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ポケモン愛が熱い映画最新作
公開中のポケモン映画２０作目に、
作り手が込めた熱い思いは。

企画特集１ 【宇治 聖林院のお庭から】

地域の人々に見せる別の顔

紙面にプラス

小雨が降る火曜日の午後。障害者支援施
設「ワークス共同作業所」の八木俊幸さん
（４８）が、介護福祉士の古谷佳輝さんに
支えられながら、聖林院（宇治市五ケ庄）
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にやって来た。
玄関をくぐり、寺の座敷にあがって座布
団に座る。脳性マヒの八木さんは、四つん
聖林院でワークス共同作業所の人たちと
談笑する八木俊幸さん（左端）＝宇治市
五ケ庄

ばいの姿勢から、ゆっくりと時間をかけ
る。「生まれたての子羊みたいや」。先に
寺に来ていた人が言い、笑いが広がる。
「ここに来たら、よくコバエが目に入っ

てきて、眼科でとってもらうことになるんですよ」と八木さんがこぼす。「目からな
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んか出てるんや」「コバエは八木ちゃんが好みなんや」。まわりの人たちがからか
う。「ひどい」と言いながら、八木さんも笑っている。
少し前から、火曜日の聖林院の門前に、ワークスで作った絵はがきや来年のカレン
ダーが並んでいる。購入者は、お礼に手相を見てもらうことができる。
手相を見るのは八木さん。一時ワークスを離れていたが、５年前に戻ってきた。そ

人気レジャー施設がお得に
朝日新聞Ｒｅライフサポートの特典
プールや遊園地が入場無料・半額！

れから個人的に手相の見方を勉強した。「あくまで趣味ですが、作業所のことを知っ
てもらうひとつのサービスです」と八木さん。
聖林院では、この３年ほどで１００人以上の手相を見た。３０分以上話し込んでい
く人もいる。聖林院の庭が、つらいことや苦しいことを置いていける場所になれば、
と八木さんは願う。
そんな八木さんも、いろんなことを引きずって、生きるのがしんどい、と思ってい
た。「小さいころからいじめられるなど、障害者は何らかの嫌な思いをしてきている
んじゃないかな」。だが、聖林院で地域の人たちとかかわり、いろんな生き方があっ
ていいのだと思えるようになった。
八木さんは言う。「ほかのみんなも、ここへ来るようになって変わったと思う。作
業所で見せる顔と、ここで地域の人たちに見せる顔が違うんですよ」
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