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私のボランティアに対する想い 
理事長 田 村 耕 

今回、改めて私の・そして私たちのボランティアに対する想いをご報告したいと特集を組みました。 

現在の「ゆうりんの家」の活動とともにご紹介します。 

～田村理事長のより深い考えを聞くため、いろんなことを質問してみました～ 

「ゆうりんの家」 は 2000 年から任意のボランティア団体としてスタートしました。 その後ＮＰＯ法人に組織変更。 

今では有限責任事業組合に再度組織を変え、時々のタイムリーな組織にしながら、障害のある方々の利便性に寄 

与してきました。 そのなかにあっても、私の理念は当初より一貫しています。 

「障害者も一人の人、お互い対等になるには障害者であっても出来ることは積極的にする。出来ない部分のみサポートして 

もらう。」 「障害があっても一人の人間として、自由に・生き甲斐を持ち・意義ある人生を歩み続けられるようにしたい」 

こういう想いで接し取り組んできました。 

Ｑ．「障害者も一人の人、障害があっても出来ることは積極的にする」とはどういうことですか？ 

Ａ．私には“障害者だから何でもしてもらう”という考えはありませんネ。これは「ゆうりんの 

家」発足当時から変わっていません。工夫しながら自分で出来ることを積極的にし、出来 

ない部分のみ援助を受ける。こうでないと一人の人間として生きていけない。ちょっと厳 

しいと思われるかも知れませんが、現実は実際そうなんですよ。 

Ｑ．具体的には？ 

Ａ．私は障害者も役割を担うことが大切だと思っています。何でも良い 

のです。社会との繋がりを持ち活動の中でかかわっていく姿勢が大 

事なのです。そういう係わりにはＶｏさんの役割も重要ですネ。 

Ｑ．空き缶リサイクルなどはいつ頃から？ その目的はなんですか? 

Ａ．もう４～５年になります。日曜日を有効に事務所などで過ごしてくれても良いですよという 

のが始まり。そのとき知り合いの飲み屋さんなどから、アルミ缶を処分してという話があ 

り、真っ先に乗りました。当初は安かったものの今では結構な金額になります。その後本人 

たちも随分成長しました。今では１日の量なども自分で決め、段取りなども他の人に指示で 

きるまでになりました。ここ数年いつも決まったVoさんと作業をしています。何気ない会話 

の中から、彼らの様々な様子が分かると Vo さん。当所の缶回収は彼らと共にあります。 

Ｑ．Ｖｏ（ボランティア）さんの役割とは何ですか？ 

Ａ．障害者のサポートは当然ですがそれだけではありません。一緒に何か 

をやり遂げていくこと。これが大事です。時として不安に思う障害者 

の背中を押してあげること・手を携えて共に行動し、自信を持ってもら 

うことも大切なファクターなんです。そうすることでＶｏさん自身も新 

たな発見があり成長できるのです。



Ｑ．今年に入ってフリーマーケットへの参加が増えていますね? 

Ａ．ことし前半だけで昨年の参加数を越えましたネ。フリマっていろんな要素を含んでいま 

す。基本は客商売。当然挨拶があります。買ってもらえばお礼も言 

います。そしてお金の計算もあるし釣銭も渡します。いくら売れた 

か最後の集計もあり当然片づけまで入ります。だから知的障害者 

も含めどんどん参加してもらい、一緒にお店を構えてほしい。そう 

いう中からひとつでもふたつでも身に付けてくれたら嬉しい・・・そんな思いもあり参加して 

います。回数が増えれば当然売上も増えますしネ！ 

Ｑ．各種イベントにも積極的ですネ? 

Ａ．春・秋のレク、一泊旅行は欠かせなくなってきました。特に各施設などが運営予算上旅 

行企画を減らしたので、当社はその受け皿のひとつ？ 障害者 

ってなかなか外部に出る勇気がない。でも当社は年々増加傾 

向。「皆で渡れば恐くない」と思えるのでしょうネ。企画者が 

年々真剣になっていくのが分かります。本当はスポーツ活動も 

取り入れたいが･･･スポーツは事前練習もする必要があり、難しい面が多い。そこが悩みで 

すね。せいぜい当面は府立体育館の「障害者スポーツの日」に参加できる程度でしょうかね。 

「ゆうりんの家」は、今まで障害者分野のボランティア活動を踏まえ、その枠を広げてきました。現在活動の輪は障害者分 

野のみに留まりません。そのひとつに「ばぁばのお家（うち）」があります。更には、リサイクルショップ「秋桜(こすもす)」は 

以前から取り組んでおりますフリーマーケットの延長として、地球環境リサイクルでいう心の豊かさも必要な要素です。私 

たちの活動が、共感の輪を広げつつあります。 

こういった事業収益を、私たちは「自立ホーム」の活動費用の一部に充てています。補助金を貰わず・充てにせず、自分 

たちで出来ることを模索しながら「ゆうりんの家」はコツコツと地道に「夢」に向かって邁進していきます。 

Ｑ．「ばぁばのお家（うち）」やリサイクルショップ「秋桜(こすもす)」のコンセプ 

トは何ですか？ 

Ａ．新たに託児所の事業を始めました。ここでは０歳児から就学前までの 

お子さんを一時預かりし、「子供には子供らしく、心豊かに成長して頂 

けるように」との思いと、またお母さん方の育児のストレスが少しでも 

解消でき、心豊かなお母さんがわが子を抱きしめてもらいたいとの 

想いで設立し、保育士もしっかりとお子さんを抱きしめていま 

す。更には、リサイクルショップ「秋桜(こす 

もす)」は以前からのフリーマーケットの 

「もったいない」精神の延長として、「まだ 

まだ使えるのに」という極々僅かですが地 

球環境リサイクルの一翼を担う目的もある 

のかなァ！ 

Ｑ．新しい事業にはリスクもつきもの。 

でも成功すると良いですね！ 

Ａ．「ばぁばのお家（うち）」などで出来 

ることはほんの一部かもしれませ 

んが、「ゆうりんの家」が行ってき 

たように、小さいことからコツコツ 

と進めてゆくことが、大輪の花を 

開花させるものと 

思います。「ゆうり 

んの家」の活動が 

私たちに示してく 

れたように・・・・・・・・ 

ですネ！ 

Ｑ．「自立ホーム」ってよく聞きますが一体どういうものなんですか？ 

Ａ．私の究極の目的は「自立ホーム」を作り・運営することにあります。障害者の方々が地域で活き活きと生活してい 

く姿をいつも思い浮かべています。そのために１０年も前に「家」の文字を「ゆうりん」 

に足しました。「ゆうりん」は「友達の輪」の音読みです。最初に書いた理念に到達す 

るのに、絶対に安心して暮らせる場が必要です。今はまだマンションの一室を借りて、 

細々と運営していますが、将来は自前で２０室くらい有する自立ホームをぜひ建設し 

たい。そしてみんなの笑顔いっぱいの楽しそうな語らいの輪に私も入りたいと思って 

います。この話をしだすともう止まりませんネ。どなたか土地をご提供いただける篤 

志家をご紹介いただけませんかネ。建物は私たちが自前で調達しますしネ！！



障害者とのかかわりのなかで ― その９ ― 

身近な暮らしから ―重病の妻とともに・・・・・家族で歩んだ１２年― 

㈱国際ツーリストビューロー 

富 田 秀 信 

独身でなければ一番身近な家族関係は夫婦間でしょう。 

その一方が倒れたら…今から１２年前の１９９６年４月、当時４９歳の妻は倒れました。私は働き盛 

りの４５歳、子どもは専門学校の長男、高２の次男、中１の長女の５人家族でした。急激な心臓発 

作で血液（酸素）が脳に送られない無酸素脳症。奇跡的に命は取り留めましたが、記憶・意識 

障害になりました。１２年経った今でも子どもたちの名前を正確に言えません。 

概ね６５歳以上を対象とする京都市の高齢者施策からは「４９歳は若すぎる」と、全て制度 

の対象外とされました。「対象外だから自己責任でやりなさい」と言うことでした。 

妻の介護、子どもの養育、そして私の仕事、全ての暮らしのことは自己責任でした。家族崩壊など行政の関知外のこと 

なのです。市民の暮らしを守るべき行政から見捨てられましたが、これまで様々な暮らしの中で出来た友人、知人が 

それに変わって応援してくれました。入院時の妻へ世話、退院してからは在宅見守り、無認可施設への送迎、家族への 

食事の世話など…。このおかげで私は妻の介護のため退職せずにすみ、子どもたちも退学せず無事３人とも希望の 

大学、専門学校を卒業し、今は結婚など独立巣立っていき、３０数年前のように再び二人だけの暮らしになりました。 

２０００年からの介護保険制度で妻は第二号被保険者となり、やっと制度適用になりましたが、要介護５の妻に十分 

なサービスと、私が普通に働く環境は保障されません。サービス外は全て自己負担（１０割負担）という現実です。現 

在８時からヘルパー来宅、昼間は施設通所、５時に私が帰宅して施設の送迎車を待ち受ける。住まいは南区の東寺 

前、勤務先は神戸・元町。職場の理解の下、こういう生活スタイルです。５時以降の延長や私の仕事の都合で（土） 

（日）ヘルパーや施設利用の場合、上述の様に全て１０割負担が情け容赦なく請求されます。 

朝、施設の送迎車が来るまで妻はヘルパーと過ごします。身の回りの世話をしてもらいます。介護と被介護の関 

係です。妻とヘルパーさんの二人の会話。会話と言っても記憶障害の妻の話は支離滅裂です。しかし、故郷の丹後町 

間人（ﾀｲｻﾞ）の事、長く仕事していた保母時代の事などの妻の原風景に及ぶと、喋る主役は妻、聞き手はヘルパーさ 

ん。保育園で子どもたちに教えていた童謡を歌う妻。歌は若年認知症の妻の「一番の友」。若いヘルパーさんは、そ 

の歌を知りませんので、妻が教えています。被介護者が介護者に「物事」を教えているのです。「介護間の発達」とも 

言うのでしょうか。認知症でも人に教える「何か」があるのです。 

妻と出かけます。交通手段のいわゆるバリアーは当然難問です。 

障害者トイレがなければ、妻の手を引いていつも男性トイレです。身体障害でなく、妻 

の様な若年認知症の場合、他人から正確に早く「認知」されにくいしんどさがあります 

が、皮肉にも、満員電車で「女性専用者」車両に夫婦で座れることもあります。 

二人だけの温泉地でもお互い男風呂、女風呂とはなりません。結局部屋の狭いバ 

スタブでという、何のための温泉旅行かとなります。海外の空港でもハンディキャップ 

というと直ぐ車いすを持って来こようとします。すぐ応えます。「マインドハンディ 

キャップウーマン」と。障害も千差万別なことを彼らにも教えます。そんな多くの事例 

が、私の旅行業務の生々しいヒントになります。当事者、生活者としての障害者ツアー 

企画が生まれます。 

日々の暮らしの中から、障害があろうとなかろうと、当事者にも家族にも、変化と発 

達が見られます。些細な事から社会が見えてきます。身近な障害者の一挙一動が制 

度と社会の変化を生み出す源のような気がします。 

富田さんは優秀な市民運動家であり、私が参加していた市民運動の中枢も担っておられた。幅広い活動をされてい 
た矢先、奥様が重い病に倒れ、その後のご苦労は計り知れないものがあります。当時は介護保険制度や障害者の諸 

制度もまだ整っていない時代。多くのボランティアで支えあえたのも、氏の広い人脈からでしょうか。以前から障害者 
分野と繋がりも深く、多くの障害者が楽しんだ小旅行「ひまわり号を走らせる会」などでも中核として活動され、授産施 
設などとの人脈の豊富さも、この難局を乗り越えられた一因でしょうね。私たちも福祉輸送に携わっている関係で、障 
害者関連の旅行などについて、氏のご意見を参考にさせていただくことも多くあります。以前はよくホノルルマラソンな 
どに参加されていたようですが、その後病後の奥さんとも行かれたとか・・・・・どこまでもバイタリティのある活動家でも 
あります。詳細は福祉ウェブページ「福祉広場」や書籍「子どもになった母さん」で氏を確かめて下さい。 (塩谷) 

子どもになった母さん 
仕事と妻の介護は綱わたり 

富 田 秀 信 編・著 (文理閣)



〈MY ROOM〉⑦ 藤 木 雅 博 

（もう 1 年経ちます） 

こんにちは。僕がこの連載をやりだして 1 年経ちました（持ちました）。最初はせっかくスペースを頂いたので色々 

書いていこうとモチベーションが高かったんですが、慣れてくると毎回発行日が早く感じるようになって、「えっ？ 

もうその時期ですか？マジッすか編集長。来月でしょ？」「お願いします！（編集長）」「来月と言う事で．．．」「お願 

いします！（編集長）」という感じで、いわゆる通信月は段々くじけそうになります。でも 1 年やっていると、少し 

ずつですが、直接・間接問わず何人かの人に良い感想を頂いたりします。おっ、ファンが出来た（笑）まあちょっと 

調子に乗らせて頂いてとりあえずもう 1 年頑張っていこうと思いますので宜しくお願いします。時経つの早ッ！ 

（ボランティア＝無償？） 

今回は編集長より、「全編ボランティアのテーマでやります。」という事で僕も足並みを揃えていこうと思います。と 

言っても、この事業所での現在に至るまでの経緯や今後の事、色々な機関の情報等は多分他のコーナーに掲載されて 

いるので、あえて少し味を変えてみようと思います。 

今思えば、僕はこの事業所と関わって５年程になりますけども、「ボランティア」という言葉をホンマに数え切れな 

い位使ってますね。職場内でもそうですし、対外的にもウチの事業所を説明するにあたって、この「ボランティア」 

はよく使ってきました。こないだちょこっとインターネットでの書き込みで検索してたんですけど、「ボランティア」 

の受け取り方って色々あるなと思いました。自分自身が変な受け取り方をしていないとは思いますが、一応定義を見 

てみると、代表的なモノで「自発性・公共性・無償」と書いてありました。自発性・公共性についてはその通りだと 

思うんですが（でも詳しく説明するとすごく枝分かれしてきますが）、無償というのは疑問ですね。ボランティアに 

ついて勉強されている方はご存知でしょうけども、無償がボランティアの定義の一つにされているのは、ボランティ 

アという言葉が日本で使われだしていつの間にか定着するようになったかららしいです。 でも無償の本来の意味はそ 

の行動・活動においての対価を得ない事だと思うんですが、いつ頃から存在しているのか分からないですけど、有償 

ボランティアとして定着し活動されている団体の事を見たり聞いたりしてると、 ボランティア＝無償としては成立し 

なくなってしまいます。そうなってくると僕なんかは、いわゆる無償と有償のライン引きってどこにあるんですかと 

思ったりするんですけど。 

先程のインターネットの書き込みで、この無償と有償について色んな人の意見が掲載されていたんですが、「何でも 

かんでも無償だとボランティアに行くのに抵抗がある」「手当てをもらって活動しているのは本来のボランティアで 

はない」他にも沢山ありましたが、何かそこのボランティア活動の物理的な要素？にこだわってはる方が多かったで 

すね。 別に無償でも有償でもどっちでも良いと僕は思うんですけどねえ。 ウチの事業所もそうなんですが、 ボランティ 

ア活動を主催する側としては、活動の規模に関係無くそれぞれにコンセプトが前提にあって、それに賛同・協力して 

くれる人達によって活動を支えて頂いてると思います。そこに活動の強制・義務はありません。無償・有償というよ 

うな要素は変に意識すると、かえって受け手が本来の目的を惑わせてしまいます。 

このテーマに限らず、 何でもそうなんですが人が行動を起こすのって自発的であっても他人からの提案であってもま 

ず興味を持つ事から始まり、それとそこで関わる人達との繋がりがあって興味を持ち続けていく事が出来ます。ボラ 

ンティアも、他の自分たちの色んな行動・活動と同じように興味があってちょっとやってみようか位の感覚的なもの 

で充分ですね。それが続いていけばボランティアの意味である自発性・公共性なんか勝手について来るし、無償・有 

償にこだわってはる部分は自然にクリアされてくると思います。 

スタッフ紹介 
［編集長より］ 
前号に続いて新しい仲間を紹介で 
きるのは嬉しい限りです。次号でも、 
一人紹介できるかな？と期待してい 
ます。「やればできるんじゃないの」 
との声とともに「ヘルパースタッフ 
の紹介はどうなってるの？」と、わり 
と近い場所から聞こえてきそうです 
が…。「私だって紹介したいのです 
よ！ホームページの求人募集への 
アクセスは多いんですけど、なかな 
かねぇ…。」皆さんと共に、このコー 
ナーを盛り立てていきたいナ！ 

個人情報の保護により表示できません



編 集 後 記 各種ご協賛賜り 

ありがとうございます 

賛助会費 

・千幸様 

ゆうりんの家の運営は、多く 
の方々のご支援ご協力によ 
り成り立っています。 

・通信の編集・配布作業が終われば、毎年恒例の 
一泊旅行の準備。今年もボランティアさんにご協 
力いただきながら、皆さんの思い出にいつまでも 
残る楽しい旅行にしたいナ！ 
・ゆうりんの家のホームページを先月リニューア 
ル。これまでのあゆみやボランティア活動はもち 
ろんのこと、通信のバックナンバーもご覧いただ 
けますので、是非アクセスしてくださいネ。（Ｔ．Ｍ） 

・富田さんの当時の介護状況を今でもはっきりと 
覚えていると妻は云う。彼女も Vo のひとりとし 
て、側面から少しだけ支えていました。「当初は支 
える方全てがボランティア参加で、金銭ではな 
く、人間どおしが繋がり、Ｖｏの大切さを教えてく 
れました」と。 ・私たちも多くの Vo 活動を通し 
て、人の繋がり、温かさは身をもって感じてきまし 
た。 今後もその精神は大事にしたい。 （Ｔ．Ｓ） 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ ― パート１２ ― 私が想うボランティア感 

今回はボランティア特集に合わせたテーマで綴ってみました。視点と言うよりは私の想いですが… 

ボランティアさん探しをキッカケに… 

学生時代や授産所へ通所していた頃から現在に至るまで、ボランティアさんには行事や活動 

などを通じてお世話になってきました。そのような中でも一番印象に残っているのは、初め 

て私自身が個人的にボランティアさんを探したときのことです。 今から 10 年近くも前のこと 

で、当時は現在の障害者自立支援法による移動支援（ガイドヘルパー）のような福祉サービ 

スはなく、外出するときは両親に付き添ってもらうことがほとんどでした。しかし、いつま 

でも両親に頼っていてはいけない、また、世代の近い人ともいろんな場所へ出かけてみたいという思いもあり、ボラ 

ンティアさんを探し始めました。でも、どうやって探して良いかもわからず、知人に相談し教えてもらった「京都ボ 

ランティア協会」で一人のボランティアさんを紹介していただきました。そのボランティアさんとは一緒に映画を観 

に行ったりしましたが、それまで引っ込み思案気味（どこがやねん！と突っ込まれそうですが…）だった私が、ボラ 

ンティアさんを探すという行動を通して積極的になれた、私にとって印象深い大きな出来事でした。 

ボランティアって… 

普段ボランティアという言葉をあまり意識することなく使っていましたが、あらためて考えてみました。ボランティ 

アをする理由は人それぞれ。 “誰かの・何かの役に立ちたい”とか“活動を通して自分自身を向上させたい”とか…。 

私の中のボランティア感は、助け合いや思いやりの心が基本にあって、その延長線上に様々なボランティア活動があ 

るのかなと思います。人は誰かの支えがなくては生きていけない。お互いが支え合いながら日々の暮らしや生活が成 

り立っています。だからこそ、障害者である私自身もただ受身だけでなく、私にも出来るボランティアもあり、ゆう 

りんの家での様々な催し物や活動にも携わらせてもらっています。よくボランティアをしている人に対して“あの人 

はエライね”のように特別視されている方って多いと思います。これは一般的にボランティア＝奉仕活動との意味合 

いが浸透しているのと“自分にはできない”と思われている方が多いからなのでしょうね。でもボランティア活動を 

している人のほとんどが、自分自身のことを“エライ”とは思っていないはずです。ボランティア活動を特別なもの 

として捉えられるのではなく、誰かが困っていたり助けを必要としていたら、自然と手を差し伸べるように、誰でも 
自然に活動・行動できるような優しい社会になれば良いなと思います。 

ちょこっとボランティア情報 ～このようなボランティア活動もあります～ 

いろいろ調べてみると多種多様なボランティアがあることにビックリ！今回は、従来の「ちょこっとバリアフリー情報」のス 

ペースで「ちょこっとボランティア情報」を紹介します。興味のある方はお問い合せください。 

・災害ボランティア 被災地の迅速な復旧・復興を図る上では、自発的なボランティア活動が大きな役割を果たして 

います。 【京都市災害ボランティアセンター】 ＴＥＬ．075-354-8728 http://ksvc.jp/ 

・図書館ボランティア 書棚の図書の整理、図書の書棚への配架、図書の修理，OPAC（検索機）の操作説明など、市内各 

図書館で１回２時間程度の活動です。 【京都市図書館】 http://www.kyotocitylib.jp/ 

・子育てボランティア 地域の児童館などで、イベントのお手伝いや日々 

の子どもの遊び相手、集団帰宅の際の見守りなど 

が中心の活動です。 

【子育てボランティアバンク】 ＴＥＬ．075-256-0280 
http://www.kyo-yancha.ne.jp/vbank/ 

・盲導犬のボランティア 盲導犬候補の子犬を１歳頃になるまでの約１０ヶ月 

間養育するパピーウォーカーや、引退・トレーニン 

グに合格できなかった盲導犬の里親などのボラン 

ティア募集があります。 

【関西盲導犬協会】 ＴＥＬ．075-256-0280 
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kgdba/ 

このような活動も… 

自らの私財をなげうち新たに作った個 
人の思い。古くからの町屋の一部を改 
修活用した取組もあります。これらの運 
営はボランティアで行われています。 

・とねりこの家 ＴＥＬ．075-431-7600 
http://www.geocities.jp/tonerikonoie/ 

http://blog.livedoor.jp/toneriko01/ 
・下京ふれあいサロン ふう 

ＴＥＬ．075-351-4004

http://ksvc.jp/
http://www.kyotocitylib.jp/
http://www.kyo-yancha.ne.jp/vbank/
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kgdba/
http://www.geocities.jp/tonerikonoie/
http://blog.livedoor.jp/toneriko01/


♪ ♪ ♪「 「 「ゆ ゆ ゆう う うり り りん ん んの の の家 家 家」 」 」を を を知 知 知っ っ って て てい い いた た ただ だ だく く くた た ため め めの の の事 事 事業 業 業案 案 案内 内 内用 用 用リ リ リー ー ーフ フ フレ レ レッ ッ ット ト トで で です す す♪ ♪ ♪


