
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会いの場ポレポレ 
 

「感謝の集い」～10 周年記念パーティ～ 

 

６月２日（日）にホテルマリターレ創世にて、これまでの 10 年に感謝する「感謝の集い」

を行いました。総勢 500 名ほどの方々に来ていただき、たくさんの人に支えられてきたこ

とを改めて実感しました。ありがとうございました。 

２時間半という限られた時間の中で、みなさまお一人おひとりへ挨拶をすることができず、

とても心残りでしたが、楽しい時間を共有できたことを嬉しく思います。今後も感謝の気持

ちを忘れずに、進んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。 

（ポレポレ スタッフ 野瀬 美紀） 
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「出会いの場ポレポレ」10 周年記念パーティ 

 

 

６月２日（土）に、「出会いの場ポレポレ」創立１０周年記念パーティを、ホテルマ 

リターレ創世にて催しました。ご来賓の方々を始め、メンバーと保護者、そして安武 

町のみなさん、行政や企業、ボランティアのみなさんなど５００名を超える方々が出席。 

これまでの 10 年を振り返り、節目となるパーティとなりました。 

パーティの冒頭で、ステージに並んだメンバーの一人が、こう述べました。 

「これからも、メンバー、スタッフは、ますます明るく頑張ってまいります。お弁当の注文

はお気軽にお申し付けください。記念パーティ、スタートします！」 

アンクルン(インドネシアの竹製の打楽器）を手に持ったメンバーたち。久留米市長や議長

に参加していただいた『歌のメドレー』の演奏で、身体を揺らしながら楽しそうにカラカラ

という心地良い音を奏でています。 

２００１年９月、「出会いの場 ポレポレ」は、知的障害者の通所授産施設として安武町に

誕生しました。「障がい者が地域の中であたりまえに暮らし、多くの人と出会える場になる」

ことを目標に掲げ、２２名のメンバーでスタート。現在、日中のメンバーは８０人、支援ス

タッフは１２０名になっています。 

会場では、みなさんとともに思い出を振り返ろうと、『10 年の歩み』の映像を披露しまし

た。「ポレポレ」開所の式典で、顔を並べたメンバー達、開店したばかりのパン工房に足を運

んだ地域のみなさんの姿…。無認可作業所の頃から数えれば２５年、法人化から１０年。今

は、地域での暮らしの場ケアホームが８カ所、店舗も「ＦＯＯＤＳＣＡＦＥゆめ」「惣菜処ぽ

れぽれ」など３ヵ所に増え、ポレポレ祭りは 10 回目を迎えて、3000 人以上の人出で賑わ

うようになりました。 

「お久しぶり。お元気でしたか？」  

「また、ポレポレで会いましょうね」 

このような会話が会場のあちこちで聞かれました。 

メンバーを介して、まるでポレポレ同窓会のよう。 

たくさんの出会いが、ポレポレの「今」を作って 

きました。 
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盛り上がった夢気球バンドの演奏 

パーティに花を添えたのは、日韓音楽交流協会のみなさんによる踊りと歌、そして、

元「夢気球バンド」による演奏です。約 25 年前、養護学校高等部を卒業しても生徒

の進路先がないという現実を前に、教員たちが資金集めのためにコンサートをしよう

とバンドを結成。それから、夢気球コンサートは 20 年続きました。 

会場では「夢気球」「川の流れのように」など３曲が披露され、ステージ前には、長

年のファンのみなさんが集まり、肩を寄せあい歌っていました。 

祝宴を締めくくったのは、『これから』の映像です。大所帯になった「ポレポレ」の

日常、メンバーの初めての死、東日本大震災以来交流を続けている石神第一小学校の

子ども達の歌、安武を元気にする作戦…。 

「障がいがあっても、高齢になっても、病気になっても、望むように暮らしていく

にはどうしたらいいのだろうか」、この問いかけに一人ひとりがどう応えるのか。私達

はその答えをじっくり探していくことになります。 

これからも多くのみなさんと手をとりあって、それぞれの立場を思い、その生きづ

らさに寄り添いながら、道を切り拓いていきたいと思います。 
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～地域で支える移動支援『でてこんの』が１０月に始まります～ 

 

私は今、65 歳です。４年前に会社を退職し安武町に戻ってきました。この町で生まれ育

った身としては、｢自分の残りの人生設計」の中のひとつに、この地域にお役に立つような何

かをしなくてはという気持ちがありました。 

引っ越してすぐ、住吉地区の自治会長を引き受けることになりました。この経験は、地域

を知る上でとても勉強になりました。例えば、高齢化率が市の数値よりも高く、既に 30％

もあったことを知りました。そしてこのままいけば、人口が数十年後には半減するのではな

いかという危機感が募りました。さらに若い人たちが住みたいと思えるような視点で街づく

りをする必要性を感じ、「誰かがやってくれる」とみんなが思っていては何も進まない、と考

えさせられました。 

今年の３月に「外出困難者の移動支援を地域の人が支える体制をつくれないか」という話

がありました。運営を地域住民が中心となって取り組めば、よりよい人間関係を築きなおす

機会にもなり、今後高齢化が進んでいった時に、助け合う意識が強くなるように思いました。 

その後、運営委員会を開いて議論を重ね、５月から、『ポレポレ』から提供された移動支援

車で実証実験を行っているところです。運営方式は、会員制とし、利用者は安武校区の住人

で高齢者及び障がい者で、外出が困難な人を対象とします。また、運転手はボランティアを

募り、曜日を振り分けて担当してもらうようにしています。さらに、賛助会員や運営のお手

伝いをしていただく方も必要です。いろんな方にこの活動を応援してもらおうと思います。 

興味がある方はお声かけください。一緒に地域を盛り上げていきましょう。 

（でてこんの 運営委員 筒井博文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【でてこんの】 

年  会  費 ：利用会員・賛助会員６,０００円 

利用できる人 ：安武校区の住人で会員、かつ高齢者及び障がい者で、外出が困難な人 

利用会員の定員：50 名（年間 50 枚の利用回数券を発行） 

利 用 時 間：８：30～17：00 

利用できる曜日：月～金曜日 

利  用  範  囲：事務局を中心に 10km 圏内（ゆめタウン付近までの距離） 

事  務  局 ：久留米市安武町武島 526－1 三原さん家 内  

℡090・7150・0055（担当：川原） 



５ 
 

ミニ交流イベント 

退職教師を講師に迎えて 
 

ポレポレ倶楽部では、会員のみなさんに研修、バザー、ネットワークの３専門部のいず

れかに所属していただき活動してきました。 
ネットワークでは、地域の方々とのつながりや交流を深めるために、定番となった父の

日親子パン教室、チャリティゴルフ、新年会などをしてきました。 
今年は、ほぼ毎月、かつて何らかの形で障がい児教育にかかわった、特技をお持ちの退

職教師のみなさんに講師を頼み、活動の幅を広げています。４月はリンパマッサージ、５

月はコサージュ作り、７月は絵手紙をしました。 

 

８月のデコバージュ工芸から    講師の江上法子さんの感想です。 

お姉様方に「先生！」と呼ばれるのは、ちと面映く思いながら石鹸デコバージュの講習

をしました。外国製のきれいな紙ナプキンを石鹸に貼り、ラインストーンやラメで飾って

防水剤をかけて仕上げるだけのものですが、できたものは使用できるし、見た目がとても

きれいで素敵なものです。 
説明段階から意欲満々で圧倒されそうなみなさんでしたが、いざ取り掛かると、これま

たさすがでした。人生経験あり、裁縫の素養あり、個性をはっきりお持ちで私が思いもか

けないようなデザイン選び、飾り付けに取り組まれていました。みなさん真剣！「一番き

れいで格好いいのを作るわよ。」との気合が伝わってまいります。 
「先生！」「先生！」と掛け声もひっきりなし。 
そろそろ時間が気になってと思っているのは私だけ。まぁいいか・・・・。 

結果、満面の笑みと、みんな同じ石鹸からスタートしたとは思えないすばらしい作品が

できあがりました。家でもやってみよう、という方もいらしてうれしい限り。 
笑顔とパワーと楽しいお話で私も元気をいただきました。ありがとうございました。 
 
 
 

作品と一緒に・・石鹸デコパージュ 

リンパマッサージ講師の大渕先生 



６ 

 
 
 
地域の人ともっと顔見知りになる、地域食堂でのパンの販売 

                （パン工房ポレポレ 小川 真太朗 談） 
「もっとみなさんにポレポレのパンを知ってもらいたい」と、 
三原さん家の三原さんに相談したところ、「地域食堂や安武町 
のコミュニティセンターで販売をしてみては？」というアド 
バイスをいただきました。そこで６月から、毎週火曜日と金 
曜日の地域食堂と、コミセンでもパンの販売を始めています。 
どんどん顔見知りが増え、別の日に工房まで買いに来てくだ 
さる方もでてきました。 

販売を担当するメンバーも最初は、緊張していたようです 
が、失敗してもあたたかい目で見てくださるので、安心して 
販売しているようです。できれば、地域の人たちの顔がほと 
んど分かるように、販路を広げていきたいと思います。 
 
 

 

 

 

ケータリングで、パーティはおまかせください 

                  （ＦＯＯＤＳ ＣＡＦＥ ＹＵＭＥ 山本 眞理子 談） 
ケータリングを始めたきっかけは、カフェのすぐそばにある久留米大学の先生方からの相談でした。

それまでは、親睦会などがあると、人数分のサンドウィッチや総菜を買いに来られていました。「パー

ティっぽく華やかにできないか」ということで、取り皿をはじめ、料理以外の食器類などもすべてこ

ちらで用意してお届けしています。嬉しいことにパーティの席で、カフェの宣伝もしていただいてい

るので、その翌日には、学生さん達がたくさん来店されます。 
 「久しぶりですね。元気ですか」と来店される大学の先生方や地域の方から気軽に声がかかります。

カフェが新装して４年目を迎えます。根付いてきた信頼関係を裏切らないように、御井町の人達、大

学、高校としっかりつながっていきたいと思っています。 
 
 

夕方の晴明保育園で惣菜・パン販売 

        （惣菜処 ぽれぽれ・Ｆコープ  野上 真紀子 談） 
毎週月曜日の午後４時半から６時半まで、西町の晴明保育園へ行って、惣菜やパンを売っています。

「今日の夕飯は何にしよう？」と悩む、仕事帰りの親御さんたちの役に立つのではないかということ

で始めました。この保育園は惣菜処のメンバーが、午前中に施設外就労（給食の配膳、あとかたづけ・

布団しき・部屋の掃除といった保育士さんのお手伝い）をしているなじみの場所でもあります。 
お客さんを待っているだけではダメ、私達が出かけて行って顔を見て、直接声を聞くことがとても

大切だと思っています。日中はほとんど立ちっぱなしで作業をし、その後販売に行くわけですから、

負担はあるものの、みんなで力を合わせて、売り上げ増を目指しています。 

いらっしゃいませ・・・ 

パンはいかがですか？ 
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グループホーム学会  岩手研修 
来年度の久留米開催に向けて 

 

  

メンバーの報告 

グループホーム学会では、私自身ケアホームに住み始めたばかりだったので、いろいろな

方の話を聞いて参考になることがたくさんありました。特にメンバーだけで話し合いをした

時には、お金の話や将来についての話になり、貯蓄をしているかなど具体的なことも話しま

した。来年度のグループホーム学会でも、メンバーで話す時間は正直に思いを話せる場所と

して大切にしたいと思っています。また来年はメンバーだけでなく、スタッフにもそこに入

ってもらい一緒に考えていくのもいいかもしれないと思っています。 

学会の最後には、来年度の大会宣言もすることができました。大勢の方に来てもらうよう

に頑張りたいと思います。名刺交換も自分から積極的に行うことができ、来年も早い段階か

ら準備しなければと考えています。        （ポレポレ メンバー 牛島 レナ） 

 

 

研修では、現地スタッフの國分さん、元持さんに車で被災地を案内してもらいました。海

では牡蠣やホタテなどの養殖が被害を受け、多くの人が仕事を失い大変な苦労をされたこと

を聞きました。仮設住宅には年配の方々が集まる介護ホームや小さな保育園、コンビ二や診

療所もあって、小さな町のようになっていたので驚きました。そして、各部屋の玄関が向か

い合わせに造ってある最新型の仮説住宅は、以前と比べ一層触れ合いの輪が広がったとのこ

とでした。 

グループホーム学会の１日目は、岩手のアナウンサーである菊池さんのお話を聴きました。

岩手の方言を上手く使いながら、分かりやすく岩手の歴史などを教えてくださいました。毎

日新聞に勤めている萩尾さんは被災者の方にインタビューをしてあり、話がとてもリアルで

津波の怖さが伝わってきました。また地震に強い建物をどう造るのかという話もありました。 

２日目のメンバー交流会では、将来の生活について貯蓄をしているかなどを話しました。

私は今、外出や何かをするときのお金として貯金をしているけれど、生活するために貯めて

いるという人もいました。他にもホームでの暮らしなどを話し勉強になったので、来年のグ

ループホーム学会でも暮らしの中で普段思っていることを、話せたら良いと思います。 

そして、せっかく久留米に来てもらうので久留米のことを紹介できるようにしたいです。 

       （ポレポレ メンバー 佐藤 誠二） 

 



ちょっと一息

2012年10月2８日(日）

　　　　　　

B級グルメ

浪江焼きそば
出店！

テーマ

第一部　

鼓笛（天心幼稚園）

開会挨拶

踊り（安武保育園）

楽器演奏

   （筑邦西中学校　吹奏楽部）

参加型ゲーム

第二部

ベリーダンス

　（サラベリーダンススタジオ）

太鼓演奏（安武和太鼓の会）

バンド演奏（Ｔｈｅ武士道）

ダンス（スタジオフェイス）

ｻﾝｼﾝ演奏( 絆）

出会いの場

　ポレポレ

野
外
ス
テ
ー
ジ
で

　
楽
し
も
う
！

ぶた焼き・ちぢみ・ぜんざい
やきとり・ステーキ丼・いなり
おでん・たこ焼き・カレー
フランクフルトなど

20以上の団体が出店します！

食器・衣料品・日用雑貨

などなど！

品揃え2000点以上！

掘り出し物を見つけよう

小学生との共同企画！

★オリジナルクッキー販売
　　（大善寺小の子どもたち）

当日内容が変更になる場合もあります

★かえっこバザール
　　（安武小の子どもたち）

駐車場案内

当日は使わなくなったおもちゃを
持ってこよう！ポイントで好きな
おもちゃと交換できるよ。
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

※午後より駐車可

※午後より駐車可

岩手･宮城･福島から、
ことしも名物・物産が
盛りだくさん！

防災グッズや非常食の

販売あり。

非常食の試食もあるよ

9:45

15:00

防災コーナー

きずなカフェ
コーヒー・スイーツなど
ポレポレのみんながおもてなし
します

安武コミュニティー
センター

バスをご利用の方：西鉄バス48番をご利用下さい。最寄りのバス停「安武学校前」
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