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スマイルごはんプロジェクト（大道芸人オマールえび）

みんなのこども食堂を
大道芸のプロジェクトで

もっともっと笑顔いっぱいに！

シリーズ
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新型コロナウイルスの流行が続いている。各種産業の窮状は家庭にも影をおとし、両親の仕事の都合などで家族揃っての食事が
困難な子供もいる。そんな子供たちの食生活を支援しようと、今、「こども食堂」が各地で活躍し“孤食”の解消などで注目されて
いる。「スマイルごはんプロジェクト」は、ひとりでも多くの子供たちがこの「こども食堂」で、おいしく楽しくごはんが食べられるよ
うにと立ち上がった大道芸人のグループだ。今回はシリーズの特別編として、プロジェクトのリーダー、NPO法人中部大道芸ネット
ワーク理事長、オマールえびさんの恵那にある道具部屋にお邪魔してお話をうかがった。

科学実験ショーからアクロバット・クラウンまでと多彩なレパートリーで絶大な
人気のくす田くす博さん。東京都ヘブンアーティストライセンサー。

愛知県には魅力ある人・
場所・出来事がまだまだ
いろいろ。そんな愛知の
とくダネを毎号シリーズで
お届けしています。

あいちの
イイとこ
探檢隊

シリーズ

◆�東日本大震災の被災者支援の大道芸
フェスティバルからこども食堂の支援に

�
「それは2011年の東日本大震災の被災
地へ義援金を贈ろうと始めたチャリティの
大道芸フェスティバルがきっかけでした」。
代表の「オマールえび」こと鈴村仁志さ
んは「スマイルごはんプロジェクト」へと
繋がる組織の発端からそうお話しされた。
2011年当時はイベントが軒並み自粛
ムード。大道芸どころではなかった頃だ。
「現地に慰問にも行きましたが、『もっと
被災地のために何かできないか』と大道芸
人仲間が結集して開いたのが、このモリコ
ロパークでのチャリティの大道芸の催し。
回を重ねるうち、ここで出会った仲間で話
し合い、2017年にまちづくりや被災地等
の支援活動を目的とするNPO法人を立ち
上げたというわけなんです」（鈴村）。
毎年のフェスティバルも今ではすっか
り定着し、「モリコロパーク大道芸フェス
ティバル（通称「モリ芸」）も今年の4月に開
催予定のもので9回目を迎えるまでに。

「そうこうするうち、『こども食堂』の活
動と出会いました。子供たちのごちそうを
前にした笑顔と大道芸に接した時の笑顔
には相通ずる幸せがあります」（鈴村）。
こうして鈴村さんの発案で生まれたの

が「スマイルごはんプロジェクト」。はじめ
は地域の「こども食堂ネットワーク」から
の依賴を中心に動いていたが、そのうちク
ラウドファンディングも活用し、各地の
「こども食堂」とのコラボレーションを積
極的に主導するようにもなっていった。

◆�プロジェクトのスタート直後に起こった
新型コロナの流行でイベントが困難に

一昨年の暮までは子供たちが食事しなが
ら大道芸のショーを楽しむという、それこそ
ディナーショーのようなスタイルで“こども
食堂＋大道芸”イベントは実施されていた。
ところが、昨年の1月以来、新型コロナウイル
スの流行が全国各地であっという間に広が
り、3月・4月に出演する予定の「こども食堂」
からの依賴のイベントが相次いでキャンセ

ルになってしまう。
「もう4月あたりは、とても『こども食堂』
どころじゃない。マスクをしていても、ボ
ランティアの人たちが集まって料理する
こともあわせて、子供たちみんなの食卓や
大道芸のステージに集まること自体、クラ
スターになるからという状況で」（鈴村）。

◆�三密回避、少人数化、屋外開催、フード
パントリーなど感染対策をいろいろ工夫

とは言え、新型コロナ禍で「こども食堂」
の需要はますます高まるばかり。
「スマイルごはんプロジェクト」は、今で
は、感染防止の対策も万全にし、会場手配
や食材調達などの独自プロデュースによ
る食事（100円）付きの大道芸イベントと
いう形で実施している。
「コロナ不況で貧困対策もという面から
体面上『こども食堂』というだけでは行き
づらい子もいる。でも『大道芸人の面白い
イベントがあるよ！』のアピールなら、コ
ロナ禍で困ってる子も、そうでない子も一

スマイルごはんプロジェクト（大道芸人オマールえび）

まだ、新型コロナウィルスが流行する前にはこうしてちびっこたちが集まって大道芸を楽しんだ。
このみんなの屈託のない笑顔のために大道芸人たちは日々技を磨く。

コミカル、パワフル、グッとくる
ライブパフォーマンスの
大道芸に今できること
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http://smilegohan.cdn.or.jp
■お問い合わせ先

NPO法人中部大道芸ネットワーク
●電話（代表) 050-3635-7910
●メール　info@cdn.or.jp

地域の会館や公園施設な
どを活用して、子供たち向
けに食事付き大道芸ライブ
を開いてみませんか。さま
ざまな条件にマッチした大道芸のプログラ
ムをご提案します。

の活動を支援しています。

愛知労福協は

小手調べにと道具部屋の棚にあった大きなけん玉でしな
やかなアクションを披露されるオマールえびさん。

緒に大道芸のライブを楽しみながら美味し
いごはんを食べられますからね」（鈴村）。
………………………………………………
●スマイルごはんプロジェクトの主な実績
【カフェうぃこっちゃね（三重県いなべ市）】
＊2020年8月1日〜2日・13時〜14時
＊�「地域おこし協力隊」が小学校の廃校で
運営する教室カフェとコラボ。

【恵那文化センター（岐阜県恵那市）】
＊2020年8月8日〜9日・11時〜14時
＊恵那市と共催で屋外で実施。
【ララグラン（愛知県田原市）】
＊2020年9月12日〜13日・11時〜14時
＊屋根のあるオープンスペースで実施。
【モリコロパーク（愛知県長久手市）】
＊2020年10月10日〜12日・11時〜14時
＊屋根のあるオープンスペースで実施。
【こども未来館ニコニコ（愛知県豊橋市）】
＊2020年10月24日・11時〜14時
＊同施設の後援を得て芝生の上で実施。
【愛知健康の森公園（愛知県大府市）】
＊2020年10月24日〜25日・10時〜15時
＊公園の屋外スペースで実施。
【大高緑地（愛知県名古屋市）】
＊2020年11月23日・11時〜15時
＊屋外の交通公園で実施。
【みんなのいえ（愛知県東浦町）】
＊2020年12月19日・10時〜11時30分
＊�50名参加と小規模なのでこども食堂に
よるフードパントリーとして実施。

【つなぐハウス（愛知県名古屋市）】
＊2020年12月21日・11時〜
＊�お弁当はこども食堂「つなぐハウス」が提
供。少人数で室内で実施。

【前津児童館（愛知県名古屋市）】
＊2021年1月9日・11時〜
＊�11月実施の予定が直前に学区の小学校
に感染者が出て1月に延期に。子供たち
も熱望していたので食事抜きで実施。
………………………………………………
「今はみんなで食事しながら大道芸を楽
しむのはまずムリ。フードパントリーといっ
てお弁当を別に渡したり、ショーと食事の場
所を分けたり、各施設のカフェやキッチン
カーも利用します。理想はディナーショーみ
たいなカタチなのですが」（鈴村）。

◆�オマールえび誕生のきっかけは公民館
の市民講座で学んだジャグリングから

そもそも鈴村さんはどんなきっかけで大
道芸人「オマールえび」になったのだろう。
「初めは市役所の税務課にいたんですけ
ど、異動で市の公民館の担当に。その時、市
民講座でバルーンアートとかジャグリン
グがあり、個人的に講座を受講したことが
きっかけでした。やってみたらどんどん上
達していっちゃって…」（鈴村）。
その時の師匠の紹介で、いつのまにか町

内や市の行事でも有名に。メキメキ腕をあ
げ、全国各地の有名な大道芸コンクールで
も何度か優勝。最も取得が難しいと言われ
る東京都の「ヘブンアーティストライセン
ス」も獲得している。
「その後、市の図書館の担当に変わった時
に、本の朗読の世界に触れ、今は大技のジャ
グリングと、子供向けに“絵本の読み聞か
せ”をレパートリーとしています」（鈴村）。
大道芸フェスティバルの実行委員だった

頃は、まだ市役所職員と大道芸人の2足のわ
らじだったが…「仕事も大道芸もどんどん
キャリアが上がるうちに、どちらかを選ば
ないのは不誠実と感じて」（鈴村）…3年前に
「オマールえび」を名乗りプロの大道芸人と
して独立。子供たちのステキな笑顔を目標
に技を磨くのに余念がない。

大道芸とは別にランチボックスのお弁当を手渡すフードパ
ントリーでは、キッチンカーの協力を仰ぐこともしばしば。

「かふぇうぃこっちゃね」でのイベントでは廃校舎の広い
教室で来場者どうしの距離をおいて実施された。

モリ芸2021
第9回 モリコロパーク
大道芸フェスティバル
◆4月24日（土）・25日（日）

◆この地域で活躍するNPO法人中部大道芸
ネットワークのメンバーほか、一流の大道芸
人たちが、青空の下、広大な芝生苑でとって
おきのパフォーマンスを繰り広げます。

豊橋市こども未来館ニコニコでは、広々とした芝生で大道
芸を披露。ASUKAさんのバルーンアートは大人気！

「スマイルごはんプロジェクト」のイベントの受付には当日
のメニューとともに食材の提供者が掲示される。
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東三河支部
退職準備セミナー
2021年1月16日 ・ 2021年2月13日
参加：21名 ・ 45名　(合計66名)
場所： アイプラザ豊橋 ・ 豊川市民プラザ

医療職場をはじめとする、
国民の生命・ライフラインを死守すべく、
連日現場で奮闘するすべての働く仲間に、
感謝と敬意を表します。

みんなで支え合い、
この難関を乗り切りましょう！

豊田支部
年末直送品斡旋　荷下ろし
2020年12月22日
参加：23名
場所： トヨタ輸送(株)堤整備工場

豊橋会場 豊川会場

愛

知

労

福

協
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尾張北支部
支部40周年記念ゴルゴ松本講演会
2020年12月16日
参加：162名
場所： 小牧市市民会館ホール

岡崎・額田支部
第12回退職準備セミナー
2021年2月6日
参加：66名
場所： 岡崎商工会議所

海部支部
友の会第42回ゴルフ交流会
2020年12月7日～12月8日
参加：15名
場所： エクセレントゴルフクラブ

伊勢二見コース ～ 伊勢神宮

知多支部
第40回写生大会（中止）
2021年4月4日～4月25日
場所： 知多半島5市５町

公園・公共施設・民間施設
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名古屋北支部
ハートフルパーティー
2021年1月23日
参加：10組（19名）
　　　 3組カップル成立
場所： キャッスルプラザ

（4Ｆ 梓の間）

秋季全体会議
2020年12月3日
参加：28名（役員含）
場所： れあろ
　　 ６F大ホール

チャリティーゴルフ大会の募金贈呈式
2020年12月15日
参加：12名
場所： 社会福祉法人
　　  「よつ葉の会」
　　  （障害者支援施設）

尾張西支部
退職準備セミナー
2020年12月19日
参加：69名
場所： 一宮駅ｉビル

名古屋東支部

名古屋西支部
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連合愛知・愛知労福協「助け合い運動支援金合同寄託式」

2月26日、連合愛知の執行委員会に先立ち、れあろ６階大会議室にて連合愛知と合同の
「助け合い運動支援金合同寄託式」を行いました。愛知労福協からは、福祉事業団体および
各支部を中心にご協力いただきました赤い羽根共同募金の寄付金207,204円を畑会長より
愛知県共同募金会へ寄託しました。

みんなで協力
フィジカル・ディスタンシングを心がけましょう ! ! ���

おこないましょう着用しましょうおこないましょうおこないましょう並びましょう おこないましょう

～コロナ禍だからこそ、必要な力～

ビジネス話し方セミナー

日　時

場　所

講　師

受講料

令和3年5月21日（金）　9：30～16：30

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
名古屋市中村区名駅4丁目4－38

リベル　代表  近藤 ひろえ

12,000円（消費税込）

職場で活かす

キャリアアップセミナー 受講者募集のお知らせ

この講座では、自分が意識して表現していること、無意識に相手に伝わっている表現などを理解し、
人と信頼関係を築くため関わり方・話し方のポイントをトレーニング形式で学びます。プレゼンが苦手、
オンライン会議で話が盛り上がらない、人見知りで接客が苦手、部下や顧客に信頼されたい、人と関
わる力を向上したいと考えている方などにお勧めのセミナーです。

〒450-0002
名古屋市中村区名駅４-４-３８
公益財団法人愛知県労働協会  労働教育グループまで

http://www.ailabor.or.jp/
TEL（０５２）４８５－７１５４　ＦＡＸ（０５２）５８３－０５８５

●申し込み･問い合わせ●
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連合愛知は、2月24日（水）〜25日（木）に「雇用SOS�
ちょっと待った！その解雇・雇止め」をテーマに“連合
全国一斉集中労働相談ホットライン”を実施しました。
コロナ禍の影響が多くの働く人々に及ぶ中、労働契約の
更新時期を迎える年度末に向けて雇用へのさらなる影響が
懸念されており、二日間で63件の相談が寄せられました。
内容は雇用に関するものが最も多く、「外国人が経営し
ている会社で3名の日本人だけが解雇された」「リモート
ミーティング時に5月末で解雇を通告され、退職金も出な
いようで納得できない」など、新型コロナの影響による
突然の解雇・雇止めに悩む人からの深刻な話が多く聞か
れました。
また、新型コロナ関連の相談は16件あり、「家族が新型

コロナに感染して濃厚接触者となった場合の休業補償は
どうなるのか」「会社規模を縮小するので正社員からパー
ト契約に変更すると言われた」など、さまざまな相談が
寄せられました。
労働相談ホットラインにあわせて実施する予定だった
街宣行動は、緊急事態宣言発令に伴い中止としました。
連合愛知は、今後も「労
働相談ダイヤル（0120-
154-052）」において、す
べての働く仲間の不安や
悩みに応えるとともに、
組織化を含めた助言や支
援を続けていきます。

連合愛知は2月26日（金）に「連合愛知助け合い運動」で
集められた募金の寄託式を、愛知労福協と合同で行いました。
「連合愛知助け合い運動」は、本年で29回目を迎え、
連合愛知構成組織の協力を得て集められた募金を愛知県
共同募金会に寄託し、民営小規模施設等の設備費や在宅
福祉サービス関連車両整備費、就労支度支援事業などに
役立てています。
冒頭、連合愛知・愛知労福協を代表し佐々木会長から、

コロナ禍で難しい取り組みの中、構成組織の協力により
昨年同等の3700万円を超える募金を集約できたことへの
感謝の言葉が述べられた後、愛知県共同募金会の白石副
会長に募金の目録が贈呈されました。
白石副会長からは「従来の募金活動ができない一方で、
生活に困窮する方への支援がより重要になっており、そ
の中で今年度も沢山のご協力を頂けたことに深く感謝申
し上げます」とのお礼が述べられました。
その後、昨年3名の児童が就職・進学支度支援金を受

領した晴光学院
の平島院長から
「養護施設の児
童は、金銭的な
理由により大学
進学率が生活保
護世帯よりも低
く、相当難しい。
また進学後は施
設を卒業して独
り暮らしを始めなければならない。皆さまから頂く支度
金は、児童が新生活を始めるためにとてもありがたいも
ので、感謝申し上げます」とのお礼の言葉がありました。
今年度の寄託金は3719万5565円となり、1992年か

ら継続している共同募金会に寄託したカンパ金総額は11
億2098万6479円となりました。構成組織・組合員の皆
様のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。

全国一斉集中労働相談ホットラインを実施

連合愛知は、3月5日（金）に『誰もが希望を持てる社
会を実現！安心・安全に働ける環境整備と「底上げ」「底
支え」「格差是正」で』をスローガンに、2021春季生活
闘争総決起集会を開催しました。
これからヤマ場を迎える2021春季生活闘争において、
要求実現と機運の盛り上げをはかるために行われたこの
集会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
名古屋市内のメイン会場と構成組織・各単組の約600会
場をZOOMでつないだ双方向集会の形式とし、約1800
人がオンラインで参加しました。
エッセンシャルワーカーの皆さんへの感謝とエールを
表した動画で開会した後、今春闘に向けた佐々木会長の
挨拶では「①分配構造の転換につながり得る賃上げの取
り組み　②感染症対策と社会の持続性をめざした取り組
み　③エッセンシャルワーカーはじめ中小企業・有期・
短時間・契約労働者の処遇を働きの価値に見合った水準
に引き上げ　③集団的労使関係を拡大していく組織拡大
の取り組み」について述べられました。
続いて4名の代表が決意表明をし、舟橋副会長の発声に

よるガンバロー三唱で、春闘勝利への意思固めを行いま
した。
春闘総決起集会の様子は連合愛知ホームページで配信

していますので、ぜひご覧ください。

2021春季生活闘争総決起集会を開催

労働相談の様子

カンパ金を手渡す連合愛知佐々木会長（右）

決意表明

舟橋副会長によるガンバロー三唱

あなたのやさしさが広げる大きな支援の輪
2020「連合愛知助け合い運動」による募金寄託式

名田
レアールパスコベーカリーズ
労組副執行委員長

久野
サービス連合中部地連

事務局長

足立
自治労愛知県本部

書記長

畑副会長



9

マネートラブルのリアル ②
東
海
労
働
金
庫

東海ろうきんの

誰も予測できなかった展開
貸金業法改正のポイントは、消費者金融（サラ金）の「高金利」

「過剰貸出」「過剰取り立て」を規制し、年収の３分の１を超え
る融資を禁じる「総量規制」を導入したことでした。
銀行カードローン急拡大の原因は総量規制がないこと。銀
行は貸金業法の対象外だからです。もう一つの原動力は、多
くの消費者金融業者が銀行と提携し、信用保証会社として生
き延びたからです。

銀行系なら安心⁉
銀行はローンの審査、リスク管理などのノウハウを消費者金

融業者に依存し、強力なタッグ関係が生まれました。
消費者金融は「銀行系カードローン」を名のり、銀行のブラ

ンド力も利用して大々的にＣＭを流しています。以前、多重債
務で問題視されたのは借金のＡＴＭともいえる「無人機」でし
たが、いまはどうでしょう？
ネットを通じて誰にも知られず借金を申し込み、「最短30分、

即日融資」「手軽さと安心」を売りに、銀行カードローンは若
者からシニアまで幅広く利用者を増やしています。お金はコン
ビニのＡＴＭから引き出せ、窓口に行く必要もありません。金
利は15〜18％と高金利のまま。
気がつけば多額の借金の返済に苦しむ人が増えています。

ハンパない⁉ カードローン

銀行カードローンの貸付残高は５.７兆円（２０１９年３月�金融庁）に達し、再び多重債務問題再燃の危機が叫ば
れています。２００６年、多重債務で自己破産者が増え、貸金業法が改正されました。当時の貸付残高は３兆円超、
いまのカードローンの伸びの異様さがわかります。
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3

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）

TEL  052-681-7741 （平日9：00～17：00　土・日・祝日、年末年始は休業）

お問い合わせ先

たすけあいから生まれた保障の生協です。
「こくみん共済　coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神
にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣
旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで
各種共済制度をご利用いただけます。

2220Z028

お出かけ前に点検を
こ
く
み
ん
共
済coop

愛
知
推
進
本
部
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〒456-0002 名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号 平日 9：00～17：00  GW・年末年始を除く

https://www.heartful.or.jp/
ハートフル事業部
住 宅 事 業 部

0120-101-810
0120-682-851

あなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポートあなたの「安心・快適・充実ライフ」をサポート

ハートフルセンターの生活    　 情報ハートフルセンターの生活    　 情報お 得

会員だけが利用できる

ネットショップ通販サイト 通称 ： ハモール

まずは会員登録を！
お得なだけではない！ 価値ある商品の数々がラインナップ！
ぜひ会員登録してご利用ください。

ハートフルパーティーハートフルパーティーハートフルパーティーハートフルパーティー

ハートフルカジュアルパーティーハートフルカジュアルパーティーハートフル
オンラインパーティー
ハートフル
オンラインパーティー

パーティー情報を随時更新中！
詳しい開催内容とお申込みはホームページをご覧ください >>>

アプリを登録してパーティー情報を
GETしよう！

7/3
●土

ホテルアソシア豊橋

名古屋東急ホテル
※男性は労福協名古屋南支部にて募集します。
※女性のみの募集となります。

※男性は労福協東三河支部にて募集します。
※女性のみの募集となります。

7/25
●日

28～40歳くらい

28～40歳くらい

※ハートフルカード番号を入力してください。

5/9
●日

各パーティーの詳細はHPにて

男女 各10名

男女 各10名

男性（一般）　
女性（一般）

男性（東三河支部/全）・女性（一般）

男性（名古屋南支部/全）・女性（一般）
5/22
●土

キラキラ水族館

カフェ メローズ

※男性は労福協岡崎額田支部にて募集します。
※女性のみの募集となります。

※男性は労福協名古屋西支部にて募集します。
※女性のみの募集となります。

6/12
●土

27～42歳

30～45歳

25～40歳

28～43歳

男女 各12名

男女 各8名

男性（名古屋西支部/全）
女性（一般）

男性（岡崎額田支部/全）
女性（一般）

ハートフルパーティーハートフルパーティー

男女 各5名 × 3回
年齢 20代・30代・40代
年齢 20代・30代・40代

●会員価格：1冊 800円

ZOOMアプリ使用

約55坪のゆとりある敷地に、明るく開放感のある
リビングやルーフバルコニー、ウォークインクローゼットなどこだわり
のプランもお選びいただけます。ご自身のライフスタイルに合った、
住宅（家造り）をご検討ください。お問合せをお待ちしております。

ハートフルセンター　住宅0120-682-851

限定3区画 子育て環境
が整った ふれあいの街

自然に恵まれ 利便性も高い街4/1より販売受付開始木 抽選日 5/11●火

分譲情報

「豊田市志賀」

今回分譲区画
道路幅員6m

9.25m

1号地 2号地 3号地

9.60m 10.25m

宅地整備工事完成予想図宅地整備工事完成予想図

183.88㎡
（55.62坪）1

181.05㎡
（54.76坪）2

182.37㎡
（55.16坪）

2,154万円

2,072万円

2,103万円3

敷地面積月々のお支払

ボーナス加算（年2回）

土地分譲価格

今回新たに登場する分譲地「アイルタウン豊田
志賀」。住みやすい環境が整った街にあり、こども園まで約11分、
小学校まで約15分と、子育て中のご家族におすすめです。
公園が近くにあるのも
うれしいポイント。

環 境 家造り

名鉄バス
「宝来町」停
徒歩約3分

名鉄三河線
「豊田市駅」まで
名鉄バスで
約15分

●名鉄バス「宝来町」停………………徒歩約 3 分（約240m）
●とよたおいでんバス「香九礼橋」停…徒歩約 6 分（約450m）
●益富こども園…………………………徒歩約11分（約850m）
●古瀬間小学校…………………………徒歩約15分（約1,200m）
●益富中学校……………………………徒歩約20分（約1,600m）
●トヨタ生協メグリア志賀店…………徒歩約12分（約950m）
●宝来南公園……………………………徒歩約 9 分（約650m）

グ
ラ
ウ
ンド

お申込み 宅地分譲から住まいの健康診断・耐震診断・耐震改善・省エネ
住宅・シロアリ対策までお住まいのお手入れと何でもご提案

88,701円

【販売価格】土地・建物
※別途諸費用が掛かります。

（税込）の場合
4,200万円

133,261円
※返済例は、4,000万円借入、
35年返済、自己資金200万
円、東海労働金庫（2021年
3月末現在、最優遇金利）を
利用した場合です。
　借入には条件があります。
別途、取扱手数料、その他
諸費用が掛かります。（保証
料なし）

地下鉄鶴舞線
上前津駅⇔豊田市駅
42分（乗り換えなし）

名
古
屋
市

中
心
部
か
ら
も

返　済　例

ハルカ会員
建築条件付

3

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）

TEL  052-681-7741 （平日9：00～17：00　土・日・祝日、年末年始は休業）

お問い合わせ先

たすけあいから生まれた保障の生協です。
「こくみん共済　coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神
にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣
旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで
各種共済制度をご利用いただけます。

2220Z028

お出かけ前に点検を
福
祉
基
金
協
会
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◆�複合的なケースに向き合う専門家チーム
　たとえば、ひきこもりは、心療内科など
で治療にあたるか、もしくは就労支援の
福祉施設で復職を目指す。だが実際には
…「治療や就労支援の場に行くことに一
歩が踏み出せずに悩んでいる方が多いの
が現状です。」
　コネクトスポットの理事長の山下祐司
さんは、精神科での勤務やデイケア・訪問
リハの現場の仕事の経験からこう切り出
された。「病院は疾患・障害の相談の場。
一方、当事者が本当に相談したいのは“生
き方”。ここを相談できる場をまちにつく
りたいと思いました。」（山下）。
　そこには複合的な社会課題があったり、
息子のひきこもりの相談に訪れたお母さ
んにもメンタル面の障害が、という場合も
ある。「そうしたケースに備えて、コネクト
スポットには、暮らしのケアのほとんど全
方位を網羅する↘専門の資格を持つメン
バーがいて、治療と福祉の間でさまざまな
ソリューション（解決策）に対応していま
す」（山下）。
◆百人百様のゴールに向かう伴走者として
　コネクトスポットでは、当人とその人間
関係・環境・影響する出来事なども含めて、
エコマップに書き出して見える化を図り、
そこから当人が思い描くゴールを目指す。
「家族が希望する姿でもなく、世間一般の

価値観でもなく、当人がこうありたいとい
うビジョンが大切です。ゴールは百人百
様。そこを目指すのは当人の力。我々はあ
くまでも伴走者。世間並の価値観で手を
引っ張ってしまってはうまくいきません」
（山下）。
◆�町づくりは人づくり＋居場所づくり
　山下さんの思いの根幹には。町づくり、
つまり町にあるさまざまな暮らしや仕事の
中での自己実現の多様さということがある。
　「心や障害や高齢化の問題は個人的な
ことだと言って片付けては、僕らが暮らして
いるのはとても冷たい町だという気がする。
　ひきこもりも、そんな人がいてもいいとい
う町であれば、それも自己表現のひとつで
あると捉えられますから。障害があっても、
ありのままが自然に受け入れられ、普通に
生きられる町が理想なんです」（山下）。
　コミュニケーション障害でも、プログ
ラムの仕事に卓越した腕前を発揮する人
もいる。長く不登校だったプロの漫画家
もいる。
　「コネクトスポットは、山奥の療養施設
みたいなものでなく、いつでも誰でも気軽
に立ち寄れる所にしたいんです」（山下）。
　スヌーピーの漫画「ピーナッツ」で、
チャーリー・ブラウンが立ち寄る“ルーシー
の精神分析スタンド”をちょっと思い浮か
べた。

シリーズNPO No.37

「今日は休んじゃお」が2・3日〜数週間・数か月に、という“ひきこもり”状態がある。あるいは、その
気持ちを抑えて日々学校や会社に行っていても、ふとしたことで対人不安に陥ることも。ここ「コネ
クトスポット」はそんな時、ふらっと立ち寄って相談できる場所。心が傷ついたあなたの、この町での
「最適な居場所探し」に、資格を持つチームが伴走支援してくれる。

東海ろうきんのNPO育成
助成事業より助成を受けながら
事業を推進しています。

自分らしい日常のくらしをつくり
共に生きる地域社会を実現する

コネクトスポットの理事長、山下祐司 さん。
＊作業療法士（精神・発達障害が専門）
＊キャリアコンサルタント

NPO法人コネクトスポット

スタッフのミーティング。相談案件のほとんどが複合的な
課題をあわせ持つので、チームでの連携は不可欠。

相談中の場面。関わる人間関係・環境などをエコマップに
書き出して“見える化”し、課題を解きほぐしていく。

利用者の方が描かれた作品によるデザイン展。
趣味の域を超えて十分仕事に活かせるレベルの作品も。

●�営業時間　月曜〜金曜の9:00〜17:00
　※土日、祝日、年末年始はお休み
●障害福祉サービス区分
　自立訓練（生活訓練）訪問型も含む
●対象者　18歳以上で以下条件の方
＊精神病・心療内科を受診中の方
＊障害者手帳をお持ちの方
＊難病の方、ひきこもりの方　など
　※もしくは上記の方の家族・知人の方
●利用期間・料金　（初回相談は無料）
＊利料期間は原則2年間
＊非課税・扶養内の方は自己負担なし
＊所得のある方は1割負担での利用
●サービス内容
＊訪問サポート
＊居場所サポート
＊就労サポート
＊家族サポート
＊オンラインサポート
↘�●スタッフ構成
＊作業療法士
＊介護福祉士
＊看護師
＊発達支援アドバイザー
＊臨床心理士
＊心理カウンセラー
＊キャリアコンサルタント　など

NPO法人コネクトスポット
https://npo.connect-spot.net/
地域生活サポートセンターコネクトスポット
岡崎市指定障害福祉サービス事業所
事業所番号：2313101525
〒444-0038�岡崎市伝馬通二丁目49番地

TEL　0564-73-6388
MAIL�contact@connect-spot.net

整体師を招いての体験講座。呼吸法を学ぶワークショップで
のひとコマ。心と身体とのバランスが大切。

定期的に開催される対話イベント。それぞれの実体験や
今現在の課題などをざっくばらんに話し合う。


