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東西学生就活サミットに向けて、いま準備していること 法政大学３年生

今秋から来年にかけての活動計画

本年の私たちのＮＰＯ法人の活動は、今秋季に若者や社会人を対象にした労働関連法教育
の集大成として 月 日（土曜日）に開催される「東西学生就活サミット」に向け、その大
詰めを迎えています。就活中の親子で一緒に受講され、既存の就活とは異なる視点から新た
な学びを発見して頂きたいと思います。
さらに来年２月 日（日曜日）には、２０１５年「新春交流会」を開催し、年金の一元化
問題など公的年金制度のあり方について講演会を開催する予定です。年金制度は、年金の受
給世代と年金保険料を負担し支える現役世代の問題です。
「日本の年金はどうなるのか」公的
年金制度の現状と課題について、議論を深めます。
そして来年 月 日（土曜日）には、私たちＮＰＯ法人の第 回総会を開催します。記念
シンポジウムとして「労働と社会保障の専門家集団」にふさわしい今日的な労働と雇用の課
題を教育や福祉の視点から論じることによって、就労困難者の社会参加の可能性について語
り合うことにしています。

8

15

5

30

1
今秋から来年にかけての活動計画

勝
特定非営利活動法人 あったかサポート 理事長

澤井

郵便振替口座 00900-2-264244

あったか

5

シンポジウム「東西就活サミット～立場を超えて語り合う就活生 人に８つの質問」
報 告 者 筒井美紀（法政大学）、川口 章（同志社大学）
登 壇 者 法政大学の３・４年生、同志社大学の３・４年生
月 日（土）午後 時 分～ 時 分（受付午後 時より）
懇 親 会 午後６時～８時
会
場 同志社大学 今出川キャンパス 良心館ＲＹ３０１
２０１５年新春交流会
講 演 会 「持続可能な社会保障の課題―公的年金制度のあり方を問う」
講 演 者 小塩隆士（一橋大学）
２０１５年 月 日（日）午後 時～ 時（受付午後 時 分より）
懇 親 会 午後 時～ 時
会
場 ホテル・セントノーム（京都駅八条口東入る南側）
結成 周年記念シンポジウム「労働と福祉の一体化に向けた課題を探る」
パネラー 濱口桂一郎（労働政策研究・研修機構統括研究員）
本田 由紀（東京大学）
埋橋 孝文（同志社大学）
２０１５年５月 日（土）午後 時 分～６時（受付午後 時より）
午後 時～ 時
ホテル・セントノーム（京都駅八条口東入る南側）
10

懇 親 会
会
場

1

5

TEL 075-352-2640 ＦＡＸ 075-352-2646
HP http://attaka-support.org/
E-mail attaka-support@r6.dion.ne.jp

情
報
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価値観の違いを突き抜けたい
口

美夏子

思っています。

正直、このサミットのお話を頂いた

今春の時点では、私は就活に対してと

ても楽観的な考えしか持っておらず、

どこか他人事のように就活を考えてい

ました。しかし、就活一斉スタートの

時期が日に日に近づいてくるにつれ

て、私にも就活に対する焦りと不安の

るようになってきました。では、何が

坂

には、同じ大学の出身として同じ土俵

どのように不安なのか。ただただ周り

３年

―サミットに向けた筒井ゼミでの準備―
法政大学キャリアデザイン学部

の議題に対して様々な切り口で議論が

からスタートする私たちでも、それま

感情がどことなく、様々な場面で現れ
発展していくので、ひとりでは見落と

ろうか。冷静に考えればわかるのに、

ミット」
。この大規模なネーミングに

その「違い」をそれぞれ突き詰めた

いつも見えない敵と戦っている気がし

の雰囲気に流されているだけなのかも

とき、思いもよらない共通点、そして

てなりません。

での経験が違えば就活に対する期待と

議論中、誰かの意見にゼミ生みんな

解決策が浮き上がってくるものだと思

今回のサミットは私にとっても今ま

しがちなさまざまなツッコミどころを

が共感をすることもあれば、なかなか

います。ゼミ生のあいだでも様々な違

での自分、未来の自分、そしてこれか

見合うよう、
私たち筒井ゼミでは、
日々

当日に向けて私たちは、就活に抱く

その価値観に賛同してもらえないこと

いや共通点がある中で、東と西、環

らどのような状況のなかで将来を切り

しれない。焦る必要はないのではなか

際のツール、大学のブランド名など、 もあります。ただ私たちは、どんな価

イメージ、就活へのこだわり、就活の

値観が正しくて、どんな価値観が正し

境が全く異なる空間で過ごす学生同士

開いていくのかを見直す大きなチャン

不安も全く異なります。

就活における様々な議題をそれぞれが

くないのかということをゴールにして

の、相違点、そしてそれを突き止めた

多く見出すことができました。

持ち寄り、意見を交換し合います。ゼ

いるのではなく、なぜ、そのような価

す。

ミのメンバーは 年生 名、来年就活

スとなりました。

年生

先の共通点が何なのか、 月にその答

を控える

名、そして新たに

人の 年生を加えた計 人で活動を

境を作り上げてしまったのか、という

して、そのような価値観に影響する環

ても楽しみにしています。

えが見つかることを私たちは今からと
そのために、今回ゼミ生代表として

意見をしっかりと述べたいと思ってい

ます。会場にお越しいただいた皆様に

もともとの興味分野が異なる分、今

カッションを行っています。

時間それぞれの研究の発表とディス

持つそれぞれの分野にまたがって、毎

す。今は同じ法政大学に通い就活の際

オープンにさらけ出す必要がありま

対するそれまでの経緯と経験をすべて

ンの中でより明確にしていくことだと

剣に考え、ゼミ生とのディスカッショ

何なのかということを今まで以上に真

ゼミ生一人一人がまずはその価値観に 「私」の就活に対する価値観や期待は

さん比べながら、一緒になって今の就

身近にいる学生、そして御自身とたく

登壇する学生、息子さんやお嬢さん、

や学び、環境を踏まえたうえで、他の

のか…。これを突き詰めるためには、 が開催されるまでにやるべきことは、 見としてではなく、私の今までの経験

選ばれた私が「東西学生就活サミット」 は、私の意見を学生一般の代表的な意

回の就活サミットに向けても、ひとつ

なぜ、そのような価値観が生まれた

普段の筒井ゼミでは、教育、労働、 ところまで追究しています。

行っています。
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地域、人間関係など、ゼミ生が関心を

サミットでは、正直な自分の気持ち、

値観が生まれたのか、誰がどのように

の議論により一層の熱が入っていま

月に行われる「東西学生就活サ
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活の現状、そしてこれからの就活の在
り方をあらゆる角度から考えて頂けた
らと思います。
就活生が、本当は何と戦わなければ
ならないのか。企業でも、友人でも、
ライバルでも何でもなく自分自身と向
き合うこと、そして、耳を傾けるべき

若者がピースフルに働き生きていくために
美紀

（法政大学キャリアデザイン学部・准教授）

―大学生の人間関係と就職活動から考える―
筒井

の生活について不安を感じる」に「よ

れるでしょう。私もそれに賛同します

相手に耳を向ける勇気と判断力をどう

（なお、本シンポジウム・本報告では、 く／まあ当てはまる」と回答した者は、

男子で ・ ％、女子で ・ ％にも

身につけていくか、その答えのヒント

若者は大学生に限定します）
。

が会場で見つけられればと思います。

若者がピースフルに働き
１ 生きていくために

動作であり、それによって喰っていか

完了する動作ですが、仕事は継続する

りません。職に就くことは或る時点で

かりすることのみを意味するのではあ

就職すること、そのための学習をしっ

よりホワイトな企業を能動的に選んで

ち支援する側は、彼らがこのすべを学

張されたものであります。そして私た

用につまずかない」の意味・範囲が拡

掲げた「ピースフル（ peaceful
）に働
き生きていく」ということであり、「雇

ぶ必要があります。これがタイトルに

安を和らげ、それと共存するすべを学

どんなことが必要でしょうか。おそら

事をし生活し続けていけるだろうか」

きたけど）
、将来の長きにわたって仕

り、逆に増大させたりするものとは何

では、就労・生活不安を和らげた

２ 就労・生活不安を増大させる要因

るべきだと思うのです。

ぶ機会を提供する力量を、もっとつけ

ねばならないからです。
大学生たちは、
「何とか（あるいは

く本誌の読者であれば、
「文科省が推

という不安を持っています。

た『キャリア教育』
（だけ）ではなく、 ９１４人を対象とした２０１３年度の

校の

進しているような就職活動に直結し

者が雇用につまずかないために」
には、 首尾良く）就職できたとしても（で

弾を迎えることとなりました。
「若

早いもので、このシンポジウムも第

とは、ブラック企業にひっかからず、 無くそうとするのではなくて、この不

いうことです。
「雇用につまずかない」 れゆえ学生たちは、就労・生活不安を

社会構造の現実に鑑みれば、この不

2
雇用につまずかない」の意味・範囲を

76

安は決して無くならないでしょう。そ

達しているのです。

3
拡張して捉えることも不可欠だ、と

その上で付言したいのは、
「若者が

66

でしょうか。先述のデータでいうと、

14

アンケート調査では、
「中高年や老後

労働（法）教育だ」と真っ先に指摘さ

3

7

「中高年や老後の生活について不安を
感じる」原因は、学年進行でも、大学

ンポジウムは、後者に関しても、さま
ざまな立場・さまざまな仕事に携わる

ます。

アンケートで、大学 ・ 年生に絞っ

苦しければ苦しいほど、不安が大きく

大学でなければないほど、家計状況が

就職活動が近づけば近づくほど、有名
たちと――あれこれと考えをめぐらし

キャリアセンターの職員、そして学生

ハローワークなどの行政機関、大学の

れているのでしょうか。２０１３年度

します）は、大学でどれくらい実施さ

の学習（以下、
「労働教育的学習」と

す。

く実施されている傾向が読み取れま

このグラフをさらに大学ランクで分

意見を共有する場としているのであり

ランクでも、家計状況でもありません。 方々と――保護者、企業の求人担当者、

4

て見てみた結果が、上のグラフです。
労働教育的学習はどれくらい
３ 実施されているか
ここからは、
「労働教育的学習」に比
話を戻しましょう。労働関連（法） べて「就活直結的学習」の方がより多

3

なるのではないかと予想されるでしょ
う。しかし、そうではありませんでし
た。データをさらに分析してみると、
就労・生活不安を増大させる一因は、
自分を出せる人間関係の欠如だという
ことが出てきたのです（後述）
。しか
も、そこには男女の違いが見られます
（この詳細は当日提示）
。
以上をふまえると、次のようにいえ
ます。すなわち、
若者（大学生）がピー
スフルに働き生きていくためには、彼
らが、労働関連（法）の学習をしっか
り行なうと同時に、就職活動に臨む以
前の段階で、自分を出せる人間関係を
築くことが肝心だ、ということです。
当日の報告は、この 点について順番
にお話し致します。

題に他なりません。だからこそ本シ

面においては、両者は切り離せない問

れません。しかし、学生一人一人の内

守備範囲外だ」という方が多いかもし

学生の人間関係構築については自分の

働（法）教育には関与しているが、大

本誌の読者のなかには、
「自分は労

2
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慣行といった労働教育的学習をしてい

高く、上位校は、労働法や雇用制度・

資格といった就活直結的学習の割合が

校ほど、適性検査や自己分析、職業・

けてみると（詳細は当日提示）
、下位

げています（もちろんそうだとして

ことが、将来の就労・生活不安を和ら

やけの場」で自分が出せる関係がある

ムルームといった「継続性の有るおお

係があること、
そしてまた、
授業やホー

弱さ」をともに培い、それによって支

ゼミへの真剣な参加によって「強靱な

私は、学生たちに、部活やサークルや

らぐことが多々あるでしょう。だから

しょう。得られたとしても、就職後ゆ

いける」との自己確信は得られないで

５ おわりに

する側は、それを傍でそっと支えてあ

願います。それと同時に、私たち支援

大学時代に深く味わってほしいなあと

超と高いことに変わりありませんが）
。 え合っていくことの充実感と大切さを

る割合が高いことがわかります。なお、 も、依然としてその不安の割合は 割
厳密ではありませんが、数年前のアン
ケートと比較すると、
「給与明細書の
見方」などの割合は下位校で増加して
法政大学から当日登壇する 年生が
指摘しているように、就職活動は、基

いるようです。これは、ブラック企業
に関する社会的認知の高まりを反映し

本的には「独りで闘わざるを得ない」

げたいなあと思うのです。

ているのでしょう。とはいえ依然とし

競争的な活動です。それをとおしては、 活動に関する

当日登壇する学生たち 人は、就職

て、
「労働教育的学習」に全学的に取

つの質問に答えるか

4

ラフのようになります。
「本音で話せ

具体的に示すと、４ページの下のグ

係の有無が左右しています。もう少し

る」かどうかは、自分を出せる人間関

高年や老後の生活について不安を感じ

第２節で少し述べましたように、「中

必要があります。

です。
「労働教育的学習」を拡大する

性の有るおおやけの場で自分を出せる

いけるでしょう。親密な関係と、継続

て、ピースフルに働き続け生き続けて

う自己確信です。これが得られて初め

ことで何とかやっていけるのだ、とい

相互の弱点や不足を補い合い高め合う

ていくことで育めるものです。それは

も厳しく指摘し合うような関係を続け

つつ、相手に与える痛みを感じながら

は、お互いの至らなさや力不足を認め

でしょう。ここで「強靱な弱さ」と

り組んでいる大学はまだまだごく少数 「強靱な弱さ」を養うことはできない

んでいただければと思います。

なり、彼らとの自由闊達な対話を楽し

彼らのプレゼンテーションをお聴きに

報告を叩き台に、また関連づけながら、

が、滲み出てくることでしょう。私の

教育的学習の程度が及ぼしている影響

して得てきたもの、また同時に、労働

やサークルやゼミといった活動をとお

が、必ずやそこには、彼ら自身の部活

たちでプレゼンテーションをします

が言う人よりも、
「中高年や老後の生

めて内定を獲得したとしても、それだ

頑張ってエンプロイヤビリティを高

４ 自分を出せる人間関係

る友人・知人がいない」人の方がいる

関係とに共通してあるのは、この「強

活について不安を感じる」割合が高く

けでは、
「自分は何とか働き生活して

は下記のとおりです。

当日の「４人の学生に８つの質問」

人よりも、
「自分の意見があっても授

靱な弱さ」ではないでしょうか。

8

業やホームルームで言わない」人の方

なっています。つまり、親密な人間関

5

7

4

４人の学生に８つの質問（要旨）

＜就職活動のイメージ＞
Q1．あなたのアルバイトの経験やインターンシップの経験は、就職先を選ぶ際や、就労についての考え方に影響を与えます（ました）か？
＜価値観＞
Q２．あなたが就職先 ( 仕事 ) を選ぶ際に何を判断基準にしましたか、会社のネームバリューなどこれだけは外せないという基準はありますか（ありましたか）？
Q３．就活の行う際には、就職先を数で狙いますか、質で勝負しますか、何社ぐらいエントリーしますか（しましたか）？また４年生は想定数と結果数に相違はありましたか？
＜ツール＞
Q４．あなたは就活支援先として学校のキャリアセンターや、リクナビなどのネットをどのように活用したいですか、
（活用しましたか）？また、就活支援先 ( リクナビやキャリ
アセンター等 ) に何を求めますか。
Q５．就職に向けて、企業研究以外にどのようなツールを参考にしますか（しましたか）？それが役に立った（役に立った）と思いますか？役に立ったとするならばどのような意
味においてですか。あなたが就活のときに特に使用した情報源はなんですか？
＜就職活動＞
Q６．
４回生を対象にした質問になりますが、会社との面接の中で、あなたが答えにくかった質問、理不尽と感じた質問を受けましたか？その程度の質問ならば仕方がないと思う
質問はありましたか？
また３回生は、インターンシップで同様の質問された経験がありましたか？
Q7．NPO 法人あったかサポートが進めてきた労働関連法教育に関する普及活動では、自らを「企業に選んでもらう」のではなく、雇用環境や求人票の読み解き方などを学ぶこ
とを通して、
「自分から企業を選んでやれ」というメッセージを発出しています。実際のところ、そのような姿勢で就職活動はできますか（できましたか）？
＜地域差＞
Q８．関西の就活生と関東の就活生は、それぞれに相手に対してどのように感じますか（感じましたか？）或いはどのように捉えましたか？

臼田

一彦

（社会保険労務士）

『労働相談Ｑ＆Ａ』の発行と
『働く前に知っておきたい基礎知識（教科書版）』
の改訂版の発行に向けて


当会出版局編集委員

法令の改正などとともに、各データの

数字を最新のものに修正します。また、

コラムなどは時代の変化に適合した内

容に書き換えます。特に、①働くとい

うことにジェンダー視点から迫る、②

そもそも働くとは何かを問う、③限

定正社員（ジョブ型正社員）の動きを

追う、④フリーランスな働き方に着目

する、このような視点から現在の労働

関係の課題を指摘したいと思っていま

に書き換え、
学生、
労働者、
経営者の方、 定している新版は、京都府の「企業公

のどこをどのように修正するのか、そ

具体的な編集作業においては、旧版

す。

募型起業育成・支援事業」を活用して

れはなぜ必要なのか、どのような修正

しています。

実施している、ブラック企業・セクハ

が求められているのか、ということに

から実施している「夜間相談ホットラ

そして労働相談に従事する人にも役立

ラ・パワハラ「夜間相談ホットライ

ついて、メンバー間で議論を続けてい

『労働相談Ｑ＆Ａ』として発行を予 「編集作業は悩みに醍醐味」

つ内容となるように工夫しています。

ン」事業の一環として企画したもので

るところです。時代の変化に対応して

イン」での相談内容等を加味して大幅

旧版は、教科書版の副読本の意味合

あり、事業実施期間中（本年 月 日

に対応したＱ＆Ａとして編集し直して

集していましたが、今回は、労働相談

『働く前に知っておきたい基礎知識

まで）に発行します。

醍醐味でもあります。今回は、旧版の

か。編集作業に携わる者の悩みであり、

どのような内容にしていくべきなの

「労働関係法令は原則と例外を前提」
いもあり、労働教育に主眼を置いて編

います。その内容は、労働者からの質 （教科書版）
』は、平成 年 月に初版

28

現在、
『労働相談Ｑ＆Ａ』と『働く

前提にしており、相談者に対し「自分

問に対して労働相談員が答えることを

ており、その間にいくつもの法令の改 （初版）の編集作業に関わられた方々

を発行しています。すでに４年が過ぎ

メッセージを伝えられるような「回答」 変化しています。同書もこのような改

流会」でお披露目したいと思っており

新版（改訂版）は、来年の「新春交

のご苦労に頭が下がる思いです。

改訂という作業ですが、改めて旧版

前に知っておきたい基礎知識（教科

正が行われ、また、働く環境も大きく
となるように心がけています。一方で、 正や変化に対応することが急務となっ

名ほどの

メンバーで編集作業を進めています。

ます。

労働関係法令は、原則と例外を前提に

組み立てられています。
「解説」では、 「ジェンダーなど三つの視点から編集

てきました。

『労働相談Ｑ＆Ａ』は、平成 年１
月に初版を発行した『働くために知っ

労働者の権利を伝えながらも、労働者

改訂版の編集にあたっては、まず、

の仕直し」

ておきたい基礎知識（Ｑ＆Ａ版）
』の

に注意喚起することも忘れないように

井理事長をはじめとして

を責めなくても大丈夫」という安心の

「夏から開始された編集作業」

12

12

書版）
』の改訂版の発行に向けて、澤

22

内容をベースにしながらも、今年１月

21

10

秋号
2014年

6

あったか情報

誌上インタビュー

「八幡まるごと館」館長

上谷順子さんに聞く

地域の人たちの出会いをつくる

13

ので今年

月には

回忌の法要が迎

上谷耕造さんが亡くなって早いも

編集部

幡まるごと館」を支えていますが、ご
苦労はありませんか。

２００９年の 月か 月頃私が退職
3

ム運動は大規模な施設や大掛かりな事

業に頼らずに、地元の魅力ある資源の

発掘や再発見によって、
「地域のお宝」

を活用し、私たちのまちに誇りを持ち

これらを保存・伝承、発展させ、地域

やまちをまるごと、青空ミュージアム

にしていく運動です。 八幡まるごと

館は、この運動の中心として出会い、

交流、相談などの場として、また、学

び、発見、体験、創造、展示、発表の

場として、誰でもお使いいただくこと

ができます。
』と書いています。

２００９年大通りに面した店舗つき

の住宅を購入して、店舗部分を『街行

これまで住んでいたお家を去って、 く人のだれもが自由に立ち寄れる“地

こうです。オープンの６月からは余り

いつも、急に、上から、相談もなしに

ちＮＰＯあったかサポートの名前の名

面白いネーミングですね。彼は、私た

きました。もう何年前になりますか。

付け親でもありますが、ネーミングが
とても上手い。「八幡まるごと館」
には、
すか。その由来を聞かせて下さい。
順子さん
上谷耕造は八幡まるごと館のホーム

んが、どうやって「まるごと館」の存在

苦労というのではないかもしれませ

人材など豊富な「地域のお宝」に恵ま

はの、歴史・自然・産業・伝統文化・

ページに『八幡市は、このまちならで

まず、最初に断っておきます。私が

れています。八幡まるごとミュージア

ういう気がしています。

をこのまるごと館が支えてくれた、そ

上谷耕造がなくなってからの２年近く

れない。楽しいですから。特に、夫の

まるごと館での生活を結構好きかもし

し、交流が出来るので、嫌じゃないし、 どのような意味あいが込められていま

今では、私は毎日色々な方々と話を

過ごしていましたね。

ひとが来ないまるごと館で何かをして

ごと館の館長やで」って言われました。 今の居住地に「八幡まるごと館」がで

すること決めた時、夫から「次はまる

2

でいる』というのは？です。

64

を知ってもらうかはいつも考えますね。

順子さん

編集部

今回は、２０１２年 月 日に享年 歳で亡くなった上谷耕造さんの後を継いで京都府八幡市男山にある「市民協
働のまち」つくりに取り組んでいる妻の上谷順子さんに登場して頂きました。
「八幡まるごと館」を拠点にした市
民活動の内容や思いについて、今は亡き上谷耕造さんに代わって語って頂くことにしました。
12

えます。
この間に彼の意思を継いで
「八

3

『
「市民協働のまち」づくりに取り組ん

7

12

は全国的な広がりを見せている。…』

と書いています。こんな時代だからこ

ちに！」は発行していませんが、第

期市議時代（１９９１～２００３）の

ほうが多くの方々に見て頂ける）
、現
在の形になったのです。このご厚意に

域サロン”八幡まるごと館』に、厨房
を『上谷耕造事務所』にリフォームし

そ、ひとが集え、共に笑ったり、楽し

ました。まるごと館のオープンはその

とが必要とされるのかもしれません。

ては、
「八幡まるごと館」は取り組む

くり・八幡まるごとミュージアムのま

その冊子には、
「新しいふるさとづ

し、新たなことに挑戦しようという気

たせてくれるし、学ぶ力の誘因になる

人とのつながりは生きていく意欲を持

中のひとつのことと私は把握していま

ちづくり」構想が描かれていますが、 持ちをも呼び起こしてくれると、この

わけではないのです。上谷耕造にとっ

は「八幡まるごと館」から発行した

んだり、時には共に悲しんだりするこ

年の６月 日でしたから、もう５年以
上も前のことです。
八幡まるごと館の名前は八幡まるご
とミュージアムから由来します。
す。いろいろなことをする足掛かりで

年間のまるごと館の活動から確信し

冊子を発行していましたが、何号まで

から「市民が元気なまちに！」という

病気を見越してパソコンに向かって

３からは、２０１２年８月末頃自分の

冊子「市民が元気なまちに！」ＶＯＬ・

上谷耕造はその冊子に『地域の人た

内・実行までするわけですから、自分

作りで、何の制約もなく企画から案

どのような彼の思いが込められている

発行しましたか。どのような思いで発

作ろうとしていました。以前のよう

ちの出会いやつながり、絆が次第に薄

順子さん

政とか何かの組織に頼らずに本当に手

言って入ってこられる人がいます。行

ています。よく「市の施設ですか」と

行していたのでしょうか。今はその意

に外に出て人に会えないし、自分の考

13

のですか。

思を継いで発行は継続されています

日前後にオン

たちでとてもやりがいがあることに取

か。

12

が、ホームページは復活できませんで

あとで気がつき連絡をとったのです

ろで身体がしんどくなってきました。

４については完成まであと少しのとこ

いたらと思った程です。次のＶＯＬ・

ラインの期限が切れてしまっていて、 す。読んでいて、もっと気楽に考えて

しい公共」という考えに基づいて、民

室…。こうした活動は、いわゆる「新

野菜の直売③趣味、園芸、パソコン教

べりサロン）
、たまり場②朝採れ地元

ね。

民が自分たちの手でということです

冊子は 月に夫が亡くなってから発行

10

しました。それ以降「市民が元気なま

12

とする意欲的試みのひとつだ。 八｢幡 して動いたことはないですが、今やっ
まるごと館 の
｣ ような“地域サロン” ていることが、そういうことに結びつ

私はまちづくりという言葉を意識

順子さん

した。消えたホームページを、前に住

間の力で公的部門の活動分野を担おう

ページの中に入れようと話合い（その

元して下さって、まるごと館のホーム

２０１２年 月下旬のことです。この

いう内容のものが数多く書かれていま

10

んでいたご近所の方がパソコンから復

なる２０１２年

でのまとめのような形でと思ってい しでも心の安らぎを取り戻せる「場づ り組んでいると思います。
順子さん
たようです。何度も読み返し朱を入 くり」ができないかと考え、ささやか
本人が元気な頃には、まるごと館と れ改訂版 まで作っていました。長 ながら「八幡まるごと館」を開きまし 編集部
は別に上谷耕造のホームページがあっ い間考えてきたことですから。夫の た。それは単なる思いつきではなく、
なるほど。お隣や近所の人たちの出
て、そこで「市民が元気なまちに！」 引出しの２００７年からのノートには 私が永年思い描いてきたことです…』 会いやつながりを大切にしたいという
を紹介していました。ところが、亡く 会議の模様や日常の出来事の他にそう 『今実施している 八
｢ 幡まるごと館 ｣ ことですね。まちづくりは、行政の力
の活動は①地域住人の談話室（おしゃ にのみ頼るのではなく、そこに住む市
月

れ「無縁社会」化していくなかで、少

上谷耕造さんは、
「八幡まるごと館」 はあったようですが。

編集部

編集部

深く感謝しています。
まとめ「ほっとするまちへ」は昨年１
だ か ら、
「 市 民 が 元 気 な ま ち に！」 周忌を前に私が作りました。

1

えも伝えることが出来ないから今ま

5

6

秋号
2014年

8

あったか情報

の違いについては、ひとつは資金的

動とまるごと館のそれと公民館等と

いていたら嬉しいですね。自治会の活

る方々の存在があったからです。

まるごと館をサポートして下さってい

が。実施できてきたのは開館当初から

気合を入れた結構大がかりなものです

います。知らない人どうしで話が始ま

は日常のひととひとのつながりだと思

特筆すべきはまるごと館での醍醐味

し館もしています。

な面で、ふたつには広報的な面で普

容というモノがありますか。

順子さん

止まってしまった活動というのはあ

ようになったら、面白いことが出来そ

それらが有機的につながっていける

す。新聞に案内を載せてもらったこと

にはまるごと市のチラシを配布しま

ポスターを依頼し、町内や近くの団地

サポートをしていただいています。ま

まるごと館を運営するのに多く方に

所に「まるごと館たより」とチラシ、 以前から知っていたように。それは不

と話したのは支持者だけではなく、幅

あります。まるごと館を開いた時に夫

ととひとのつながりが生まれて来ます。 の方の参加が少なくなったというのは

思議と楽しい時間です。そうして、ひ

ひろい人が参加できる場にするとい

のがなくなりました。だから、支持者

る会」の会議が毎月取り組まれていた

ります。何故なのかわかりませんが、 まりないと思いますが、
「上谷を支え

うです。それが市民協働ということな
も何度かあります。かなり定着してき

ず、
野菜販売では集客力の多さが、
色々

うことでしたが、実際には、
「ここは

課題は広報活動です。公民館等 箇

のでしょう。
たようで、多くの人で賑わいます。今

な面で大きな力になっています。生産

具体的には、どのような活動をされ
11

参加もあり、楽しい時間が持てました。 て下さって、それまでのんびり畑に取

ごと館は区別していて、入り口も別に

人がいたようです。上谷事務所とまる

まるごと館の１日は野菜生産者の

した。また、参加者が歌えるコンサー

知り合いの方がたくさん来て下さいま

ています。ご近所の方もとても協力的

また、講師の方々にもお世話になっ

館料をいただいていました。

の会議でまるごと館を使用する時は貸

夫が亡くなってから、市議会議員が

方々に野菜を運んで来てもらうところ

やっているという縛りがなくなったの

で心強いです。
「まるごと館で使って」
と 月にさをり織機を下さったのもご

ラフトでカバンをつくる、クリスマス

紙講習会、随時には布ぞうり、エコク

的には毎週パソコン教室、月 回絵手

は沢庵講習会も予定しています。定期

講師に来ていただいています。 月に

床は「使い捨て時代を考える会」から

来ました。

思いますね。ひとが集まる場になって

たらきっと「よかったなあ」と喜ぶと

めて来られる方もおられます。夫がい

月位順番待ちです。それを目当てに初

近所の方です。現在織機の使用は ヶ

ずっと書いていますが、それを見ると

うが。オープン以来、来館者ノートを

ずっと続けているからでもあるでしょ

とが増えました。それはまるごと館を

が少しは関係しているか、来られるひ

い時は棚に野菜がのりきらないくら

は「八幡まるごと館」を知ってもらっ

リース、干支の切り絵、しめ飾り、マッ

最後に順子さん自身は、これから何

す。朝の楽しい時間です。
大きな行事としては年 回（ 月と
5

や害虫のことなどよく交流されていま

て参加していただく、まるごと館の設

トをつくる等々行っています。どの

彼が亡くなって止まってしまった活

月）のまるごと市があります。それ

編集部

一目瞭然です。

備を一つずつ揃えるためにもと考えて

講座も笑い声が聞こえ、元気になって

を目指し「八幡まるごと館」を使って、

編集部

取り組んできました。フリーマーケッ

動とそれとは別に活発になった活動内

4
帰っていかれます。現在、定期的に貸

いです。その後 分前後は野菜のこと

講習会では 月味噌作り、６月ぬか

トを考えていこうと思っています。

は「上谷耕造を偲んで」開催したので、 日のように野菜を届けて下さいます。 していたのですが。
「上谷を支える会」

月はクリスマスコンサート。昨年

り組んでおられたけれど、最近では毎

今年 月の新春餅つき会は若い人も

19

編集部

年の 月 日でもう 回目ですから。

上谷の事務所だ」という目で見ている

段からよく思います。
壁を乗り越えて、
2

者の方々はまるごと館のことを理解し

ていますか。具体的な内容をお聞かせ
下さい。

10

1

から始まります。生産者は 人で、多

順子さん

12
トを募集し、テントを張り、という

9

2

11

1

30

2

10

2

10

どのような活動を進めたいと思ってい
ますか。
順子さん
夫は後一期議員をやったら、辞めて、

もっと足元を見て八幡を共に元気にし
ていける若い方を育てていきたいとよ
く言っていました。地域を育てる発想

年間やってき

で「八幡まるごとミュージアム運動」
を共に進める。
私はまるごと館を

される事を期待したいと思います。

幡・男山の皆さんのまちづくりが発展

ました。今後も彼の意思を継いで、八

なった上谷耕造さんを偲ぶことができ

とうございました。久しぶりに故人と

長い間、お話を聞かせて頂きありが

編集部

ざいました。

返ることが出来ました。ありがとうご

いただき、私なりにこの 年間を振り

本がありました。このような機会をを

こと。実をいうと夫の本箱にこういう

域を育て、地域をデザインするという

動きたいと思うようになりました。地

て、この頃自然に、自分で何か持って

5
5

秋号
2014年

ナー
セミ

「4月からの生活困窮者自立支援法の施行に備える」

と き：11月22日（土）13時～16時

ところ：同志社大学今出川キャンパス弘風館4階 K46

主 催：同志社大学社会福祉教育・研究支援センター

共 催：特定非営利活動法人あったかサポート

講師１ 福原宏幸（大阪市立大学教授）

「生活困窮者自立支援法の意義と自治体の課題－どう活用するか」

講師２ 垣田裕介（大分大学准教授）

「全国の自治体の生活困窮者支援体制－準備は整ったか」

講師３ 高橋尚子（京都自立就労支援センター主任支援員）

「京都における就労自立支援活動－4月以降に向けて」

＜ 無料・事前申し込み不要 ＞

10

あったか情報

「秋の色は…」

おのが葉に月おぼろなり竹の春
蕪村 『遺草』



この句を枯れた諧謔と読むか、ある

『西から風が吹けば東に落葉がた

あったか歳時記
いは素直に「竹の春」を楽しむとす
るか…
竹は、筍の出る時期には、栄養を
上 野
都
奪われて衰える。しかし、秋になる
梅雨明けに猛暑日が数日かはあっ から鳴く蟬―秋蟬（あきぜみ）と、秋 と勢いを取り戻し、葉も青々として
たが、今年の夏は雨の日ばかり、例 になっても鳴いている蟬 の二通りだ。
くる。この頃を「竹の春」というの
年通りに蛇行しない偏西風、停滞す 今、わたしの窓辺に届くのはどちらの だが、秋の季語になっている。
る前線、そして相次ぐ台風…雨風は 蝉だろう。
「葉落ち月」たるこの時節に、ひと
日本各地に茶色の濁流の爪痕を残し
長い地中の暮らしから這い出て、声 り 青 々 と お の が 春 を 盛 る 竹 の 葉 は、
な が ら 日 々 の 暮 ら し を 痛 め つ づ け、 の限りに暑い夏を鳴き尽くしたのでも 仲秋の月さえもおぼろに覆うほど ―
無慈悲にも広島の広範な土砂災害を なければ、夏を去りがたく残り火に命 世の草花の常にさからう「春」を斜
もたらして八月は終わった。
をかけて鳴いているセミでもないよう めに見て、月を仰ぐのか、あるいは
日本では旧暦の八月を葉月と呼ん だ。
おのが影を踏むのか…
できたが、今では新暦の八月もそう
この一茶の句に共感こそすれ、どこ
蕪村の読みには到底及ばないだろ
言う。季語の世界では秋、木の葉が か収めようのない夏の終わりに、彼ら う が、 こ う し て わ た し が「 竹 の 春 」
紅葉して落ちる月、
「葉落ち月」から もわたしと同じように戸惑っているの が含みおくものを仲秋の月に重ねる
「葉月」と慣わすとか。
ではないか。土の色を映して羽を震わ こころは、月との近さを語るよりは
しかし、南方からの台風が続いて せる命こそ今年の秋なれば…
るかに味わい深い。
来る「南風月（はえづき）
」から「は
さて月は仲秋の月、今年の仲秋の満
次は「葉月」の散り敷く落ち葉の
づ き 」 と 呼 ぶ 説 も あ る と い う か ら、 月は九月八日。九月九日の月はスーパー ゆく末を語る蕪村の一句。
まさに今年の「葉月」を言い得ている。 ムーンと呼ぶらしい。この日、月と地
西吹けば東にたまる落葉かな
もう早々とクマゼミもアブラゼミも 球が最も接近するのだとか、それゆえ
蕪村 『遺草』

鳴かない。時おりツクツクボウシが 今年の満月もかなり大きく見えるらし
陽射しにつられ、か細い声を届けて い。だが、
近いといっても天体の基準だ、
落葉は冬の季語だが、何か読み取
くるばかりだ。
地上から仰ぐ人の目は当てにならない るべきものがあるのかと構えるほど
だろう。
に淡々とした一句。
この句に対する萩原朔太郎の評釈
がある。

仰のけに落ちて鳴きけり秋のせみ
一茶 『八番日記』



「あきのせみ」は秋の季語だが、二
つに読み解く。つまり、秋になって

まるのは當り前で、理窟で考へる
と馬鹿馬鹿しいやうな俳句である
が、その當り前のことに言外の意
味が含まれ、如何にも力なく風に
吹かれて、鉋屑などのやうに轉つ
てる侘しい落葉を表象させる。庭
の隅などで見た實景だらう。
』

［昭和一一（一九三六）年 第一書房刊

「郷愁の詩人與謝蕪村」
の
「冬の部」
より。
］

草木の四季の道理に逆らう「竹の
春」と、
風のままに吹かれる「落ち葉」
とは、正反対に対峙するものを見せ
ているようだ。
「西吹けば東にたまる」という自然
の道理に逆らうところに、いわゆる
「科学の進歩」というものを定め、そ
れを一途に追い求めて日々の安楽に
特化してきた暮らし。この八月、広
島の土砂の流れ落ちた住宅地の跡を
視るまでもなく、道路の壊れた水道
管から家屋への浸水が起こるという
皮肉な光景に驚き、背筋が凍ったの
はわたしだけだったろうか。
特異だったといえばそうかもしれ
ない。しかし、今年だけの事だった
とも言えない。
今年のわたしの秋の色は、空蝉の
羽、そして岸辺を抉って去った悲嘆
の灰色…か。
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月 日の新聞報道によると政府は、政・労・使の三者会議の中で「労働生産性の向上

を図り、企業収益を拡大させ、賃金上昇や雇用の拡大につなげる」
、
「年功序列型賃金を見
要は、これまでの賃金体系や人事労務管理体制を見直し、職務や成果に応じた賃金の支

直し、職務や成果に応じた賃金体系へ移行することを検討」するとの考え方を表明した。
払いへと移行させるというものだ。ホワイトカラー・エグゼンプションの導入もそのよう
な流れに沿ったものだが、雇用の機会を拡大し、生活の安定をもたらす保障はない。勿論
のこと欧米並みの「同一労働・同一賃金」へと転換するとも、日本的雇用の特質の一つで
ある「新規学卒一括採用」について改めるとも言っていない。
そこで当会としては、本誌上で案内しているように来る 月 日に「東西学生就活サミッ
ト」を企画し、現実の若者の就労への意識と雇用情勢そして就活におけるジェンダーの壁
について直視する事にしている。その上で今の若者の多くが夢を膨らませ「こんな仕事が
したい」
「あんな働き方がしたい」など「なりたい自分」と、現実の自分とのギャップを受
また当会としては、長年の労働相談の経験を活かして「労働相談Ｑ＆Ａ」と労働関連法

け入れられないことで社会の現状に適応できないことについても考えてみたい。
教育の経験に基づいて作成した「働く前に知っておきたい基礎知識」の改訂版の発行を準
さて今回の誌上インタビューには、当会の名付け親である上谷耕三さんが残された「八

備している。詳細は、本誌の臼田レポートに譲りたい。
幡まるごと館」の上谷順子館長に登場して頂いた。この館の取組は、地域社会の崩壊・無
縁社会化していく中で人とのつながり、安らぎの場づくりを目的に開かれたとのことです。
夏の終わりを前に広島の土砂災害は、多数の命を奪った。犠牲者のご冥福を祈るように

その心意気を感じ取って頂きたい。
詩人の上野都の「あったか歳時記（秋）
」は、
「科学の進歩」に懐疑的だ。秋にまつわるい
くつかの句を紹介して頂いたが、その秋を求めて「御嶽山」の登頂に臨んだ人たちは悲し
いことに噴火と火砕流事故に遭遇してしまった。それは科学の力がおよばなかったことを
も示した。
競争社会をひたすら走り続けることを強いる働き方によって、果たしてこの国の未来が

当法人に謹呈を
頂いた図書を
紹介しています

中澤誠／皆川剛 著
岩波書店

河原町通

間之町通

東洞院通

烏丸通

（坂口ビル）

下京年金事務所●

●ＪＲ京都駅から徒歩５分
●京阪七条駅から徒歩７分

東本願寺

●下京渉成小学校

下数珠屋町通

渉成園
枳穀邸

あったか
サポート

花屋町通

五条通

五条駅
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開けるのであろうか。物質文明が天を打った感の強いこの国には、新たな労働とそれを支

土・日・祝日に関わらず、
別途設定します。

●ご相談

平日／10：00〜17：00（土・日・祝日は休業）

●お問い合せ時間

12

える社会保障の理念や体系が求められている。そこで、当会としては、幾人かの研究者の

HP http://attaka-support.org/
E-mail attaka-support@r6.dion.ne.jp

記

月 日の第 回記念総会では、労働・教育・福祉の視点から社会保障のあり方について

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

後

お力添えを得て、来年早々に「持続可能な社会保障―年金制度改革」についての講演会と

（笹尾）

ささおたつろう

集
10

縦横に論じる場を持つことにした。是非、たくさんの方にご参集を頂きたい。


特定非営利活動法人 あったかサポート事務局 笹尾達朗（当法人・常務理事）

編
30

23

075-352-2640
075-352-2646
FAX

■ご相談とお問合せ TEL
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秋号
2014年
会員年会費または寄付金のお願い

ＮＰＯ法人あったかサポートは、
「労働と社会保障」に係る市民のコモンセンスづくりを進めます。
当法人の活動へのご理解を賜り、本年度も引き続き年会費または寄付金をお願いします。
（１）正会員は、年間１口５，
０００円です。個人として総会での議決権を有します。
（２）協力会員は、年間１口１０，
０００円です。団体としての参加ですから総会での議決権はありません。
＊個人、団体会員で２口以上の複数口数加入者には、特典として
今年度も、春秋セミナーの受講が無料になりますのでご利用下さい。
（３）賛助会員は、年間１口３，
０００円ですが、当法人の活動に直接参加できない方のための制度です。
従って、総会での議決権はありません。
尚、協力会員会費、賛助会費は寄付金控除にご利用できます。

郵便振替口座 ００９００－２－２６４２４４ 振込先 → 特定非営利活動法人 あったかサポート

七条通

京都駅

本誌責任編集 笹尾達朗
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