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▽職員、通所者に意見も
障害者支援施設「ワークス共同作業所」
（南区）の通所者たちが、聖林院に集まっ
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てくる火曜日。介護福祉士の古谷佳輝さん
（３１）＝伏見区＝は通所者の行事のサ
ポートなどで、いつも忙しく動き回る。
滋賀県出身。寝たきりの祖母の終末期に
ワークス共同作業所の通所者たちと聖林
院の前で話をする古谷佳輝さん（左から
２人目）＝宇治市五ケ庄

どう向き合うか、と考えていたのがきっか
けで福祉の道を志した。医療・福祉の専門
学校と大学で学び、約９年前にワークスの
母体、日本自立生活センター（南区）の職
員になった。
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１９歳の時、車を運転していると、「人をひいてしまったのではないか」という不
安に襲われるなどの症状に悩まされ、心療内科を受診した。その日のうちに強迫性神
経障害と診断された。処方された向精神薬は不安を取り払ってくれていたが、職員に
なって数年すると、腹部の不調や体のだるさに悩まされるようになった。
薬の服用をやめると、頭痛や息切れで歩けなくなることもあった。「このままだと

宅配クリーニングが半額に
朝日新聞Ｒｅライフサポート特価
先着３００名様限定！８月末まで

体がぼろぼろになってしまう」。４年ほど前、自分の判断で薬を飲むのをやめた。処
方され続けた６年以上の間、医師から副作用や禁断症状について説明を受けた記憶は
ない。思いをさらけ出せたという記憶もない。だれかが悪いわけじゃないと思う。で
も医師との間に壁を感じ、うまくかみ合わなかった。

国公立大学

進学のすすめ

13大学の素顔を紹介！進学先選びに
家事研究家が語る

軽やかな暮らし

相手とどう向き合っていくか。病を通した経験は、古谷さんが仕事をする上での土

スティック掃除機でお掃除が変わる

台となっている。通所者と時に激しく議論することもある。何が相手のためになるの

人気の猫ブロガーヤスダさんに聞く

かを真剣に考え、意見する。みみづく地蔵尊護持会の葛西敬久さん（５０）は「古
ちゃんは、いい意味で相手とぶつかる。その人の人生に、しっかりと向き合っている
から」。

いつまでも一緒にいるためのフードとは
朝日新聞とマイナビ転職がタッグ組む
厳選した求人情報をお届けします！

聖林院のすぐ北側に、萬福寺の駐車場がある。観光バスやマイカーで萬福寺を訪れ
る人が、柵の一部がなくなった聖林院の前を歩いていく。立ち止まり、庭に集まる人
たちと言葉を交わし、手作り品や野菜を買い求めていく人も増えてきた。
古谷さんは言う。「お寺の庭にコミュニティーができて、それが外の世界とつな
がっていく。バリアーがなくなれば、お互いのことを理解し合える。ぼくも元気をも
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