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｢萌とわたし｣
森 英夫
「いなほ」に投稿させていただくのは初めてです。萌と関わったきっかけは、数年前に野菜の
カンパを持って波多江伯夫さん·久美子さんが中区寿町の越冬に来てくれたことでした。その時
の伯夫さんは寿町の簡易宿泊所に利用者さんがいて、自分は以前看護の仕事をしていたと話した
と記憶しています。なお越冬は毎年年末年始期間中に野宿の方を訪問して食料を持って行ったり
住むところを紹介したり、拠点となる公園で炊き出しや相談を行っており、私はそこで医療と生
活の相談活動をしています。
何回か波多江さんにお会いする機会があり、そのうちに理事就任のお誘いをいただきました。
私になにができるだろうかと思いましたが、お受けしました。そして寿で一緒に活動していた仲
間が萌で働くことになったりしました。私自身もそれまでの看護の仕事から NPO 法人寿クリー
ンセンターの仕事へとだんだん比重を移していき、ほぼ同業者になりました。伯夫さんと趣味が
共通していたかもしれません。農業好き、元看護師だけど看護の仕事よりも地域での活動にシフ
トしてきたことなどです。
「いなほ」の一面に毎回掲載されていた伯夫さんの文章は、精神の「し
ょうがい」を持った方(利用者さんあるいは患者さんと呼ばれることもある)と向き合い、自分自
身を見つめながら学んでいく姿勢が示されていました。
昨年末に伯夫さんの病状についてお聞きしたのでお見舞いに行きました。ご自身の命に対して
妥協無く向き合い、入院ではなく在宅での療養を希望されていたようでした。年が明けてご危篤
になられ、命の最後の日にお会いすることができました。苦しい様子でしたが声をかけてくださ
り少しの会話の中でしたがお互いに通じるものを感じました。ご葬儀の時には伯夫さんが精神科
病棟に勤務していた時のことを書いた文章を読みました。精神医療についてご自身で調べて学
び、期待と疑問を持ちながら問い直して実践していく姿勢は、萌での活動に繋がっていったので
はないかと想像します。
私は今年から稲作研修を受けています。苗作りから田植え、夏は草取
りを行い、この号が発行される頃は稲刈り時期かもしれません。また寿
町での仕事や地域活動だけでなく、みんなが生きやすい社会になってほ
しいと社会活動を続けています。今回の総会で理事から監事へと役割が
変わりましたが、これからも萌のみなさんと共に活動していきたいと思
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います。どうぞよろしくお願いいたします。

萌日記

2021.７.21～８.20

・戸塚駅近くのレザンというレストランを訪問し、野
菜販売の提案をしました（7/22）。
・戸塚区自立支援協のコミュニティ研究部会に岡が
出席しました（7/26）
。
・ある養護学校が解体品をいなほに届け（7/28）
、新
たな品物をお渡ししました（8 月末）
。
・利用者の一人が 8 月から就職予定先で実習に入り、
下旬（8/19）からトライアル雇用になりました。

みなとみらい清掃、分別作業を終えて

・暑さなどで体調を崩す人が多かったです。家族の体調不良でサポートするために休ん
だ利用者もいます。通院同行も数回行なっています（8/15 所長、など）
。
・夏季休暇中も、パレット、畑、みなとみらい清掃で仕事がありました。
・7/25、8/18、8/19 に見学者をお迎えしました。その後も見学予定が入っています。
また、見学者の一人は「いなほ」で実習する見込みです。
・近隣にお住まいの方が、バーベキューで使うため廃材を引き取りに来社しました
（8/18）。カラマツ、トドマツなどの廃材は、来社いただくのが条件ですが、引き続き
お譲りしています。
・8/20 理事長が社会福祉士実習指導者研修を受講しました。

萌と地域活動の今 （1５）
「自主製品の販売を通した社会参加の促進を考える会」という戸塚区自立支援協の分
科会に初めて参加しました（9/1）
。障がい者に関連する事業所が販売するときの課題を
話し合い、新しい動きをつくっていこうという主旨のようです。
「障がいのある人が作ったものだから買ってください」はやめようという考え方は共
有されていて、これは萌でも共感できる点でしょう。事業所間の協働や情報共有など話
題は多岐に渡りました。
とくに戸塚区役所３F の「ふれあいプラザ」の在り方議論は、昨年萌でも野菜を販売
したこともあって関連が深い話題でした。人通りの少ない場所なので、集客上の工夫
案が区役所側などから出ました。筆者も、この場を常設のデコレーションなどで、市
民啓発の場として周知していくことを提案させていただきました。今後も、他事業所
とも共存共栄の心がけで、参加し続ける所存です（岡）。
☆寄付を頂きました。ありがとうございました。
（以下、順不同。敬称略）
山田誠

三吉譲

（株）川崎中央プランナー

☆購読会費、年額 1500 円です。ご継続のほどよろしくお願いします。
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郵便局振込 00230-2-48581 特定非営利活動法人萌

理事役員メンバー持ち回りで｢萌とわたし｣というテーマで自由に記述していただく
コーナーです。ご一読いただけると嬉しいです。
みなさんこんにちは。私は藤巻美香といいます。看護師の職種に就きながら萌の理事をやらせ
ていただいております。
私が故伯夫会長と出会ったのは、20 年前になるでしょうか。当時働いていた八王子にある精
神科の開放病棟の先輩でした。
その頃から波多江さんは病院のベランダでスイカをつくっておりました。歯に着せぬ物言い
で医師や師長さんからも一目おかれ、一部の職員たちから慕われ、嫌われる。患者さんに熱心に
SST をしながらそれを振り返り職員に熱心に講義していました。私も患者さんの退院支援や広
報活動でとてもお世話になりました。一番お世話になったのは、沢登りに連れて行ってもらった
ことです。世の中にこんな素晴らしい世界があるなんて！私の人生は山へシフトチェンジ。山の
世界へのめりこんでいき…今の私があります。
その頃波多江さんは、萌の構想を分厚い資料にまとめあげ、それを皆に熱心に話していたのを
記憶します。
それから 10 年ぐらい経ち、年賀状がきっかけで再会した時、波多江さんは無農薬有機農業
を始めたばかりでした。汲沢に広大な農場を借りて開墾からはじめていました。その頃私は子育
てで山から畑へシフトチェンジして有機農法をやっていたので、手伝うことになりました。
当初、萌の畑はやせた土壌で牛糞や竹パウダーをすきこみ、燕麦やクローバーの種を撒いて、
野菜を育てては失敗し、芽が出たと思ったら枯れてしまい、なんでだろう？の連続でした。3 年
目になって「やっと野菜ができる土壌になった」とおっしゃっていました。
岸根公園のバザーでは、毎年利用者さんが大勢集まり皆でお祭りみたいに野菜を売るのが恒
例行事となり、楽しみになっていました。
去年の夏、波多江さんが倒れてからはもう必死で大倉さんと久保さんと吉田さんとで「会長の
畑を守るんだ！」と、畑に通うようになりました。その頃から私と萌のつながりは、強くなって
いったと思います。工房いなほに顔を出す度に、だんだん利用者さんから顔と名前を憶えていた
だき、困っていたら助け舟を出してくれました。距離が近づくほどにパレット、非鉄、運送、農
業、どれも大変な仕事で皆の努力があってこそ萌は成り立っているんだと、尊さを実感しまし
た。
農業班の最近は、所長さん、高木さん、森川さんが加わり農業に再び活気が出てきました。失
敗もありますが、失敗は経験に、実りの喜びは皆で共有し、和気あいあいとやっております。
たまにしか顔を出せませんが、そんな私でも必要としていただけるかぎり、畑に通いつづけま
す。
畑やふかやの野菜販売に顔をだしてくれる方がいらっしゃいます。すごく嬉しいです。元気出
ます。そういう繋がりを感じることができる萌が大好きです。今度は私が皆に元気を分けられる
ようお返ししたいです。芋煮やりましょう！
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農 業 日 誌
― ８月ある日の１日 ―
天気 晴れ 暑い
8 時 30 分～今日 1 日の作業予定を簡単に３人で打ち合わせし、その後畑に向かう
午前中 収穫・草刈
午後
耕運機がけ・草刈
8 時 55 分～畑にて長靴に履き替え、収穫・草刈りに分かれる。
収穫は注文いただいているミニカボチャと長茄子（本日届ける予定）だが、
長茄子は注文分そろわず他のナスも収穫し補填することにした。
ミニカボチャは土に面した部分が虫食ったりしぶつぶつとしていた。
9 時～
O さんが「菊芋が枯れているので、ちょっと茎や根をみてみます」
と言う。3 本のうち 1 本の葉は全体に
枯れていた。O さんが茎をさわるとブ
ヨブヨしておりポキット折れた。根元
付近の茎を切り中を見るとすかすかに
なっていた。
8 月の夏休み前、
「台風が来ると菊芋
が倒れてしまうから補強しておかなけ
れば」という所長の言葉に皆で協力し
枯れた菊芋
大きく重い枝を苦労して倒れないよう
菊芋
に補強したのである。
結局 O さんは「がっかり、
、」と言いながら枯れた菊芋をすぐ処分する
ことにした。それを手伝う T さんも「残念ですね」とがっかりする。
その後、2 人で協力し１枝減った分を調整し再補強にとりかかる。
10 時～
途中休憩をとり、T さんはぶどう棚側の入り口付近の草狩りを行う。小屋の
中に干していた小豆のさやにかなりカビが生えていることに気がつき O さ
んが写真をとり所長に送る。にら畑付近草刈り行う。
11 時 15 時分～道具類を片付けいなほに向かう。いなほに到着後、午前中分の日誌を書
く。
13 時～
3 人でいなほを出て畑に向かう
13 時 15 分～耕運機を小屋から出す（盗難予防のためロックをかけている）。
O さん手順通り操作し耕す予定地まで動かす。
O さんが耕運機で畑を 3 回耕
した。T さんは O さんの耕運機
がけをみながら写真をとった。
耕運機がけ終了後 3 人で機械につい
た土やからみついた紐などを取り
除く等の手入れをした。小屋の中に
耕運機を片付けロックする。
14 時 15 分～片づけをし、いなほに戻る
14 時半～ いなほ到着、午後の部の日誌を記入
耕運機をかける
本日の作業終了。
（記 畑担当 森川）
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打ち上げ 22 年 8 月 10 日
明日から盆休みという８月 10 日、恒例の打ち上げを開きました。今年はバーベキ
ューと、お世話になっている S 社さま提供の焼きそば、そしていなほの畑でとれたジ
ャガイモはハッシュドポテトにしてみました。畑のゴーヤやナスも焼いてみんなで食
べました。
暑い日が続きますが、この日で一区切り。休み明けからまた気分を新たに、みんな
で仕事やそれぞれの目標に励みましょう。

畑のゴーヤとナス

準備中です

お疲れ様でした。乾杯！
朝マックに迫る？ハッシュドポテト

非鉄金属

S 社さま提供の焼きそば

出荷前の様子から

無理をしないながらも緊張感のある作業環境づくりを、これからも進めていきたい
です。（岡）

少しでも多く・・・分解作業

出荷を待つフレコンなど
もう１包仕上げちゃいましょう
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本の話
プリーモ・レーヴィ（１９１９年～１９８７年）イタリア トリーノ生
１９４３年レジスタンス活動に加わり、パルチザン
部隊と仲間と山岳地帯にこもっていたところをファシス
ト軍にとらわれる。ユダヤ人だと告げたことにより、
アウシュヴィツ強制収容所に送られた。「これが人間か」
は解放された直後、伝えなければ、見てきたことを・・
と書かれたものである。初版は反響も少なく、埋もれてし
まった。第二版の出版は１９５８年になり、好評化を受ける。
強制収容所で、名前は番号になり、髪の毛は刈られ、
他人の前で裸体になり、人間性ははく奪され、個が失わ
れる状況下の人間を、鋭い観察眼で描いている。
明日は、ガス室に行くのは、自分かもしれない、毎日が
「選別」の日々。極限下の人間の姿を綴った本であ
る。
生き残ってしまった自分を見つめながら、人間的である
はどういうことかを思索続ける。
「 休戦」はドイツのアウシュヴィツから、イタリアに帰
還するまでの数年間の人々の姿を描いたものだ。こちら
には、ドイツからロシヤに移送されて、イタリアに帰るまで
の人々の生活が物語られている。
１９８６年アウシュヴィツ強制収容所に関する集大成ともいうべき評論集「溺れるもの
と救われるもの」を出版。翌年自死する。
生涯、強制収容所での人間の姿、また、強制収容所がなぜ、生まれてしまつたの
を問い続けた。アウシュヴィツはまた、いつ、生まれるか分からない。と、作者は云いつ
づけていた。暴力は人間性を失わせていく。プリーモ・レーヴィはそのことにこだわった。
終戦日の８月にこの本を捧げたい。

（波多江久美子）

これが人間か、考えてほしい

思い出す力も失せ

泥にまみれて働き

目は虚ろ、体の芯は

平安を知らず

冬の蛙のように冷えきっているものが。

パンのかけらを争い
他人がうなずくだけで死に追いやられるものが。

―――プリーモ・レーヴィ

これが女か、考えてほしい
髪は刈られ、名はなく
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当事者から投稿

（U 氏）

自分は一体何処へむかっているのだろうか
行くあてもないのだから
行先などあるはずもない
この迷路のような時間を抜け出したい
迷宮入りはごめんだ
なぜ自分は泥沼から這い上がろうとしないのか
この沼から脱出したい
そう思うが術が見当たらない
文章を書くことの情熱すらない今私に何ができるというのか
平和な日々に飽きてしまったのだろうか
天国とも地獄ともとれるこの場所は一体何なのだろうか
ここから出るのは難しそうだ
今日もそんなことを考えていた
自分はアル中だ
昔から酒が好きだった
人生の大半を酒に費やし
今を生きている
酒なしの人生をと考えた時もあったが
今はもうあきらめの境地だ
今更やめてどうなるのか
考えてしまう
それよりも先に要求のほうが勝ってしまうのだ
自分を見つめるとはどういうことだろうか
どうしても見えない
考えてしまうからだと思う
子供のころは好奇心旺盛でいろんなものに興味を抱いていた
今は何も興味をそそられない
一体なぜ自分は退屈しているのだろうか
今、グループホームに引きこもって生活している、精神

答えは自分が退屈な人間だからだ

障がい者の方からの投稿です。ご感想などありました

やりたい遊びはすべてした

ら・・〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町４９１８－１

仕事も

相談支援事業所 ふかや宛てに送ってくれるとありがた

結婚も

いです。

平凡で幸せ日々も過ごした
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何かが起きている・・・
自分たちの活動の足元を見てみよう。平均工賃は４万を上回ったが、利用者の仕事は
豊富な内容になっているのか？福祉と収益の２輪を目指そうとしているが、現状は未
だ、２輪にはなっていない。収益の柱になるべき人・福祉の柱になる人がぼやけている
のが現状である。
仕事には変化が必要である。利用者の意向を聞くのは大切だが、～とは組みたくない、
私の仕事場はこれだけの面積がひつようだ、等々を聞きすぎていくと、個人の好みで展
開される仕事場になり、全てが特性により固定化されていく。社会に一歩出れば、仕事
とは一定の規則の元に行われている。今日はあそこ、明日はここと場所も移動になるか
もしれない。変化のあるのが社会である。沈殿してしまうのは、
「作業所」に多い。
経営理念の中に「人は社会の中で」とある。以前の経営理念は「人は社会に中に」で
あった。
「に」から「で」のたった一つの単語の違いについて各自考えていく必要があ
ると思う。
事業運営は、経営理念に基づいてなされていく。当然社員もそうでなくてはいけない
と思う。今一度経営理念について、社員は考えていく必要があるように思える。
萌の経営理念
隅の石と親石が共鳴し合い
人は社会の中で

行動制限なしになった

私たちは誰もが自分らしく

夏休みも皆さんはどう

生きられる寛容な社会を実現

過ごされましたか？

します

編集後記
まず最初、夏なのに空が秋になる。雲が秋を呼んでくる。昼間は暑いが、朝晩の風
が夏の終わりを告げてくる。今年はあまり、セミが鳴かなかった。夏が来ると築６５
年の隙間だらけの我が家に、いつも現れていたアリが一向に姿を見せなかった。私だ
けの感想かと思いきや、整形外科での待合所で、他のおばさんも同じことを言ってい
た。地球がおかしくなっているのだ。
月を目指してロケットを飛ばす・・宇宙開発がいろいろ言われているが、どうして
そんなことにお金を使うのか、私には分からない。もっと自然に耳を傾けたほうがよ
いと思う。
蜩の鳴き声が好きだったが、中区の我が家の周辺ではもう声が聞かれない。
なんと・・いなほの周辺では大合唱である。自然がまだある印だろう。
私にとって、蜩の声は亡き母の思い出の声である。
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（所長）

