
「紙細工の雛人形」利用者さんの作品  

当法人の玄関に展示しました 

「求人募集しても求職者が全くこない」。そんなお話を福祉事業所の方々からよく聞

きます。これからの日本は少子高齢化や人口減少、

さらには若い労働力の不足もあって、行政頼みの福

祉サービスは期待できないと不安が募っています。

では、私たち誰もができることはないでしょうか？

そこで、もう一度、周りの人に目を向けて「助け合

い」を始めてみませんか？ 

昭和５７年、私は教員２年目の２４歳の時、希望

して久留米市立養護学校（当時）に赴任。その 2

年後中学部の４人の子どもたちの担任となりました。彼らは知的障害が重く、自分の

意思を言葉で伝えられませんが、とても楽しい人柄。「今日はこんなことをしよう」と

ワクワクしながら通っていたことを思い出します。 

М君の家に集まり、「子どもの将来を考える会」などの話を夜が更けるまで語り合い

ました。共稼ぎだった私が乳飲み子を背負って参加すると、М君のお母さんは夕食を

出したり、「先生んとこの○○ちゃんは今日、預かるわ」と言ったり。まさに子育て支

援をしてくださったのです。その間、私は卒業後の障害児の進路を拓こうと教員仲間

と共に夜遅くまで動いたものです。みんな子連れで研修視察にも行きました。雑魚寝

の中、私の次男が夜泣き。びっくり反射のあるＴ子さんは眠れず、お母さんから叱ら

れたりなだめられたりしながら一晩が明けるのですが、翌朝にはこんな記念写真が…。

子どもの面倒を見合い、絆を深めていきまし

た。お互いに｢支援者｣だったのです。 

あなたの友人・知人、ママ友、お隣さんで、

何か困っていることに気づいていませんか？

まず自分が「支援者」になること。福祉サー

ビスに頼るだけではなく、助けたり助けられ

たりする関係をつくり始めてみませんか。 

（常務理事 馬場 篤子） 

2017 年３月 15 日発行 

周りの人に目を向けて、「助け合い」。 

一緒に始めてみませんか 
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 基幹相談支援センターの業務を開始し、6 ヵ月が経過しました。 

相談の中には、当事者だけで解決できるものもあれば、市全体としての取り組みが

必要なものもあります。例えば、強度行動障害

をもつ方は、受け入れ可能な短期入所先や日中

活動の事業所が限られており、本人もご家族も

お困りです。本人やご家族がどう頑張っても、

受け入れる事業所がなければ解決できません。 

そこで、この地域課題については、“強度行

動障害のある方を理解し対応方法を学ぶ機会

が必要だ”ということで、基幹センターでは「強

度行動障害支援者養成研修」を企画。地域を強

くしていく仕組みとして、地域生活支援協議会

の中に新たな部会を立ち上げようとしていま

す。市内には、たくさんの機関や事業所、活動

をしている方々がいますが、互いの活動を知ら

ないでいます。そこをマッチングし、活性化さ

せ、自分達で考えることができれば、自己解決

型の体制ができると思います。 

これからの人口減少時代に向けて、福祉サー

ビスだけに頼るのではなく地域での取り組み

も大切です。自ら繋がりを求めることができる

方はいいのですが、孤立や引きこもり、制度の

狭間にいる方に対しては個別の支援が行き届

いていないのが現状であり、その方たちも外と

繋がろうとはされません。困り事を発信したと

きに初めて問題が表面化するので、解決するた

めには一度にたくさんのエネルギーを要しま

す。そこで、このような緊急の個別支援の状態

になる前に、地域での居場所や遠巻きの見守り体制、相談先があればと考えます。 

昨年７月からスタートし、慌ただしく過ぎましたが、行政主導ではなく、行政とと

もに取り組んできたことでここまで実践できたのではと感じております。基幹の動き

についてはホームページや 3 月発行の機関誌創刊号『基幹通信』でご確認ください。 

（西部障害者基幹相談支援センター 大力 陽子） 

久留米市障害者基幹相談支援センター開設から半年、 

様々な地域課題に取り組んでいます 
 



パン･お弁当･クッキーで地域の人と繋がりたい！ 

お店でお待ちしています！詳しくはＨＰで… 
 

←パンセットのチラシ

(例) 

←お弁当予約チラシ 

↑今月のおすすめ！チラシ 

『パン工房ポレポレ』は、昨年４月から工賃をアップし

たいという思いで、学校や企業、保育園などに５００円パン

セットの企画販売を実施し、今では１００件を超える販売先

にパンをお届けすることができるようになりました。各所に

配達することで、今まで伺ったことのない幼稚園や保育園の

皆さんと出会い、ポレポレのことを知ってもらう機会となり、

新しい繋がりができてきました。これからもこの繋がりを大

事にして、おいしいパンを届けられるように頑張っていきた

いと思います。  （出会いの場ポレポレ 小川 真太朗） 

 

 

『惣菜処ぽれぽれ』は上津エフコープ店内にあり、お弁

当の製造販売や配食、ケータリングなどをしています。お

弁当の配達先やご来店されたお客様から、直接「おいしか

ったけん！また頼んだよ」「○○さんがぽれぽれはいいよと

言われたけん、頼んだよ！」「手作りで美味しい」とほめて

くださることがあります。もちろん、時折、厳しいお言葉

もありますが、これからも上津の皆さんや久留米に必要と

される店作りを行い、お弁当・お惣菜を通して皆さんと繋

がり、お役に立てるように頑張っていきます！ 

（惣菜処ぽれぽれ 山下 剛） 

 

『夢工房』が御井町でクッキーとバナナケーキを作り、

販売を始めて 28 年。試作試食を繰り返してできたクッキ

ー、バナナケーキは地域等のイベントでの販売だけではな

く、市内の給食や遠足、入学・卒業祝い用菓子に、また隣

接している久留米大学の進物用菓子セットとしてもたくさ

ん利用していただいています。また毎年、御井小学校の 4

年生によるクッキー作業室の見学会や 11 月の御井フェス

タで販売と交流も実施。今、新しい商品も開発していると

ころです。私たちの願いは、これからも利用者の皆さんが

地域の中でお菓子作りやカフェの仕事ができること。たく

さん注文をいただき利用者さんのやる気に、さらには工賃 

に繋いでいけるよう全員で作りつづけたいと思います。 

（夢工房 山本 眞理子） 



自分たちの暮らしのために、 
コミュニティをつくっていきましょう 

日本の人口が１億人になる２つの時代（①１９６７年、

②２０５０年）。同じ人口であってもその社会は真逆の

別物です。高齢者の人口「①１０人に１人、②１人に

１人（肩車の状態で支える）」。世帯人員数「①４．４

人、②２．２人（バラバラに孤立化）」。つまり、２０

世紀に築き上げてきた「みんなが稼いで、弱い人を助

けよう」という社会保障システムは、これからの時代

では機能不全となり、バブルのようにはじけとんでし

まうかもしれません。これからサービスが薄まり、支えてくれる人がいなくなる…こ

れは障害の有無や老若男女に関係なく私たちみんなの課題です。 

そんな時代の到来を目前に、人口減少する縮小日本では「共生社会」が社会保障の

大きなキーワード。今、厚労省も『「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現』として住

民主体の新しい社会保障への転換を打ち出しています。障害分野の大きなフォーラム

でも、人口減少と共生社会は、ここ最近テーマとして大きく取り上げられるようにな

りました。 

サービスも何もない時代には家族だけではなく、自治組織や向こう三軒両隣の付き

合いなどのコミュニティが様々な機能を果たし、相互の生活を助け合っていました。

今では、多くの人がわずらわしさやつながりの必要性を感じずに、そういうコミュニ

ティがほとんどなくなっているように思えます。 

私は２０５０年には７０代。「自分が困った時にコミュニティに入るとか、はじめれ

ばいいや…」。しかし、身の回りの現実を見てみると、そんなことができている人はほ

とんどいないように感じます…やはり元気な内からそういうコミュニティをつくって

おき（入っておき）、お互い様の関係をつくっておける人たちがコミュニティに支えら

れているように感じます。 

「国が何とかしてくれる…」「まだ逃げ切れる…」「全然期待していない…」など世

代によって違う社会保障への思いを、世代を超えて「自分たちで何とか助け合おう…」

と切り替えるのは時間がかかるかもしれませんが、まずは自分のこととしてはじめて

みることが大切ではないでしょうか。 

私は、自分なりのコミュニティづくりをはじめるために、地域行事に積極的に参加

し、いろいろな役を引き受けることからはじめています。同世代だけでなく次の世代

も続いてやっていけるようにすることが大事だと思います。 

各職員をはじめ関わる人たちと当法人の仕事の枠を超えた「私事」が広がっていき、

地域をつくっていくことも大切な法人の役割だと考えています。 

（本部長 浦川 直人） 



学習会・新年会 報告 
テーマは「多世代で混ざり合う！」 

 
1 月、「ハンズオン！埼玉」の西川さんによる講演。 

１月１２日、ＮＰＯ法人「ハンズオン！埼玉」

の西川さんを講師にお招きして、出会いの場ポ

レポレにて『地域をもっと元気にする「しかけ」

づくり～おとうさんのヤキイモタイム～』学習

会を開催しました。当日は地域の保育園のお父

さん、若者、子ども、ご年配の皆さんなど多世

代の方々が参加し、西川さんによる「おとうさ

んのヤキイモタイム」をはじめ「お父さん遊園

地」「七輪の侍」などの話をお聞きしました。 

この学習会で目を輝かせたのは意外（!?）にも、若者より地域の高齢者でした。西

川さんが持参した小道具ですぐに遊んでみたり、興味津々で質問をしてみたり。「高齢

者は○○だ、若者は○○だ」と思い込まず、こうやって混ざり合い一緒に学習するこ

とでたくさんの発見があり、面白いことが生まれてくるのではないでしょうか。   

学習会の詳細は、ＮＰＯ法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会の石橋祐子さんが当法

人のホームページで紹介されています。ぜひ、ご覧ください。 

（出会いの場ポレポレ：浦川 直人） 

 

1 月、ポレポレ倶楽部の新年会。多世代の約 70 名が集合。 

１月 17 日、ポレポレ倶楽部（当法人の後援団体）の新年会を催しました。今年は

スタッフ、保護者、地域の方々、総勢 70 名程の参加で盛大に新年会を執り行う事が

できました。特に、様々な行事等でお世話になっている方々にも参加していただく事

ができ、より一層多くの方と混ざり合い、楽しい時間を過ごす事ができました。 

例年感じている事ではありますが、安武のお年寄りの方は何と言っても元気でパワ

フル‼ 今年も飲んで、食べて、歌に踊りといろいろな面で新年会を盛り上げていただ

きました。年齢など感じさせないあの元気。ポレポレの若いスタッフも見習わないと

いけませんね(笑)。最後には何故か毎年新年会の名物となっている『黒田炭坑節』を全

員で踊って会を締めくくりました。本当に楽しい時間を過ごす事ができたと思います。 

今、地域コミュニティのあり方が大きな課題となっていますし、倶楽部会員も高齢

になってきている中、より一層多世代で協力していく必要があると感じています。今

年度もいろいろな場面で多世代が混ざり合い、手を取り合い協力しながら、様々な行

事等で活躍していけたらと思います。 （担当 出会いの場ポレポレ 児玉 元気） 



寄稿 １２月、安武町名物「暮れの市」を 

地域のみんなで復活させました。 

１２月２９日、安武町の中心部にある元･ＪＡそらまめ直売所にて「年末大売り出し

（暮れの市）」を開催しました。この直売所は、生産者の高齢化や売上の減少などで課

題が生じ、昨年３月より閉まっていました。ところが１２月に入り、突然！安武の町

づくりメンバーの若い二人の女性から「町の活性化の為にそらまめ直売所を開け、暮

れの市をやりましょう」との申し出があり

ました。それから、あわてて地域の方々に

呼び掛け、話がまとまったのは１２月中旬。

集まった協力者は、農業生産者はもちろん、

コミュニティセンターや出会いの場ポレ

ポレ、安武町でご活躍の有志の方々に呼び

掛けました。暮れの忙しい中、広報や経理、

販売などの役割分担が次々と決まりまし

た。すごいのは開催チラシを 15 日の「回

覧板」に挟んで、地域住民全員に配れたことです。また、「当日は寒いので、来場者に

豚汁を無料でふるまおう」と、「三原さん家」の三原圭子さんが呼びかけた 70 代 80

代の方々が夜遅くまで仕込みをされました。 

お客さんは開店前から続々と来られ、３０分もしないうちに２ヵ所のレジに長蛇の

列ができ、レジ係の皆さんは慣れない仕事に大奮戦です。買い物の後、お客さんは、

温かいそして愛情のこもった美味しい豚

汁をニコニコ顔で食し、満足して帰られ

ました。久し振りに安武町の中心地に大

勢の人が集まり、活気を取り戻したよう

で、売上もそこそこありました。 

また、このような催しが高齢者の生き

がいづくりになると実感した出来事があ

りました。正月用品のしめ縄・松竹梅等

を販売したのですが、ある生産者宅へお

電話したところ、息子さんから「父はデ

イケアに通っておりますし、できるでしょうか？」と。後日、ご自宅を訪問しました

ら、８０半ばのお父さんは「俺の出番が来た！」と張り切り、翌日からテキパキと仕

事をされ、当日は立派な商品と数量を揃えて、生き生きとした表情で来られました。

この催事で、町の皆さんに生きがいと笑顔を生み出した事に幸せを感じました。発起

人の二人の女性に感謝！！ 

（安武野菜づくり仲よし会 野間口 保之） 



寄稿  安武校区福祉活動５ヵ年 

[平成 29 年から 33 年]計画策定 

だってんまざりあって支え合えるまちにしたい！ 

 安武校区は高齢化（３０.８％）が進み、支援が必要な方や空き家が増えています。

また、『子ども食堂』を実施していても子どもの貧困の実態などが掴みにくく、地域

づくり・農業の担い手の減少、とりわけ若い世代の担い手不足が深刻な課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、第５次（平成 29 年～3３年）安武校区福祉活動５ヵ年計画を作成する前に、

年齢別人口の推移や空き家状況、住民の意識調査などを実施。その中で、うれしいこ

とがありました。安武町はほぼ全域が市街化調整区域・農業振興区域であるため、な

かなか新居建設ができないのですが、小学校低学年の人口が増えています。また、「困

った時に助け合える近所付き合いはありますか」という問いに「ある」「どちらかとい

うとある」の回答が圧倒的でした。さらに、「自然環境・人間関係など子育てしやすい

環境だと思いますか」「地域の伝統や文化を誇りとして多様な考えを受入れ、継承され

ていると思いますか」の問いに「思う」「やや思う」の回答が多くありました。この結

果は、これまで住民による支え合いが積み重ねられてきたからだと実感しました。 

この支え合いを強めるために、安武住民一人ひとりに、初めからワークショップな

どをして意識付けをしたり、何かを一緒にはじめたりすることが大切だと思っていま

す。具体的には「子どもから高齢者まで様々な世代が集う場づくり（地域食堂、子ど

も食堂、校区文化祭、安武まつり、ポレポレ祭りなど）」や「次世代を担う若者が生き

生きと活躍できるような機会づくり」、そして「農業の果たす役割を見直す機会づくり

（百祥会、安武そら豆復興作戦など）」「誰もが自由に活躍できるような移動支援の体

制づくり」などです。このような活動を一緒に苦楽をともにしながらやっていく中で、

信頼関係を築き「安武町をだってん混ざり合って支え合えるまち」にしていきたいと

思っています。       

（安武校区社会福祉協議会 会長 原 英康）  

 



４月 23 日(日) 

｢第２回安武そら豆祭り｣を開催！ 

冬越しをして、すくすくと成長中。 

 

 いよいよ 4 月中旬から 5 月上旬、そら豆の収穫

が近づきました。昨年は皆さんに安武そら豆のこ

とを知っていただこうと、初めて『そら豆祭り』

を開催。今年になって「そら豆祭りは？」という

お声を地域の方々よりたくさんいただいています。

「勿論、今年も地域の方々と一緒に開催したい」。

その思いは皆さんに届き、「安武そら豆」ファンの

輪が確実に広がっています。 

ぜひ会場に遊びに来てください。 

日 時：平成 29 年 4 月 2３日（日）10 時～13 時 （雨天決行） 

場 所：JA くるめ安武農産物直売所 そらまめ 

（久留米市安武町武島 776-3） 

内 容：そら豆料理の販売、地元野菜等の販売会

など 

 

4 月 東京のスーパーにて販売開始！｢安武そら豆販売応援店｣を募集中！ 

委託販売をしていただけるお店を探しています。 

安武そら豆は、とても味が濃いと評判です。

4 月には東京のスーパーでの販売も決定しま

した。安武そら豆復興作戦は、安武町のそら

豆がブランド化され全国的に有名になること、

そして安武町の、そして久留米のまちづくり

につないでいくことが目的です。今後も販売

網を広げることで、そら豆が有名になり、安  

武町の魅力の一つになることを願っています。

皆さんのお知り合いで、委託販売に御協力いた

だけるお店などがありましたら、ご紹介ください。 

現在、加工品として、豆板醤やそら豆パウンドケーキ、そら豆のパスタソースなど

の新商品を試作中です。ご期待ください。      （統括本部長 北岡 さとみ） 

※ 4 月より採れたてのそら豆を全国に直送いたします。詳細はホームページで紹介し

ています。ご予約のお申し込みはポレポレ事務所（電話 0942-27-2039）まで。 

※ 委託販売についても、お気軽にお問い合わせください。 


