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明けましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれては、よい新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

私にとりまして、昨年は、図らずも理事長に推挙され、戸惑いの年でした。会務に不慣れ

であったため、多くの会員の方や関係者の皆様に、ご迷惑をかけながら、教えられ助けられ

て、何とか会務をこなすことができたのではないかと振り返っております。私として、印象

的なことは、ホームページの開設と差別・偏見に対する啓発活動です。 

お陰様で、あやめ会のホームページ（以下「ＨＰ」）は、多くの会員及び関係者のご尽力

やご協力を得て、１２月２日に開設できました。ありがとうございます。ＨＰのアドレスは、

http://ayamekai.org です。今後、会員の皆様により、このＨＰが大いに活用され、さら

に充実したものに改良されることを願っております。とくに、更新作業等メンテナンスはパ

ソコンに精通した当事者の方に担当していただこうと考えております。現在、ＨＰのサポー

トスタッフを２～３名募集しておりますので、当事者の方で意欲ある方は応募してください。

このＨＰの公開により、あやめ会の広報機能が強化され、会員へのサービス向上のほか、広

くネット利用者に家族会活動への理解と支援を求める手段にしていきたいと思っており、派

生的に会員の入会促進に役立つことも期待しております。 

もう１件は、市内のグループホームの立地に際し、地元の反対運動に関連して、行った陳

情活動です。精神障がい者が安心して地域で暮らすためには、地域住民との理解や協調関係

が不可欠です。しかしながら、今なお住民の中に精神障がい者に対する差別・偏見が存在し

ていて、反対運動が起こり得る可能性があります。それへの対応には、差別・偏見をなくす

ための地道な啓発活動しかないように思えます。今回の陳情活動では、市議会へ５８１名の

署名簿を付して、陳情書「精神障がい者に対する差別・偏見をなくすための啓発活動に関す

る陳情」を提出しました。今後は、行政とも連携を取りつつ、啓発活動を展開することとし

ており、その一環で、今年２月に「精神障がい者に対する差別・偏見をなくすために」をテ

ーマに公開講座を開催するなど、具体的な活動を計画しております。 
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さらに、今年は、市における障害福祉の総合的計画の大綱である第４次かわさきノーマラ

イゼーションプランの策定の年となります。プランが当事者・家族のニーズに適ったもので

あると共に、それが適正に執行されるかどうかを見守っていきたいと思っております。その

ほか、あやめ会の事務局機能の充実や財源基盤の強化など、抱える課題は沢山あります。一

つひとつ課題解決に努めていく所存ですので、会員の皆様及び関係者の皆様には、引き続き、

ご協力、ご支援をお願いいたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。 

  

 

 

       みんなねっと石川大会に参加して 

                            すいよう会 大迫きぬ子 

 

「笑って 語って つながって 今こそめざそう」～共に生きる社会を～ 

これはみんなねっと石川大会（10 月 16・17 日開催）のメインテーマで、今回初めて私も

全国大会に参加させて頂きました。 

 1 日目の基調講演、講師は夏苅郁子氏でした。家庭は「内なる偏見」を抱え、先生自身も

「内なる偏見」を取ることに気づき、「知ってもらわなければ、支援は広がらない」と４０

年近くかけて母親の病気のことを公表、「心の病はあなたの人生のどこかで出会う病気です」

と一般の方へ講演の時、言葉で伝えておられます。「『あなたは病気の人、私は治す人』から

『私も家族の一人です』と言えるようになって見えてきたこと」、このテーマで精神科医の

立場から、又、子の立場から話がありました。 

 精神疾患の親をもつ子どもは、多かれ少なかれ何らかの精神的不調を抱えていて、経済的

困窮や結婚への支障なども起こりやすく、子はそれを親のせいだと恨むことが多い。公表後、

家族会の親の立場の方との交流を通して、親の気持ちもしみじみわかるようになってきた。

親、子、兄弟各々の負うところの痛みは違うけれど「私も家族の一人です」という点は同じ

です。 

 最近、精神疾患を持つ子どもの会も出来つつあり、又、そうした立場の方やそれを理解し

支援する方も交えた交流の場を持つことを願っている。私自身、そういう交流のお蔭で祖父

母まで遡った私達一家の回復、再生をすることができました。国にも「子の立場」の存在に

気づいて欲しい。そして子どもたちへの関心が深まるとその親である精神疾患を患う方の生

活の支援ともなり、精神疾患全体の福祉の向上へとつながると思います。親や子の気持ちを

理解し子の立場の人の友人や配偶者も集まり、若い世代の関心を引くことができる。私のよ

うに「親なき後の後悔」に苦しむ人が少なくなってほしい。当事者と家族が望む回復の違い

や合意点、支援とは、「守る」とは何かについて共に考えたい。 

 医療者は何をすべきか、階層社会であることを医療者自身が認識し非専門、他職種の人の

意見も広く聞き入れる柔軟性を持たねば、生活に反映する支援にはならないでしょう。一般
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の方へ精神疾患の知識を医療者自ら広めることが専門家としての役割ではないかと考えて

います。 

 「人が回復するのに締め切りはないと思う」という言葉で素晴らしい講演が終わりました。 

 

 記念講演は、金沢医科大学精神神経科学教授川崎康弘氏による「精神科利用法―叩けよさ

らば開かれん」のテーマでのお話でした。   

○幻覚がある時自分はどうするか、どうすればよいか ⇒相談する人がいると良い 

○本人の持っている良さを大事にしてかかわっていくことが重要である 

○困った時は手伝ってもらい、その人に感謝する 

○過剰適応、範囲を超えてしまったらうつ病になる。その時自分のやり過ぎを認める。自分

が動かず人を動かすことが大切 

との発言が印象に残りました。 

 

２日目は、就労促進の分科会「障害があっても働ける～働くことを妨げているのは何か」

に参加しました。 

精神科看護師の石田氏は、病名や症状からくる問題点（ 歪
いびつ

に見られてしまう）や障害に

対する偏見が就労の妨げになっている。スムーズに働けるようになるには、家族や雇用側の

理解が求められる。 

・家族間、家族会々員同士の支え合い 

・障害者がいることを外に発信して知って頂く、そして支援者になって頂く 

・経営側には共に生き、共に暮らす、当事者に寄り添った運営を 

と問題提起されました。長年ＳＳＴに取り組んできた経験から「人をほめ、喜びにつなげる

ことが大切」と語られました。 

大阪府の就労移行支援作業所の金塚氏は、就労支援者の立場から、働き続ける為には、当

事者、企業、地域、支援者の四者が力をつけていくことが必要と訴えました。 

① 当事者  働けるんだ、働きたいという意欲を持つ 

② 企業   障害者ということでマイナスのイメージを持っている。支援者の無知からく   

る不安と、雇用することに価値があるか不安を抱えている  

③ 地域   障害に対してまだまだ溝がある。福祉と医療が一体となること。又、働く 

ことで病状が安定してくる 

④ 支援者  当事者本人の苦しさ、病気の症状を理解してもらえないところからくる差別・ 

偏見がある。働いている方のなまの声を広く伝える 

就職へ向けての不安を抱えても、障害を伝えて必要な配慮をしてもらいながら働いている

人はたくさんいる、と強調されました。 

 

【参加して感じたこと】 

就労の前に今現在各々が置かれた場所での自立が必要だと思いました。それがいつかは就

労やその人の生き方に繋がっていくことだと思いました。そして、共に生きる仲間と居場所
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があり、病気と上手につき合っていくことかと思います。 

 

次回は 2015 年 9 月 28 日・29 日に福岡国際会議場で行われる予定です。 

たくさんの方に参加して頂きたいと思います。 

共に学び、各々が自分の人生を楽しく明るくプラス思考で日々過ごしてい

きましょう。 

 

  

 

 

    みんなねっと関東ブロック大会開催される！！ 

                               すいよう会 清水 

 

 ２６年１１月２８日、「２０１４ みんなねっと関東ブロック大会 in 神奈川」（第４１

回精神保健福祉かながわ県民の集いを兼ねる）が、“地域で暮らすために今必要なこと”を

テーマに、横浜のはまぎんホールヴィアマーレで開催されました。快晴に恵まれ、５００人

収容の会場は、関東６県連等からの参加者で満員となり、大変に好評を得て成功裏に終了し

ました。 

 

１０時より、大会主催県としてのじんかれん堤年春理事長の開会挨拶に始まり、神奈川県

黒岩祐治知事の来賓挨拶（かかる大会での知事出席は初めてだそうです）がありました。知

事からは、「かながわ障害者計画」を改定し、平成２６年度を初年度とする新たな計画を策

定し、福祉・健康・医療・教育・雇用などさまざまな分野において障害者の自立や社会参加

の支援などを推進するための基本としていく。“ひとりひとりを大切にする”という理念の

もとに今後さまざまな施策を推進する、と力強いお話しがありました。 

次いで、みんなねっと本條義和理事長の当大会主催者としての挨拶、来賓者の紹介と続き、

開会式を終えました。 

 

第１部 ｢地域精神医療のあり方｣ の講演が、精神科医で国立精神神経医療研究センター 

精神保健研究所社会復帰研究部部長 伊藤順一郎氏よりありました。 

精神医療は変化している。医療における病院の役割には限界がある。即ち、「病気を持つ

人」ではなく「人が病気を持っている」として、市民としての責任と権利を保障する。この

大前提に基づき実行される制度や装置が整備されるべきである。このためには、地域精神保

健＝地域社会の中に出向いて人を支える“医療の社会化”を前提に、他職種の知、あるいは

精神保健を超えて、就労・住居・ともにあること 等が対等にある“地域生活中心”の場が

必要である。具体的には「多機能型地域精神科診療所」（仮称）を設置し、サテライトクリ

ニックとしての病院の存在、複数の精神科医等の構成、ACT のようなアウトリーチチーム

の形成、当事者家族を含む一般相談支援事業（地域移行、地域定着への実施等）、更に保健
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所、障害者福祉課等行政とのネットワークの確立等々の実行可能な装置をつくるべきである、

との講演で、最後に「白衣を捨てよ、町に出よう」と結ばれました。 

 

第２部 「一人暮らしを踏み出すために」 の講演が、精神科医で帝京大学医学部精神科

学講座主任教授 池淵恵美氏よりありました。 

先生が経験した“一人暮らしに踏み出した”方々を紹介し、色々なきっかけで、どういう

支援を受け、どんな一人暮らしをしているかについて、２人の女性と１人の男性について実

例の説明がありました。個々の全く違う環境・実情があるなか、先生の長い期間の温かい見

守りがあって、一人暮らしが可能になったお話でした。大切なことは、“支援者がいること

と親の踏ん切りが必要である”とのことで、参加した家族の方々にはそれぞれにヒントを得

て、良き参考になったと思われます。更にこのテーマの一つの問題は“住居の確保”であり、

この対策として公営住宅の入居等の特別の配慮・支援が必要であることを強調されました。 

 

第３部「話し合い」 両先生と参加者との話し合いとして、質疑応答とフリートークの場

が持たれました。あらかじめ会場よりメモによる質問・意見を提出してもらっており、それ

に対する回答・意見のやり取りをしましたが、時間の関係上少人数で終了してしまい残念で

した。“周りの人をどう応援団にするか、顔の見える関係を構築すべき”とのお話が印象的

でした。 

 

第４部 「メリデン訪問家族支援について」の解説が、みんなねっと理事長よりありまし

た。みんなねっとが平成２５年３月に、京都ノートルダム女子大の佐藤純准教授を団長に英

国バーミンガムにあるメリデンファミリープログラムの視察団を派遣したことの報告です。

「個々の家族に対する」「訪問による」「本人含めた家族全体」を支援するという認知行動療

法的な家族支援技術が開発され実践されているというプログラムを視察することが、その目

的であったとのことです。この成果を日本でもモデル事業、パイロット事業として先行実施

する方法を提案する考えである、とのお話でした。 

 

閉会  次回の大会開催地である東京都精神障害者家族会連合会の真壁博美会長の挨拶

と、大きなプラカードで大会のテーマ「一人だって生きられる!! 地域力アップ」の披露が

ありました。じんかれんの大会スタッフ一同も舞台に上がり、会場の参加者と一緒に明るく

元気に「上を向いて歩こう」を合唱し、大いに盛り上がりました。そして、最後に、星野ノ

リ副理事長より、今大会への皆様のご協力に心からの謝意を表する旨の閉会挨拶があり、終

了となりました。 

 

今回の大会を、立派に品格高く大成功に導いた、じんかれんの執行部・スタッフの皆さん

の大変な努力と能力に心から敬意を表し、感謝する次第です。 
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あやめ会バスハイクに参加して 

                             ホーム AYAME 橋本 

10月15日は待ちに待ったバスハイクの日。事前の週間天気予報では台風も直撃をするかも

しれないとの予報があり、メンバーさんも大変心配をしている中、当日は雨が降っていまし

たが何とか参加をすることが出来ました。昨年参加が出来なかった方や初めて参加をする方

もいて、みなさんそろってバスハイクに参加が出来ることを非常に楽しみにしていました。

中には、朝から職員が迎えに来るのをマンションの前で待っている人もおり、メンバーさん

の待ち焦がれていた気持ちが目に見えるようでした。 

東京ドイツ村ではまず、集合写真を撮りその後、昼食を食べました。昼食はバーベキュー

で、メンバーさんが最も楽しみにしていたものでした。ホームメンバーで集まったり、ホー

ムメンバー以外の参加者と一緒に食べたりと思い思いにバーベキューを楽しんでいました。

バーベキューの食材も多く食べきれないほどでした。ドイツ村というだけあってソーセージ

もバーベキューの材料に入っており、特に美味しくメンバーさんも絶賛をしていました。ソ

ーセージが美味しかったためか、後でソーセージをお土産に買っていかれるメンバーさんも

いました。 

ドイツ村は広く帰りの時間も決まっていたので、全てを楽しむことはできなかったため、

ホームメンバーは買い物・観覧車・動物広場を観て回ることにしました。買い物ではソーセ

ージや乳製品はもちろんのこと、千葉の名産を使ったお菓子などもあり、友達に何を買おう

か悩み相談をしている人、自分のお土産用に買い物をしている人、買い物をしないけどいろ

いろな商品を見ている人、早く観覧車に乗りたい人などそれぞれで楽しんでいる様子でした。

その後、メンバーさんの熱い希望もあり観覧車に乗りました。観覧車の中から眺める景色は

良く、あいにくの雨でなければきれいな景色が楽しめたのではないかと思いますが、それで

もメンバーさんはとても楽しかったようで観覧車に乗っている間中、陽気に話をしたり窓か

らの景色を眺めたりをしていました。観覧車に乗った後にはだいぶ疲れてしまった人もいた

ようで、希望したメンバーだけで動物園で動物を観て回りました。日頃見慣れないマーラや

山羊や羊などいろいろな動物がいましたが、特にミニブタという種類の小さ

くない豚には驚かされ（成長したもので90㎏の重さがあるそうです）「この豚

は食用ですか、バーベキューで食べるんですか」と係員に聞く人もいました。     

ホームに帰ってきたときはだいぶ疲れた様子ではありましたが「楽しかった、またバーベ

キューに行きたい、来年はどこに行くのかな」などと話していて、今年もバスハイクに無事

参加できてよかったと感じました。毎年行われるバスハイク。メンバーさんにとっては数少

ない楽しみとなっています。来年も変わらずに皆が無事に参加できるようメンバーさんを注

意深く見守っていこうと改めて感じました。 
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 上森得男さん 

 

〈第 9 回あやめ会交流会〉 

「より良い精神科医療を求めて」を聴いて 

泰山木の会 鈴木郁子 

平成 26年 12月 9日(火)、エポックなかはら 7階大会議室において、ひ

だクリニック家族会会員(元厚木市家族会員)の上森得男さん（※1）をお招

きして、「より良い精神科医療を求めて」のテーマで講演していただきまし

た。参加者数は 68名。 

上森さんの講演の前に、高橋美久さん(ひだクリニック就労継続支援 B型

事業所「テララ」サービス管理責任者)が、当初予定されていた上森一朗さ

んに代わって、2005年の設立以来、母体となって幅広く行っているひだク

リニックの精神保健サービスへの取組を紹介し、加えて統合失調症で苦し

んだ時期がありましたが、今ではすっかり回復してメンバーのために元気

に働いているご自身の体験を話されました。なお、「もしご興味のある方が

いらっしゃいましたら、見学(有料)もできます」とのことでした。  

美久さんのお話しの中で、特に印象に残ったのは、急性期が少し過ぎたころ、アメリカの

精神関係団体 NAMIのハンナさんの講演を聴いて衝撃を受けたというお話しです。 

・ 一人暮らしは当り前で、まずチャレンジすること。自尊心を取り戻すこと。後ろを決して

振り向くことをしない。 

・ 自分の対処法としては、爆発する前にコップ一杯の水でマッチの火を消そうと、仲間と一

緒に買物に行ったり、外へ食事に行ったりすること。 

・ また、魚を与えるのではなく、釣りざおを渡して、魚の釣り方、釣った魚の調理法を教え

る。同じ思いで苦しんだ仲間が教え合えば、自立できます。 

・ コンスタの注射をしながら、したいせい(したいことをする)を大事にしています。今いい

薬も出て来たので、したいことができる。初めての仕事をした図書館へのパン販売で、森

のパン屋さんが大きく成長した。「したいせい」を大切にし、自尊心を取り戻しました。 

・ 家族ピアを作り１人の子供のために 10人の家族の父母に話し合ってもらい、ありったけ

のことをお互いにぶつけ合う。そこに初めて進歩が生まれるのです。 

続いて、上森得男さんが、「より良い精神科医療を求めて」のテーマで、親として 50年ぐ

らい考え、ここがポイントかなと思うことをまとめてみました、と語りました。美しい川の

流れのたとえ話から始まり、人間の脳の神経組織ニューロン、元気に生きていくために作ら

れる 3つの神経伝達物質(ドパミン・セロトニン・ノルアドレナリン)、シナプスという接合

部があって、そこで神経伝達物質の量を薬剤である程度コントロールできること、しかし実

は、統合失調症の発症原因はまだ未解明で薬を飲むだけでは医療とは言えないこと、上森さ

んの実家と家庭で起こった残念なこと、息子の上森一郎さんの病との戦い、アメリカやアジ

アの精神保健関係団体・精神科医者・当事者たち・製薬関係の人との交流について、日本や

アメリカで行った数々の講演活動、厚労省の検討委員だったころの写真貼付問題、NAMIのハ

ンナさんとロマンダさんと一緒に日本全国ほぼ 50か所にのぼる病院・クリニック・家族会な
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どへの訪問、国会に提出まで漕ぎつけた「精神基本法」、みんなねっと全国大会で来日した英

国のシャイアーズ博士夫妻と京都へ、京都大学 iPS細胞研究所の山中伸弥先生にお会いでき

たこと（※2）、iPS細胞を使って難病を征服するために慶応大学を中心に力を尽くしている研

究者たち、ひだクリニックの先生の医療技術の高さと豊かさ、それが厚木から流山に移住し

た理由、最後に一般的な精神科の関係者にお願いまで、たくさんのカラフルなスライドをス

クリーンに映して見せながら、１時間余りにわたり心を込めてお話しされました。参加者全

員が熱心に聞き入っていました。 

「一般的な精神科の関係者にお願い」の中で上森さんは言われました。「統合失調症を含め

てすべての精神疾患をもった障害者には苦しいことがいっぱいあるので支援は絶対必要です。

支援しない医者は資格がありません。精神科医に向かって言いたいことがあります。1. 治療

について：治療をもっとちゃんとやって欲しい。薬の出し過ぎはやめてくれ！ 2. 本人・家

族への対応について：もっと丁寧に対応してくれ。昔は脈をとってくれたのですが、本人や

家族の方を見ないでパソコンに向かって何か書き込むばかりという方も実際おられます。3. 

薬とその副作用について：ちゃんとした製薬会社ではなくその病院の裁量でつくった薬剤の

副作用に気を付けなければなりません。私はパーキンソン病になってしまいました。4. 精神

科医としての知識・研究について：精神科医はもっと勉強してくれよ。厚労省の減薬指針に

ついても。先生、助けて欲しいんだ！私たちはと怒鳴りたい、実際怒鳴ったこともあります。

そうしたら、素人が何だよ！私に任せられないなら出て行けと言われたことがあります。悔

しくて本当に涙が出てしまいました。有能な方もいらっしゃるけど、駄目な人、昔の教科書

だけに頼っている人、昔の教科書には患者を鎮静させておけばよいと書いてあります。そう

いう考え方をしているけっこう年齢の高い医者もおります。重要なことは、よい精神科医(人

間)を選ぶことです。」 

最後に上森さんは、「いろんなことを申し上げたようですが、私が何を言いたいかお分かり

いただけましたでしょうか？」と問われました。その答えでしょうか、「それは結局、薬の多

過ぎはダメなので、なんとかして止めさせるということ、最初にご覧いただいた川の絵のよ

うに、人間の神経組織というものはいかに美しいものかということです。」と語り、講演を終

えられました。 

上森さんお疲れ様。貴重なお話し有難うございました。とりわけ、最後の「一般の精神科

医へのお願い」に共感しました。これは当事者を抱える家族みんなの切実な声だと思います。

この声が広く関係者に届きますことを祈ります。 

※1上森さんは東京都立高校教諭として 38年間勤務。語学力を生かして精神科関係の日英通訳及

び講演者として内外でご活躍。やがてアメリカの精神障害者支援団体が展開する医療、サポート

体制、自助活動に関心をもたれ、医師やメンバーとの相互訪問交流を実践。現在はひだクリニッ

クのボランティアとして活躍中。 

※2「統合失調症は長く時間がかかる病気ですが、どう思われますか？大勢の人が困っているので、

是非力を貸していただきたい」と申し上げたところ、山中先生は「統合失調症はバラエティに富

んだ病気で個々で違うが今研究中。10年も経てば今まで考えられなかった薬が出てくるだろう。」

と答えられました。 
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白石先生勉強会について 

こすぎ会 岸田恵里子 

                  

窓の会では精神科医の白石先生による勉強会が開催されています。家族とメンバーそれぞ

れ対象を分けて行われており、奇数月は家族向けで場所は「ちどり」で、偶数月はメンバー

向けで場所は「新城窓の会」です。私がはじめて先生にお会いしたのは、家族対象の勉強会

でした。先生は大変丁寧に分かり易く教えてくださいました。その後私はメンバー対象の勉

強会にお手伝いとして参加するようになりました。 

 勉強会の日は開始時刻より 30 分前には新城窓の会に行き、カギを開け、

机を並べて準備をします。みなさんはこの勉強会を大変楽しみにしている

ようで、早めに到着します。白石先生は、いつも午前中の外来診察を終え

てから駆けつけてくださいます。お忙しいスケジュールのなかで、時間を

作ってくださっているのですね。 

 勉強会では病気についてのほかにも、精神保健や福祉制度などについて学びます。テーマ

が決まっている時もありますが、時にはテーマを決めずに参加者がそれぞれの抱えている悩

みや問題について先生に相談することもあります。お薬に対する不安、対人関係の難しさ、

たばこが止められない辛さ、一人ぼっちの寂しさ、世の中への不満・・・・。みなさんの抱

える悩みはいろいろです。そんな相談に先生は静かに耳を傾け、いつも優しく丁寧にお話を

してくださいます。後ろで聴いている私も大変勉強になることがたくさんあります。また、

参加者同士の意見交換も盛んに行われます。同じ病を抱えているからこそ、経験したことか

ら適切なアドバイスができるのだと思います。主治医にもなかなか聞きづらい事も、信頼し

ている白石先生には心を開いて話せることは、本当に有り難いことではないでしょうか。先

生からかけてもらった優しい言葉がかれらの励みになっていると思います。 

これからも多くの方がこの勉強会に参加して、自身の病気について学び、理解し、そして

幸せな生活を送れるようになってほしいと願っています。 

勉強会は都合で変更になることもあります。事前に確認しておくと良いです。みなさん、 

どうぞ窓の会勉強会にいらしてくださいね。お待ちしています。 
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                    窓の会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月号はホームページに載せている絵の一部をご覧いただきたいと思います 

 

 

 

                      フリースペースでは、お話をしたり、                              

                    本を読んだり、新聞を読んだり、 

                    ラジカセでＣＤを聞いたり、 

パソコンで音楽を聞いたり、 

検索したり・・・しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍadonokai 
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みんなでお弁当を食べて、クイズ・なぞなぞ、ビンゴゲーム、 

ジャンケンゲームをします。頭や身体を使った後は、スイーツを食べなが

らコーヒーを飲みます。 

                      とにかく、にこにこ笑顔で 

                            みんなと 1日を過ごしましょう。 

                    ゲーム頑張ろー。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左の写真：2014年 11月の誕生日会 

 右上の写真：2014年 10月の誕生日会 

 右下の写真：2014年窓の会の 

だ～れもいない時 

【すべてのイラストは職員の山本さんが描きました】 
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心の健康相談 

 お気軽にどうぞ！ 

  

心の病の問題について気軽に 

         電話または面接にお出かけください 

 

現代はストレスの社会です。“心の病”は誰がかかっても不思議ではないといわれていま

す。人間関係のつまずき、家庭内のトラブル、出社拒否、気分の沈滞、意欲低下、ひきこも

り、暴力、自傷行為、不潔恐怖、受診拒否、服薬中断などの“心の病”やデイケア、地域作

業所、年金、障害手帳などの“リハビリや福祉制度”に関しても幅広く相談をお受けします。 

 

  一人で悩まずにご相談ください 

      相談は無料、秘密は厳守します 

 

◇日時：毎週月・金曜日（除く祝祭日）  １０：００～１６：００ 

◇電話：０４４－８１３－４５５５ 

◇場所：高津区久本３－６－２２ ちどり（地域福祉施設）内 

◇主催団体：ＮＰＯ法人あやめ会（川崎市精神保健福祉家族会連合会） 

あやめ会会員の有志が相談技能研修を受けて相談員となり、 

家族の立場にたった対応を心がけています。 

 

 

                           

編集後記 

今年の干支は未。一般にヒツジ年生まれは温和で周囲の信頼を 

着実に得てゆく方が多いのだとか。うらやましいです。 

色々見習ってより良い年にしたいものです。                 

  2015 年も変わらぬご理解ご協力を、広報一同心よりお願い申し 

上げます。 


