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次の一歩を学ぶ場に

は、聖林院（宇治市五ケ庄）で所外活動を
する話がもちあがった時、まずは近くに障
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害者が使えるトイレはあるのか、最寄り駅
から通うのに問題はないのかなどを調べ
た。自身も車いすを利用する大崎さんは、
献灯会には地域の人たちも多く訪れた＝
７月３０日、宇治市五ケ庄

大きな問題がないことを確認した上で
「じゃあ、やってみよう」と決めた。
ワークスでは、ホームページ制作や名刺
作りなど、パソコンを使った様々な作業を

している。だが、障害者が住みやすいまちづくりを進めるためには、障害者がもっと
外に出なければ、との思いもあった。「車いすでの移動でトラブルが起きる社会は、
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成熟度が足りない社会と言える。週に一度でも公共交通機関を使って通うことで、社
会が変わっていくのではないかと思った」と話す。
ワークスが現在の南区東九条に移って、今年で１２年目。車いすの人が行き来する
光景は、地域に自然に溶け込んでいる。「聖林院でもこうした風景が当たり前にな
り、さらにそれぞれの地域に広がっていけば」と大崎さんは言う。

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！

聖林院の柵の一部が撤去されてから５年ほど。みみづく地蔵尊護持会の葛西敬久さ
ん（５０）は「いつも車いすの人がいるということに、駅員や地域の人たちも違和感

家事研究家が語る

をもたなくなってきたと感じる。でも、それが当たり前になったら、また次の一歩を

スティック掃除機でお掃除が変わる

求めていかなくてはいけない」と話す。
かつてのお寺は、地域のセンターとして、人々と密接なかかわりを持っていた。葛

国公立大学

軽やかな暮らし

進学のすすめ

13大学の素顔を紹介！進学先選びに

西さんは、お寺を拠点に、高齢独居の人たちや子どもたちともつながる方法を模索し

人気の猫ブロガーヤスダさんに聞く

ている。吉村道夫住職（７２）とも「お寺本来の機能は、こういうことなのでしょう

いつまでも一緒にいるためのフードとは

ね」と話す。子どももお年寄りも、障害がある人もない人も、みんなが快適に暮らせ
るバリアフリー社会をめざして。聖林院での試みは、今後の社会のあり方を模索する
「社会実験」なのかもしれない。
今年７月３０日、護持会とワークスが聖林院で、手作りのあんどん約５００個をと
もす「献灯会」を開いた。地域の人たちも多く訪れ、車いすの人たちは境内の案内役
などを務め、催しの運営を支えた。
ワークス共同作業所の母体、日本自立生活センター（南区）代表で、自らも車いす
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を利用する矢吹文敏さん（７１）は「聖林院での活動を通して、障害がある人が社会
の一員としてどんな役割を担っていけるのか。既成概念をとりはらって社会がどう変
わっていくべきなのか。みんなが学べる場になればいいですね」。＝おわり
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