑ 戸 苅 さ ん の 仕 事 の ノ ー ト。 「丁合の仕事は楽しい」と話す
きっちり管理しています。
戸苅さん。この仕事は「結の会」
の中の「サマキ」というグループで受け持っています。
「サ
マキ」とはクメール語で “ 協力・共働 ” という意味です。
仲間と仕事を手分けして力を合わせたり、配送のドライ
バーさんと言葉を交わしたりと、和気あいあいと過ごし
ています。
また、３年前に仕事場が改装され、とても快適になっ
たそうです。
真面目で一生懸命な戸苅さん。時々、木曜日の納品に
同行して帰りに生協の自動販売機でほうじ茶を買って飲
むことも楽しみなんだそうです。

さ か え ） シミズパーク24

毎年 5月と10月に「八王子古本まつり」と

どに寄付するのですが、このブースに寄ら

いうおまつりを行っています。古書の販売、

れた方が、本を選びながら、本のこと、置

地元団体や地元企業の展示即売などです。

いてある本が出た時のこと、本にまつわる

古本まつりは今回で第10回を迎えますが、

昔の楽しい出来事など、自分でも忘れてい

この中の「ゆるゆるテント（福祉団体による手

たであろうヒトコマをポロリとお話してく

づくり品）」
「はちたま探検（八王子・多摩に関す

れます。いつもは「きゅっ」と硬くなった

る書籍）」
は他の古本市にはない目玉企画と

心を、ちょっとほぐしてくれるお話はじん

して好評を得ています。物を売るだけでは

わりと心にしみ込みます。

なくふだんは立ち止まることのないユーロ

街はお買い物やお食事、用事をすませにく

ードで、「ゆっくり腰を落ち着けてみたらど

るところですが、他の人とふれあう場でも

んな感じか」を多くの方に体験していただ

あります。たとえ言葉を交わさなくても、

きたいと思い始めました。

他の人と場を共有することは生きていくう

ユーロードなどの商店街はお客としていく

えで大切なことです。私はこういう場が「ま

ことはあっても、そこでお店（小さなブー

ちなか」にあるとちょっとうれしいです。

スでも）を開くことはなかなか難しいです。

なんとなく「ここにいていいのだな・・」

でも、ここで座っているとちょっとおもし

と思えるから。こういう場を作ることは、

ろいのです。
「視点の変化」とでもいいます

「人が生きていくため」にも「まちが生きて

か、いつもの見慣れた街の風景が違ったも

いくため」にも必要だと思います。だれも

のに見えるのです。

が、なんとなく、ゆるゆる、ほんわか過ご

「ここからは駅ビルがこんな風に見えるの

←仕事仲間とパチリ

八王子古本まつりでは、そんな風に出会い

っけ？」自分がふだん感じている街とは違

や楽しみを作っていきたいです。これはひ

った街の一面が見えてきて、感心したり、

とりではできません。みんなで作っていき

驚いたりします。

ましょう。ご参加をお待ちしております。

そしてもうひとつ。ブースでお店番をして

春は 5 月 2 日（金）〜 5 月 6 日（火）です。ぜひ、

いると、ふだんは話さない方とお話をする

遊びに来てください。

機会ができます。古本まつりでは「商店街

八王子古本まつり

の古本露天」というチャリティ販売会を行

2014 年 5 月 2 日（金）〜6 日（火）10:00〜19:00
八王子駅北口 西放射線ユーロード
問い合わせ／八王子古本まつり実行委員会
042-684-9119（古書げんせん舘）

販売し、売り上げ全額を社会福祉協議会な

↑イラストを描いているのは「結の会」で
作った和紙です。絵の具を塗り、乾いて
は色を塗ることを繰り返します。

せるようになるといいですね。

か・・」
「街を歩く人って、こんな人たちだ

っています。皆様にご提供いただいた本を

↑今、持ち歩いている本
「平家物語」
歴史が好きです。

＜シミズパーク24＞は、 八王子駅北口近くの大きな立体駐車場です。たくさんの商業施
設と提携しています。清水さんは、福祉関係や商業関係などのさまざまな方々とのつなぎ
役として、みんなが愉しめるイベントを企画し、街を活性化しています。

協賛広告
八王子のひと・モノ・こころをつなぐ情報誌

八王子散田店

2014. 4

営業時間 10:00〜19:00
〒193-0832

八王子市散田町 5-17-2

fax. 042-664-2237

http://www.merci.co.jp
インフォメーション

2014 放課後デイサービスわくわく

利用者募集 !!

「見つけよう♪ ここで♪ 未来の自分♪」
2013 年 4 月より、軽度の知的障がいのある方や発達障
がいのある方への余暇・学習サービスを行っております。
小学４年生〜高校３年生までのお子さん達の、遊び場・仲
間作りの場・学習の場として、放課後や祝日に活動を実施しており
ます。調理・運動・創作・パソコン・DVD 鑑賞や、長期休みのイベント等（外出活動有）、
一人一人のお子さんが楽しく過ごせるような配慮を心がけ、個別支援とグループ支援
のバランスを考えた活動にしております。
利用者さん大募集です。ご見学等、随時受け
かてかて
ショップ 至市役所
付けております。お気軽にお問い合せください。
千人保育園

活動日
20

国道20号（甲州街道）

ローソン

ガスト
ファミリー
マート
←高尾

北口
西八王子駅

月〜金（14:00 〜 18:00）
祝日・春・夏・冬休み（10:30 〜 17:00）

千人町
セブン
イレブン
八王子→

JR中央線

施設所在地 〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-6-5
プライムコート千人町１階
送迎
※JR 西八王子駅より徒歩５分
応相談
TEL 042-697-4387

発行日／ 2014 年 3 月 24 日

八王子ワークセンターは
障害のある人たちの地域生活を
ワーク（働く）の視点から
支援しています。

絵：小川 知樹

※西東京バス 日吉町バス停より徒歩８分

お問い合せ

発

行／特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

ワークポートかてかて

〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-7-5
TEL 042-669-0340 FAX 042-669-0341

E-mail katekate@8workc.jp
ホームページ http://8workc.jp/

ご自由に
お持ち
ください
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tel. 042-665-5112

山梨中央
銀行

八王子の歴史

仕事に一生懸命に取り組み
いろいろなことに興味を持ちます

清水 栄（ し み ず

大全集

連載エッセイ vol. 6

植物図鑑

「まちの楽しみ方（イベント編）」

【かてかて】
八王子周辺の方言で、まぜごはんを “ かてめし ” とも言います。
そこから「まぜまぜ」の意味でつくった造語です。
障害のある人もない人も、まぜまぜの社会をあらわしています。

レターセット

( 封筒２枚 便箋５枚）
100 円［Sora］

新しい生活、春のきもち
手書きの文字でつたえよう！
かてかてのお便り

メールや、スマホで LINE など、メッセージが瞬時に届く時代ですが、

型染一筆箋 (10 枚入）
300 円［結の会］

左から「アカゲラ」「まんどりる」「カエルの正面アマガエル」
「黒牛とフラミンゴと 四葉のクローバー」
阿山隆之 ポストカード 各150 円［木馬工房］

たまにはゆっくりペンをとって、近況やきもちを伝えませんか。

味のある手すき紙です。

ぽち袋セット

かてかての、たのしいレターセットやポストカードをご紹介します。

←↓ポストカード
各150 円［Sora］

( ぽち袋４枚 便箋４枚）
100 円［Sora］

左から「パプリカ」「自転車」「ハタハタ」
ポストカード 喜友名正太 各150 円［みんなのひろば］
封筒 (２枚入）各140 円［うらら八日町工房］

←ポストカード
150 円［Sora］

一筆箋セット

( 封筒３枚 便箋６枚）100 円［Sora］

↑「シマウマ」喜友名正貴
150 円［みんなのひろば］

Takahiro Ishizuka
ポストカード 150 円［結の会］

Mayumi Murakami
ポストカード 150 円［結の会］

主な販売店（取扱い商品はそれぞれ異なります）
さんどカード 封筒付
各500 円［八王子生活館］
手すき紙にことばを切り抜き、
あいだに織り布をはさんで縫い合わせた
” さんど ” カードです。封筒付

さんどカード 封筒付
大／ 15×21cm 1,500 円
ハガキサイズ 500 円

手すき和紙 ( ハガキ５枚）
250 円［結の会］

［八王子生活館］

商品に関するお問い合わせ先 Sora：八王子市戸吹町 557 tel. 042.-689-6236 結の会：八王子市元八
王子町 2-1211 tel. 042-667-0039 うらら八日町工房：八王子市上野町 16-3 tel. 042-627-6780 木馬工房：
八王子市元本郷町 3-17-13 tel. 042-624-3340 八王子生活館：八王子市南町 5-13 八王子ローヤルマンショ
ン 1 階 tel. 042-624-8417 みんなのひろば：八王子市千人町 1-6-2 杉本マンション 1Ｆtel. 042-662-5808

はたらく
現場
②

売 店 はっち

市役所
入口

八王子市役所本庁舎 地下 1 階
［〒192-0073 東京都八王子市元本郷町 3-24-1］
営業時間／ 8:15〜17:40
定休日／土・日・祝・年末年始

道

20

「売店はっち」は八王子市役所 本庁舎地下 1 階にあります。

４月９日（水）11：00〜16：30

※都合により変更になる場合もあります。

TEL 042-669-0340（八王子ワークセンター・ワークポートかてかて）

追分町

20

多摩森林科学園

全国各地のサクラが 1300 本！
つぎつぎ花開くサクラ保存林・樹木園

駅

子

王

八

西

次の出店予定

本郷
横町

陣馬街

千人町

お菓子やパン、文具、日用雑貨のほか、フェアトレードの

八王子市役所
本庁舎地下 1 階

〒

「ＪＲ八王子駅 コンコースに、月に 1 回 出店します。
」

秋川街道

八王子
市役所

道の駅八王子滝山 八王子市滝山町 1-592-2 TEL 042-691-8083
営 9：00〜21：00 休 年中無休
市役所売店はっち 八王子市元本郷町 3-24-1 本庁舎地下 1 階 TEL 042-626-3111（代）
営 8：15〜17：40 休 土・日・祝
かてかてショップ千人町 八王子市千人町 2-7-5 TEL 042-669-0340
営 10：00〜15：30 休 土・日・祝

小物、福祉作業所で作られた木工品、布製品、パン、石け
んなどを販売している、社会貢献ができるコンビニです。
ここでは 23名の障がい者の方が交代で働いています。お
多摩森林科学園は、大正 10 年 2 月、宮内省帝室林野管理局林業試験場として発足しました。

もな仕事は、商品の補充、床掃除、自動販売機の商品補充

現在は、森林・林業・木材産業に関する我が国の中核機関である独立行政法人森林総合研究所の

や空き容器の回収、レジ、接客などです。

支所の一つとして、都市近郊林が有する多面的機能を発揮させるための管理・利用技術の開発や、

「みなさん仕事に対する意識が高いんで

動植物の多様性保全、サクラの系統保存と利用に関する研究などを行っています。

すよ。人と接することで、たくましくな

また、森林総合研究所が蓄積してきた研究成果を基に、広く国民の皆様に森林・林業・木材産業

っていきます。」と店長の小林さんは話
してくださいました。売店をより良くす
るための意見も積極的に出るそうです。

今井 隆さんは自動販売機の在庫
をチェック中です
焼き菓子はちょっとした
プレゼントにも好評です

サクラ保存林等を活用して、研究資料の提供や研鑽の場として大きな役割を果たしています。
３月〜４月にかけて、全国各地のサクラがつぎ

市役所の中の売店なので割高なのでは？

つぎと花開き、白からピンクのグラデーション

と思う方もいらっしゃるかもしれません
①

についての理解を深めていただくための普及・広報活動を行うとともに、園内の樹木園・試験林・

を描いて咲き乱れます。中には、珍しい鬱金（う

が、質のいい商品やお買い得な商品もた

こん）という黄色いサクラ、御衣黄（ぎょいこう）

くさんあります。市役所

という緑のサクラもあり、目で楽しむだけでな

にいらした際には、ぜひ
のぞいてみてください。

く、ひとつひとつ名前を知るのも楽しみです。

八王子織物の製品。カード
ケースや風呂敷、ネクタイ
などがあります

ゆっくり歩くと１時間半から２時間くらいのゆ
るやかな山歩きです。園内では飲酒は禁止され
レジ業務が好きな田野倉達也さ
ん。自転車通勤をしています

ているので、静かで贅沢なお花見を楽しめます。
ぜひ、おでかけください。
とどりちょう

東京都八王子市廿里町 1833-81 tel. 042-661-0200

http://www.ffpri-tmk.affrc.go.jp/

かてかてショップ出店

山崎洋子さん（右）は、勤務 4 年
目。
「もう慣れましたよ」

入場料 大人300円 子供（高校生まで）50円
（４月のみ 大人400円 子供150円）
※障害のある方と付添いの方１名は無料
開園時間

9:30 〜15:30（閉門16:00）

４月は 9:00 開園

休園日
毎週月曜日（祝日振替）
年末年始（12月26日〜1月15日）
３月４月は無休

多摩森林
科学園前

多摩森林
科学園

JR・京王線高尾駅
北口から徒歩 10 分
※駐車場はありません

園 内 入 口 右 手 に「か て か て
木・金・土曜は、ショップ」を出店しています。
3 月 25 日（火）〜 4 月 19 日（土）
市内の障害者福
と 4 月 29 日（火・祝） パンの販売も 日替わりで、
あります
祉団体が手作りのクッキーや
月
日
（月）
月
日
（日）
日
（月）
※ 3 31
、7
を除く
4 6
パウンドケーキ、雑貨など、販
開店時間 10:00 〜15:00
売いたします。
かてかてショップ出店に関するお問い合わせ
NPO 法人八王子ワークセンター tel. 042-669-0340

20
高尾駅前

高尾駅

線

中央

ＪＲ

京王

線

