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「年金は減らされる」「空き家が増えた」「どこも働き手

が見つからない」という不安を抱えた声を聞きます。日本

に少子高齢化の波が大きく押し寄せてきています。 

２００６年、NPO 法人や株式会社が障害福祉サービス事

業に参入できるようになり１０年が経ちました。そして、

国の財政悪化、サービス事業が不安定な中、今回の社会福

祉法人改革では、「地域における公益的な役割」が義務づけ

られました。多機能事業所やグループホーム事業等で利用

者にサービスを提供すると同時に、地域に役立つ、あるい

は貢献するような事業を必ずしなければならないのです。 

既に当法人は２００７年より、公益事業としてコミュニティづくり推進事業を定

款に謳い、「地域食堂」「笑顔の会」「つむぎの会」、住民による移動支援の「でてこ

んの」「子ども食堂」を地域の方々と一緒に実施しています。そんな中、「コミュニ

ティづくり」や「自助」「互助」の力に目をむける人が増え、安武校区や南校区、

御井校区でさまざまな取り組みも始まっています。 

当法人本部のある安武町は高齢化率 30 パーセントを超え、安武校区福祉活動５

ヵ年計画を作成中です。人口減少が加速する中で、生き残りをかけて、支え合い活

動ができるような仕組みを考えているところです。そして、「健康づくり」「居場所

づくり」「働く場づくり」「遊び場づくり」と、世代を超えて一緒にそのような場を

創れたらと、夢を描いています。       （担当 常務理事 馬場 篤子）  
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定番のお菓子の詰め合わせに加え、今年は『安武そら豆そ

うめん』もご用意。そら豆のペーストを練り込んだ、ツル

ツルのど越しの良いそうめんです。寒い季節にはにゅうめ

んで。ぜひご賞味ください。 

ご注文・お問い合わせは ☎0942－27－2039 まで 

支え合い活動、しっかりやりましょう 

社会福祉法人改革で「地域づくり」「地域貢献」が義務に 
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作戦１：今年は、地域の方々と一緒に作業をしています 

10 月、再びそら豆のシーズンがやってきま

した。当法人の職員だけでそら豆栽培をして

いても地域に広がらない。そう思った時、農

業経験者である地域の方々の顔が思い浮かび

ました。「定植を手伝ってもらえませんか」と

お願いしたところ、「農作業ならよかよ」と即

答。本当に心強く思います。定植当日は、職

員と地域の方々、総勢17名が集まりました。 

昨年は定植作業に 3 日かかりましたが、今年

はお手伝いいただいたので 2 時間で終了。皆さ

んは経験ゆえの知恵をお持ちですので、職員の

数倍速いスピードでどんどん植えられました。 

休憩中には、お茶を飲みながらそら豆の育て

方などで会話がはずみました。そら豆栽培を通

して、職員の若者と高齢者が混ざり合うことで、

お互いを知り、知恵を学び、語り合う。そんな

場所になるといいなあと思います。 

作戦２：地域の園児や小学生たちが定植体験をしました 

当日は、地域の方々に、その昔、安武町は

そら豆の栽培が盛んで、「安武豆」として有

名だった頃のお話をしていただき、その後、

子ども達はそら豆の種を１つずつ手に取り、

畑の土を掘って種を植える作業をしました。

最後に「大きくなーれ、大きくなーれ」と掛

け声をかけ、体験を終了。靴が汚れることも

気にせず、畑の中に入っていく子どももいれ

ば、泥を手で掘るのが苦手な様子の子どもも

いて、そら豆定植体験を通して子ども達のいろいろな姿を見ることができました。 

来春には、一緒に収穫します。これらの体験をした子ども達が、今度はそら豆の

話を家族にするようになればいいなあと思います。昔話だった安武そら豆が現代版

としてよみがえり、名産品として育ち、安武町の魅力のひとつとなるよう取り組ん

でいきたいと思います。        （担当 統括本部長 北岡 さとみ） 

１０月、「安武そら豆復興作戦」スタート！ 

地域の皆さんにもっと呼びかけて育てていきたい 
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２００４年、障害のある本人が将来、親亡き後も地域で自分らしく生きていける

ように、家族と離れた自立生活を経験させておきたいと考え、障害のある５名の若

者と家族が手弁当で賃貸住宅を借りました。無認可ホームでの生活を支えたのは家

族と有償ボランティアです。家族や支援者のサポートを受けながら、その人らしい

人生を生きる選択肢をみんなで作っていくことが原点だったように思います。 

自立支援法施行後、グループホーム制度は充実し、今では全国で１０万人を超え

る人がグループホームで生活しています（施設入所は約１３万人）。ところが、社

会保障が大きく変わる中で、「グループホームは重度の人が暮らす場と位置づけ、

軽度の人は利用対象から外すことも視野に入れる」のような制度見直しの論議もさ

れています。はたしてグループホームはどうなっていくのでしょうか!? 

暮らしには、グループホーム、入所施設、１人暮らし、シェアハウス、家族と同

居など様々です。その人らしい生活を選択するためには、自宅以外で泊まったり過

ごしたりする自立体験がとても重要なのです。しかし、現在、将来の選択肢を広げ

るための自立体験を目的とした制度はありませんし、一般家庭の雰囲気のある場所

で、泊りの体験をできるような「自立体験の場」もありません。 

当法人のグループホームは、利

用者さんが家族と一緒に過ごす

時間がとても大切だと考え、土日

は自宅に帰ることにしているた

め、土日は空いています。そこで、

久留米市の障害児者の親の会「手

をつなぐ育成会」と協働し、「自

立体験の場」として土日にホーム

「こりんずハウス」を貸し出すこ

とを始めています。 

１泊だけの「お試し」から始め、

それが２～４泊の「ミドルステイ」につながったり、他のホームを使うようになっ

たりしています。この自立体験は、本人の力を測ることになりますし、自宅以外で

の生活のイメージを持つことができるようになるだけでな

く、家族や周りの人たちが、本人らしい暮らし方を考え始

める、良いきっかけになっています。今後も、障害がある

という理由で「保護」されるのではなく、自己選択できる

ような社会資源を増やしていくことに取り組んでいきたい

と思います。 

（本部長 浦川 直人） 

グループホーム「こりんずハウス」 
自立体験の場として活用しています 
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東北の方がポレポレ祭りにおいでいただくのも、今年で６回目。東北から13名。

また 4 月に起きた熊本地震で被災された西原たんぽぽハウスの関係者 7 名。 

祭り前日、佐賀のバルーンフェスタ世界大会にご案内。その日の夜にはみなさん

と情報交換会を行い、交流を深めました。祭りでは東北からは毎年恒例の「なみえ

焼そば」、今年初めての「舞茸おこわ」、熊本からは「いのししラーメン」を出店し

ていただきました。翌日は東北の方を熊本にお連れし、たんぽぽハウス上村さんか

ら当時の状況・現在の復興に向けた取り組みなどお話を聞き、東北熊本被災内容は

違いますが、お互いに前を向いた貴重な意見交換をされました。 

                       （担当 夢工房 野上真紀子） 

 

 

<ポレポレ祭りに寄せて> 

第 15 回ポレポレ祭りに参加させていただき、あたたかい気持ちと前向きなパワ

ーをたくさん感じることができました。ポレポレの活動には、あたたかなつながり

が何重にも張り巡らされていることを改めて感じます。活動している人たちばかり

でなく、その周囲の地域や遠く離れている東北の被災地・熊本の方々ともつながっ

ています。目で見ることはできませんが、人の温かさ・心地よさ・いざという時に

手を差しのべてくれる見守りが近くにあることを感じます。 

これは、人々が作り出すセーフティーネットなのかもしれません。金銭、保険や

制度など社会的安全網の他に、人々に自然に寄り添っている「ひと」との関わりか

ら生まれる支え合いやお互いさまの縁だと思います。だれもが安心や安全を感じる

ことができるような社会や人々とのつながりは、緊急時に多様な方法で命をつなぐ

手段として力を発揮していくことになるでしょう。 

ポレポレ祭り・久留米・熊本の活動を通じ、温かみのあるつながりに、私自身支

えられ、「ひと」とのつながりの力を実感しました。このような機会をいただけた

ことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

（岩手県大槌町 特定非営利活動法人つどい 元持 幸子）  

東北(南相馬・浪江・大槌）、熊本(西原)  

からポレポレ祭りにかけつけてくれました 
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（学校交流でのそら豆マグネット作り） 

 毎年、出会いの場ポレポレは、安武小学校・大善寺小学校・鳥飼小学校の４年生

の皆さんと学校交流を行ってきました。これまでの交流ではポレポレのことを知り、

レクリエーションで楽しく過ごす点を中心に実施しましたが、今年度はより深い内

容で取り組みました。 

安武小でのテーマは、「障害」。当日は、

利用者さんの保護者からお話をしてい

ただき、「差別って何？」という事を子

ども達と一緒に学習していきました。 

大善寺小では事前交流を学校で行い、

８月に子ども達と一緒にバスに乗って

佐賀県鹿島市へ干潟体験に行きました。

これまでの学校交流の時間は 2 時間で

したが、今回は 1 日を通しての交流。利用者さんの名前を知らなかった子ども達は

最初、「ポレポレの人」と呼んでいまし

たが、長い時間を一緒に過ごしたことで、

次第に「○○さん！○○さん！」と個人

の名前を呼び、ふれ合う姿がありました。

利用者さんと子ども達との距離感が縮

まっていったのだと思います。 

鳥飼小では、「コミュニケーション」

をテーマに実施。プログラムの一つは、

８人ずつのグループで輪になり隣の人に風船を回すゲームでした。一見簡単そうで

すが、最初はほとんどのグループが１周を回すことができませんでした。そこで、

言葉を発するのが苦手な人にはどうや

って渡せばよいか、麻痺がある人はどう

したら取りやすいか、などの疑問をぶつ

け、子ども達に考えてもらいました。す

ると、２回目、３回目と続けるうちに１

周を回すことができるようになり、「渡

す」という行為ひとつでも、配慮がある

とこんなに違うということを学んでも

らいました。 

今回の学校交流を通して、子ども達が障害についてもっと知り、学んでいくこと

が心のバリアをなくすことにつながり、地域を変えていく力になると実感しました。 

（担当 小川 真太朗） 

学 校 交 流 
子ども達が「障害」について学ぶ機会をもっと作ろう！ 

 

 



6 

 

 １１月６日（日）、爽やかな秋晴

れの中、第１５回ポレポレ祭りは、

たくさんの来場者をお迎えし、成功

裡に終えることができました。 

今年は「湧き出る力☆みんなで創

ろう」のテーマの下、バザー２８団

体、ステージ出演１３団体、４００

人を超えるボランティアの皆さん、

そして、ガレージセールの商品提供は２０００点以上、広告協賛２８１件、バザー

用の野菜もたくさん提供していただき、収入金額は４７４万円となりました。（次

頁にて決算報告しております。）昨年より大好評の企画「錦鯉の釣り堀」を拡大し、

こども達が参画する「こども広場」に取り組んだことで、若者やこども達の参加が

更に増えました。また、地域の方々も、釣りや昔遊び、皿回しなどを子ども達に伝

承できる良い機会として精力的にご協力いただきました。 

今回は東北被災地の皆さんと共に、熊本地震で被災された西原村のたんぽぽハウ

スさんが出店されました。被災されて以降、当法人が支援をさせていただいており、

出店をお願いすると、「ポレポレさんにはずっと支えてもらっているから、お邪魔

させてください」と快く了承してい

ただきました。日頃から事業所でラ

ーメンを提供されているということ

で祭りにはぜひ阿蘇赤牛牛骨ラーメ

ンを出店させてくださいということ

でしたが、祭りの直前、「イノシシが

獲れた！」とのことでイノシシで出

汁をとったイノシシラーメンを提供

していただきました。当日は行列が

でき、来場者の方々は珍しい味に舌

鼓、喜んで下さいました。 

東北からは 6 年続けて、「またポレポレ祭りの季節ですね」と年中行事のように

言ってくださり、なみえ焼そば、舞茸おこわ、物産と大荷物でかけつけてください

ました。 

祭りでは毎年、合理的配慮の行き届いた会場づくりを進めています。車いすの方

でもステージに上がりやすいようにスロープを取り付けたり、通りやすいように通

路を広くとったりし、昨年は聴覚障害への配慮ということで手話通訳、要約筆記と

取り組んで参りました。今年は新たに視覚障害への配慮ということで、社会福祉法

第１５回 ポレポレ祭り 
ご協力・ご支援を有難うございました 
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人福岡県盲人協会会長の池田精治さんをお招きしてアドバイスをいただき、点字の

パンフレットを作ったり、どのような配慮が必要なのか、実行委員会でお話いただ

いたりしました。やはり、声のかけ方や説明の仕方など、私たちの理解が不十分な

ことがたくさんあり、今後の支援に対してもとても勉強になりました。また、事前

に広報もしていただき、当日は視覚障害の方々にお越しいただくことが出来ました。 

今回実行委員長として関わっていく中で、「ポレポレ祭り」はやはり人と人との

つながりで成り立っていると再認識することが出来ました。一人では出来ないこと

も色んな人が集まり、出来ない所や足りない所を補うことで大きな力が発揮される

のだと感じることが出来ました。行き届かない点もあったと思いますが、無事に終

えることが出来、本当に有難うございました。 

２００２年秋より１５回続いてきた「ポレポレ祭り」。今後も多くの方々との絆

を大切にしながら時代と共に進化を重ね、誰でも混ざり合えるような社会づくりの

機会になればと願っています。来年の「ポレポレ祭り」も、ご協力・ご支援を宜し

くお願いいたします。    （第１５回ポレポレ祭り実行委員長 前田 力哉） 

 
第１５回ポレポレ祭り 収支決算 

               

 

第 15 回収支差額 

項 目 金 額 

収支差額①-② 1,616,744 

★第 15 回ポレポレ祭りの収益金は今

後必要な時の為に積立したいと思いま

す。 

支出の部 

項 目 金 額 

消耗品費 189,956 

通信・印刷・パンフレット代  335,526 

バザー材料費 1,016,120 

東北・熊本仕入費 299,630 

学校交流材料費 32,652 

ステージ設備費 340,325 

その他 909,443 

支出合計② 3,123,652 

収入の部 

項 目 金 額 

広告・協賛 2,080,000 

バザー売上 1,528,461 

東北・熊本売上 401,660 

ガレージ売上 404,640 

学校交流売上 34,260 

手作り・メンバー売上 100,933 

こども広場売上 130,560 

その他 59,882 

収入合計① 4,740,396 

繰越金 

第 13 回までの繰越金 1,944,237 

第 14 回収益金 

≪地域へ≫安武小学校 

1,602,187 

▲50,000 

第 15 回収益金 1,616,744 

合計 5,113,168 

 

ポレポレ祭り 会計報告 
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NPO 法人ハート in ハートなんぐん市場理事、公益財団法人正光会 御
荘診療所 理事・所長。 
NPO 法人精神保健福祉交流促進協会理事、南宇和心の健康を考える会
会長、南宇和障害者の社会参加を進める会副会長、厚生労働省「今後の
精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」構成員などを務める。
2016 年 保健文化賞受賞。 

 

講師：長野敏宏さん 
 

愛媛県の小さいまちの取組みにヒントあり！ 
少子高齢化が急速に進む地方のまち…このまま人

口減少が進めば「まち」がなくなる!?安武町もそうで

すが、地方のまちでは深刻な課題になっています！ 

この課題にいち早く取り組んでいるのが、愛媛県の

愛南町という小さいまちにある「NPO 法人ハート in 

ハートなんぐん市場」です。 

そこでは、地域住民が主体となり、高齢者や障害を

もつ人たちがまちの一員として隔てることなく、

働き、暮らせる、「共に生きるまちづくり」をめ

ざして、試行錯誤しながらも活発な取組みが行わ

れています。「障害の有無」、「社会的弱者」、「支

援する人・受ける人」という枠にとらわれず、誰

もが地域住民、労働者としての役割を担い、地域

活性化につながる仕事や産業をおこし、共に豊か

なまちづくりを行っているのです！ 

精神科医でもあり、実践を引っ張ってこられた

長野先生をお招きし、愛南町の取組みをご紹介く

ださいます、ぜひお見逃しなく！！！ 

 

日 程 ： ２０１７年 ３月１８日(土) 

時 間 ： １７：００～１９：００ 研修会 （無 料） 

１９：００～２１：００ 懇親会 （参加費１，５００円） 

会 場 ： 出会いの場 ポレポレ （久留米市安武町武島４６８－２） 

定 員 ： １００名 

主 催 ： 社会福祉法人 拓く 

       TEL：０９４２－２７－２０３９ （担当：浦川） 

人と人、人と資源が丸ごとつながって地域を豊かに 

地方の「まち」がなくなる!?人口減少にどう立ち向かうか… 

 


