◎道草家の 外出支援日記
下窪俊哉
○月○日 毎週恒例になっている A くん（20 代）の
帰宅支援。まっすぐは帰らず散歩して、食事をしに
行く。最近は三軒茶屋にある担々麺の店に必ず行く。
彼は辛いものがダメなのだが、常連となった彼にお
店の人が気をきかせて「辛さゼロの担々麺を出しま
すよ」と言ってくれて食べて以来、彼はその店以外
の店に行こうとしない。食べてお腹がふくれたら、
散歩のつづきで世田谷公園まで行く。
○月○日 小学生の B くんの学校からの帰宅支援。
時間が短いときには、帰宅前に交通公園に行くのが
彼との恒例行事。足こぎのゴーカートにくり返し乗っ
て、ふざけてバカなことを言いながら帰宅。

「中村ひろきのバンコク日記その二」
私はバンコクにあるタイマッサージの総本山、ワッ
トポーにマッサージを勉強しに行ったのです。そこ
は十二三人のクラス授業でしたが、私以外は全員タ
イ人なのでした。
厳しい毎日の授業の中で自然とクラスがひとつに
なり、そのうち私はひとりの女の子を好きになって
しまった。それはまったくのプラトニックで、日本
に帰る前日に酔っ払って手をつないだのがせいぜい
なのでした。
ところが、帰国後その娘が男である事が発覚した
のです……。その時私は結婚していましたが、男同
志なのでこれは浮気にはならないと思います。

黒沢一樹の
○月○日 車椅子の C くん（20 代）の外出支援。彼
の支援では食事と、甘味がメイン・イベント。川崎
のフードコートで彼の大好物・海鮮丼にありつくと
「いえ～い」と言う仕草。トイレをすませて、奥沢の
OYATSUYA SUN にケーキを食べに行く。
○月○日 高校生の D くんの、学校からの帰宅支援。
彼 は と に か く ゆ っ く り、 ゆ っ く り 移 動 す る。 コ ン
ビニでお菓子を買って、HASUNUMA ☆ BASE へ行き食
べ、ベッドで寝転んだり、音楽を聴いたりしてすご
す。帰宅前、急に雨になり、けっこう本降りに。支
援者は早く帰り着きたいが、彼はマイペース。むしろ、
雨に濡れて嬉しい様子。
○月○日 20 代の E くんの支援。バス停から延々 2
時間歩いて駅まで行き、そこからお台場へ。彼はな
ぜかお台場が好きなのだ。お目当てのラーメンと、
おやつを食べ、冷たい飲み物を買って、散歩。お台
場でなくてもいいような（笑）。彼は、ずっと「おこっ
ちゃやーよー♪」と言っていた。
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危ない就職先シリーズ！
ハローワーク編！ 単刀直入に結論から。３ヶ月前
の求人案件は危険大。良い案件は朝一でなくなるの
が当たり前。とる気がない企業、離職率が高い企業、
条件が厳しい企業のどれかかも？ 但し、条件が厳し
い案件は安定企業ではなくとも働きやすい環境の可
能性アリ！ 理由はアットホームな家族経営の場合が
あるためダ。

2013/7
風雷社中の新拠点！

◎ふうらい的求人情報 ──常に大募集中！

EBAKOU ☆ BASE って、
どんなところ？

知的障害、自閉症などをもつ人たちの外出支援をする
登録スタッフを、常に募集しています。「興味はあるけど、
障害福祉にはかかわったことがない」という方でも大丈
夫！ ガイドヘルパー資格の取得から丁寧にサポートして
います。勤務は月 1 回など少なくても OK。毎週しっか
り勤務したいという方も OK。どういうかかわり方をす
るかは、あなた次第で大丈夫なんです。まずは気軽にご
連絡ください。──詳細は、http://fuu-rai.com/ を見て
ね♪
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外出支援スタッフ、 募集中！
真の“自由”を求めて！ 障害福祉と若者就労
支援をテーマに遊ぶ──風雷社中の広報紙

○今月～来月のイベント

風雷社中の新拠点！

EBAKOU ☆ BASE って、どんなところ？
東急・蒲田駅から多摩川線に乗って、ひと駅。矢
口渡駅の改札を出て、右へ行き、信号を渡った向
こうに、「荏原高校通り商店街」という名の商店
街があります。その一角に、風雷社中の新拠点・
EBAKOU ☆ BASE が、 こ の 7 月、 オ ー プ ン し ま

ぜんぜん違うような課題に思えるかもしれませんけ
ど、お互い協力して、新しい公共のかたちとか、支
援のかたちを模索していけたら、と思ってます。
──みたところ、ほんとうに、これからつくってい
く場所ですね。どんな人に来てほしいですか？

した！ いったいどういう場所なのでしょうか？
EBAKOU ☆ BASE 代表の ねもじー こと根本さ

根本 基本的には誰でも！ ただ、一緒にゼロから、
この場をつくっていきたいと思える人がいいです

んにお話を聞きました。

ね。一緒に遊んで、一緒につくっていきたい人。
──モデルはあるんですか？
根本

自分は世田谷プレーパークで育ったんです。

プレーパークのような場所を、自分もつくっていけ
たらいいな、と常々思ってます。
──世田谷公園にある、手づくりの遊び場ですよね。
根本

ここでは、自分の責任で、いろんなことが手

づくりだけど、何でもやれるよ！ と呼びかけてい
きたい。やりたいことがある人、どんどん話しにき
てほしいです。イベントスペースとして使ってもら
える場所なので。
──具体的に、考えていることは？
根本 東北の被災地支援のための物産展とか、いろ
──「お休み処 やすかた」という名前もありますね。
根本 「EBAKOU ☆ BASE ／お休み処 やすかた」
という名前の場所です。誰でも気軽に立ち寄れるよ
うな場所にしていきたいんです。高校生とか大学生
くらいの、若い人にとって、商店街に居場所ができ
たらいいな、という思いもあって。
──この商店街、人通りは少なくないですが、シャッ
ターの閉まっているお店も多いですね。
根本 商店街の会長さんから、お声がけいただいた
んです。自分たちには「若者の社会参加支援」とい
うテーマがあり、商店街には「地域活性」があり、

いろな有識者を呼んで勉強会をやったり、地域の子
どもたちのお楽しみ会とか。壁をつかって、地域に
お住まいのプロ・アマ問わず芸術活動をしている人
たちの作品展示もやりたいと思ってます。
──いつでも開いてますか？
根本 ひとまず、夏の間は、ずっと開けていたい
と思ってます。ツイッターではリアルタイムでお知
らせしていますので、ぜひチェックしてみてくださ
い！
EBAKOU ☆ BASE ホームページ
http://fuu-rai.com/ebakoubase/

◎ 7/28（日）蒲田ジャンクション 夏の陣／ 13:30 ～
／ダンスユニット・socialworkeeerz によるパフォー
マンス、トークセッション、ジャンクナイトなどなど
盛りだくさん！
◎ 9/7（土）だれでもコンサート 34? 天高く音響く秋
だぜぃ♪（仮）／ 13:30 ～／出演者：ルスドゥソル、
ルー
ビージョイクラブバンド、中村和利／場所：コラボ大
森・音楽室
◎ 9/7（土）障害の社会モデル・骨格提言・総合支援法」っ
てみんなが興味なさげな話を地域でちゃんとシェアし
よう！ 9.7 集会／ 14:00 ～／講師：田中正博さん（全
日本手をつなぐ育成会常務理事）／場所：大田区消費
者生活センター
◎ HASUNUMA ☆ BASE では、第一・三週目の土曜日に手
話カフェ『サミィナ』をオープンしてます。手話に興
味ある方、ぜひ遊びに来てください♪
http://shuwacafesamina.blogspot.jp/

ツイッターやってます！
風雷社中のツイッター @fuuraisyatyu をご存じです
か？ 『ふうラボ』では間に合わないような、最新情
報をお届けしてます。フェイスブックページやブログ
などの情報発信もしています。詳しくは、風雷社中の
ホームページをご覧くださいネ！ http://fuu-rai.com/
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