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            平成２８年度あやめ会総会 

          ５月１１日（水）於 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら） 

 

           午後１時半よりはじまり、１０名の来賓の中から、まず川崎市長代

理、        副市長伊藤弘氏の祝辞のなかで、障害者の福祉を充実するために、中       

          部にある、川崎市中部リハビリテーションセンターを南部にも作り、

さらに障害者のための福祉や施設の充実を進めて行きたいと話され、引き続き川崎市社会福

祉協議会会長佐藤忠次氏とじんかれん会長代理清水信氏の祝辞の後、来賓者の紹介があり。

続けて第２部の議事へと進み、山本理事長は、精神障がい者とその家族が、安心して暮らせ

る地域社会の構築を目指して各種事業を実施し、精神障がい者に対する差別・偏見のない地

域づくりを進めて行きたいと話され、無事総会が終了いたしました。 

 

 

第３部 講演会（１５時２０分～）  

演題 「川崎市の精神保健医療福祉のこれからを考える」 

講師  川崎市健康福祉局障害保健福祉部担当部長／精神保健福祉センター所長  

竹島 正 氏 

 

講演内容 

前半では精神保健福祉制度の発展経緯という全国規模のお話をしていただき、後半からは

川崎市の制度や「家族会活動のこれからを考える」というテーマでお話をしていただきまし

た。 

近年、国際的に、メンタルヘルスが重視されるようになっています。国連で２０１６年か

ら２０３０年にかけての国際開発のための目標が設定され、その中に「すべての人々の健康

的な生活」が掲げられ、健康的な生活を送るためにメンタルヘルスも重視されるようになり 

 

 

あやめ会ホームページをご覧ください。 
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ました。また、ＷＨＯの総会では「メンタルヘルスなしに健康なし」という原則を掲げた 

“メンタルヘルスアクションプラン”が承認されました。すなわち、国際的に、精神保健の

発展と経済の成長にはつながりがあると考えられるようになってきているのです。 

歴史の大きな流れを俯瞰すると、まずは医療を受けられる場所がなかったので医療施設を充

実させ入院して安心できることが目標となっていましたが、その次に、地域で生活すること

“とする（病気や障がいの有無に関わらず共に生きる社会を実現する）という流れになって

きています。 

竹島氏がこうした歴史的経緯を精神病床の推移、精神衛生法の成立、精神保健医療福祉の

改革ビジョン（２００４年）などの事例を挙げて、説明してくださいました。それぞれの制

度や法は時代に応じて設計されましたが、精神保健法において、「５年を目途として必要な

らば見直す」という規定が盛り込まれたので、５－６年に一回のペースで制度が改正される

ようになりました。また、数値目標が設定されるようになり、「１年以上を長期入院とする」

という共通認識も生まれました。 

民主党政権時代には、アウトリーチ、啓発活動、職場のメンタルヘルス、自殺対策の充実

などが図られるようになり、これらが別々のものではなく、実は相互につながりを持ってい

ると考えられるようになりました。また、福祉制度改革の推進において、これまで発言権を

持たなかった当事者、および関連事業団体の方たちが委員となっていきました。 

最新の動向としては、地域で一般医療と精神科医療が連携し、良質な医療の提供を図るとい

う「地域医療構想」が示されています。また、高齢かどうか、精神障がいかどうかを問わず、

全地域住民を対象に、住まい・医療・介護・保健福祉などの社会サービスを総合的に提供し、

可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくための「地域包括ケアシステム」を構

築しようというビジョンが示されています。 

従来、精神障がい者特有の問題として捉えられていたことが、実は、社会一般の問題でも

あるのではないかと竹島氏はおっしゃっていました。例えば、精神障がい者が民間の賃貸住

居を貸してもらいにくいという問題がありますが、この原因は、偏見というよりも、むしろ、

家賃を支払ってもらえないのではないか、何か困った時にサポートしてもらえないのではな

いかという貸主の不安であり、物件を借りにくいという点では、高齢者にも共通する問題な

のです。これらの不安を払拭できれば、多くの場合、解決に向かうだろうと竹島氏はおっし

ゃっていました。 

こうした時代の流れの中で、これからの「家族会」は、問題解決のために、家族会の周辺

とだけ問題を共有したり連携したりするのではなく、異分野の方たちと接していくことが重

要であると、ご意見をいただきました。 

川崎市の精神保健医療福祉の特徴を挙げると次のものがあります。 

（1）全国的に見て川崎市の精神保健医療福祉は先駆性という強みを持っている。 

（2）人口密度の高いところほど病院件数が多く、川崎市民の場合、地元で入院

し、身近な精神科に通院している人が多い。 

（3）川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンにおいて、全市民を対象に総合的なサービ 

スの提供を目指している。親が認知症、子が精神疾患であった場合でも、親にも子にも 
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包括的にサービスを提供することを目指している。 

全国の家族会は高齢化していますが、あやめ会は設立が早いので、高齢化する家族会の最

先端をいっているという見方もできます。時代とともに、人口構成（多産多死→多産少死→

少子多死）や世帯構成（1人世帯・２人世帯の増加）が変わり、医療制度も変化しています

が、社会の変化に応じて、我々家族会の活動も柔軟に変わっていくことが期待されています。 

最後の意見交換の時間では、親亡き後の問題が出て、次の提案がありました。 

（1）どこかにつながっていて、ＳＯＳを誰かがキャッチできるようにしてはどうか。 

（2）親亡き後に備えて蓄財することよりも、親が居るうちに有効に使ったほうがいいので

はないか。 

（3）研修を受けた専門職（ワーカー）と家族が交流を持ってはどうか。 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人じんかれん第５回定期総会 

 

５月２１日（土）神奈川県精神保健福祉センター 

 

 

 理事長挨拶のあと、来賓の、神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課課長山崎享氏と神奈川

県精神保健福祉センター所長山田正男氏の祝辞があり、引き続き議事も無事終了しました。 

 

 記念講演 

「精神保健福祉法改正をどう考えるか」～引きこもりの家族に伝えたいこと～ 

総合病院 国保旭中央病院 院長補佐 兼地域精神保健センター長 

川副 康成氏 

  

精神保健福祉法は平成２６年４月に施行され、その概要は 

（１）精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 

① 精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定め

る指針として策定。（指針は法規的性質を有するものではない） 

② 指針で示すこととしている、新規入院者は１年以内に退院できるようにすることの

考え方に基づき、定期病状報告等各種様式を見直し。 

（２）保護者制度の廃止 

① 保護者制度は廃止（「保護者制度」が「家族等制度」に変わったわけではない） 

   ② 保護者に義務規定・権利規定のうち、退院請求権に係る規定のみ、改正後も存置。 

（３）医療保護入院の見直し 
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① あくまで法律上は、「家族等のうちいずれかの者」の同意があれば、医療保護入院が

可能（優先順位はない） 

② 法令上は、同意者が、同意後に特別な義務や権利を持つことはない。 

③ 同意者と 本人との関係は、同意書の記載により確認。 

（４）精神医療審査会に関する見直し 

① 平成２８年４月１日の精神医療審査会の委員の見直し部分の施行に向け、次期改選

時に施行後を見越した改選が必要。 

② 退院請求等の増加が見込まれることから、審査の効率化、合議体数見直しが必要。 

③ 精神医療審査会運営マニュアルの見直しを踏まえた、各審査会の運営要綱等の見直

しが必要。  

（５）市町村長同意の見直しに係る主なポイント 

  ① 市町村長同意を行うことができるのは、「精神障害者の家族等がない場合又はその家

族等の全員がその意思を表示することができない場合」 

②  家族等が存在しているが、反対している場合や、反対はしていないが 

   同意をすることを拒否している場合等は、市町村長同意を行うことはで 

きない。 

 

 

「ひきこもり」の多彩な実態 

・「ひきこもり」はさまざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり、就労や就学

などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことをさします。 

・「ひきこもり」をしている人々の性格の特徴が、あたかも一種類にくくれるような言わ

れ方をすることがありますが、実際には、多彩な人々が、「ひきこもり」の状態におち

いっています。 

・そして、そのときのご家族の対応にも、かなりの多様性があります。「ひきこもり」へ

の援助の特徴として、この多様性への対応ということがあげられます。 

 

精神疾患：①統合失調症 

・小さな刺激にも敏感に反応するようになり、例えば「周囲の者が自分の悪口を言ってい

るに違いない」とか「テレビでも自分の噂をしていた」「盗聴器が仕掛けられていて、

自分の様子が伝わってしまう」といった非現実的な考えにとらわれてしまいます。 

・不眠が続き、考えが次から次へとまとまらなく涌いてきてしまうことも言います。同時

に感情が不安定になり、気持ちのゆとりがなくなって、仕事や勉強などうわの空になり

がちです。 

・一方陰性症状といって、根気が続かない、意欲がわかない、生き生きとした感情がわい

てこない、などの症状が同時に出現する場合もあります。このような時は、傍らから見

ているといつも疲れやすく無気力でごろごろしている、といった状態が続きます。 
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精神疾患：②うつ病 

 ・憂うつな気分と共に、意欲の減退、集中力の低下などが生じ、自分自身に対する感情も

大変否定的になってしまいます。一般的に、頭が働かず、感じたり考えたりということ

もなかなかできない状態になり、決断をおこなうこともむずかしくなります。 

 ・やはり、環境の変化や挫折体験などのストレス状況から発症しがちですが、対人場面で

「とりかえしがつかないことをしてしまった」とか「他人に迷惑をかけてしまった」と

苦しむことが多いようです。この点、「ひきこもり」の状態にある人が普通に感じる空

虚感とはやや異なります。また、便秘や食欲不振、早朝覚醒があるがなかなか起き上が

れない、といった身体症状を伴いがちです。 

 

精神疾患：③強迫性障害 

・もともと、この障害があるために、外出などが困難になる場合と、「ひきこもり」の２

次的な問題として、強迫性障害が生じてしまう場合があります。 

 ・たとへば「自分のからだは汚れているのではないか」とか「自分はひどいことをまわり

の人にするのではないか」など、強迫観念といって一つのものごとに考えがとらわれて

しまう症状と、その強迫観念を打ち消すように、あるいは強迫観念に左右されて、例え

ば一日に何十回となく手を洗ったり、何度も繰り返し確認したりといった行動をくりか

えす脅迫行為という症状があります。 

 ・時に、強迫行動に家族を巻き込んでしまうので、つきあう家族も大変疲れることがしば

しばです。 

 

精神疾患：④パニック障害 

 ・ひどい動悸や呼吸困難、息苦しさを体験する「パニック発作」があり、以後、乗り物に

乗ったり、会議や授業に出たりすると「また似たような発作がおきるのではないか」と

の予期不安が強まり、次第に単独での外出が困難になってしまう状態です。 

 ・このような社会的な場面に出る事にまつわる恐怖感を広場恐怖とよびます。これらの問

題も神経伝達物質の一種の機能障害によるものといわれています。 

 

精神疾患：⑤摂食障害 

 ・体重の減少に対して強いこだわりがあり、ダイエットのために拒食をしたり、食べても

太らないようにと過食や嘔吐を繰り返したりということが生じます。女性に多い病気で

す。 

 ・食にまつわる症状のほかにも、自分に対して自信を持つことが難しく、対人関係で困難

を感じる状態におちいってしまっていることも多く、結果として「ひきこもり」の状態

におちいっている人が相当数います。 
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精神疾患：⑥外傷性ストレス障害 

 ・強い恐怖や、戦慄、無力感を感じさせるような突然の衝撃的な出来事を経験することに

よって生じる、特徴的な精神疾患です。 

 ・原因となった外傷体験が繰り返し意図せずして思い出されたり、逆に体験を思い出すよ

うな状況や場面に対して感情や感覚が麻痺したりします。不眠やイライラなどが持続す

る場合もあります。このような心理的困難のために生活を維持できず、「ひきこもり」

の状態になってしまうのです。 

 

精神疾患：⑦適応障害 

 ・どんな人でも、強いストレス状況におかれると、不安や緊張が強くなり、精神的な失調

をきたすことがあります。 

 ・たとえば、軽度知的障害の人などが、無理をせざるを得ない状況に追い込まれ、混乱が

ひどくなる場合があります。睡眠障害、被害関係念慮（周囲に対して疑い深くなる）、

聴覚過敏などの精神病的症状があらわれ、生活に支障をきたし「ひきこもり」になる場

合があります。 

 

 

 

 

 

精神障がい者の家族会がなぜ大切かを考える  （４月号よりつづく） 

 

川崎市中原区精神障がい者家族会（こすぎ会）代表  長加部賢一 

 

 この文書は、2016年 1月 28日に行われた「中原区精神障がい者家族のつどい」でおこな

った報告を整理し、加筆したものです。なお、「つどい」には、中原区役所高齢・障害課か

ら 2名、なかはら基幹相談支援センターから 1名、市議会議員が 4名出席しました。 

  

② 家族が学び元気になり当事者にも良い影響を与える場 

 

 私が本気で妻の統合失調症と向き合うようになったのは、5年前に再発し急性期で入院し

てからです。実は、再発するまで 5年間近く薬の中断があり、今思えばいくつかの兆候もあ

りましたが感情的になり怒ってばかりいて結果的には放置してしまいました。 

しかし、今回、再発し入院する過程で自分がこの病気と向き合わないとだめだと痛感させ

られました。障害年金、自立支援の手続きや退院後の日常生活のことなどで区役所にも数回

足を運ぶなかで家族会を紹介され入会しました。 
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 《病気や当事者対応を学び落ち着き、やさしくなった》 

 

 病気や薬などについて本では学んだつもりでしたが、家族会に入り病気や当事者対応など

を学ぶことの大切さを身にしみて感じています。例えば、統合失調症は 100人に１人がかか

る病気で特殊な病気ではないこと。幻聴や幻覚をはじめ、引きこもりや仕事ができないなど

は怠けているわけではなく、この病気特有の症状であり一番つらいのは当事者、本人だとわ

かるようになってきました。さらに、適切な薬物療法を前提にしながらも、本人にあった作

業療法や心理社会療法や、家族が当事者を認め受け入れる対応を続けていけば時間はかかっ

ても必ずその人本来の回復力をひきだせるということなども学びました。 

病気や当事者対応について学び、家族会のみなさんの実践例などを聞くなかで、病気を理解

し当事者に向き合う姿勢も少しづつ変わり始め「やさしく」、「ゆっくり」、「おちついて」

などを心がけるようになってきました。今でも、つい感情的になり後悔したり落ち込むこと

も多々ありますが、学んだことで持ち直す力もでてきた気がします。 

 この病気は、当事者に接する側の姿勢が非常に大切だと痛感しています。最近、読んだ「統

合失調症からの回復のヒント」という本で「精神科リハビリかるた」が紹介され、あ：「あ

せらない、あきらめない、あたたかい心で」が印象的でした。また、昨年（2015年）の 12

月 24日に Eテレ「ハートネッと TV」で、10代で

統合失調症と診断され 45年間病院生活だったお

兄さんを自宅に引きとり一緒に暮らしはじめた

妹さんの思いが報道されました。その中で、「長

い時間をかけて、焦らなければ、病気はよくなる。

精神疾患がよくなって元の生活に戻るというの

は、できるようで難しい話でもありますけど、あ

きらめないでほしいなって。それが一番大事な気

がします。」と妹さんが語っていたのが心に響き

学ばされました。 

 

 

《当事者と家族に寄り添う専門家から学ぶ》 

 

 「あやめ会」の「家族学習会」「公開講座」などは、家族支援に理解のある講師から学び

交流できるまたとない機会です。白石弘巳先生（精神科医、東洋大学ライフデザイン学部学

部長）の当事者向けと家族向けの勉強会や当事者の対応などについての高森信子先生の SST

研修会などは最良の学習と家族支援の場になっています。こすぎ会のある方は、「高森先生

の SSTで学んだことをそのままやっているうちに娘の回復がすすんだ」と語っていました。

また、いろいろな困難や問題を家族だけで抱え込むのではなく社会資源などを活用すること

の大切さも家族会で学びました。多いに学び、家族が元気になり、当事者も元気になるよう

力を合わせましょう。 
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① 社会や行政に働きかけ当事者や家族により良い環境をつくる場 

 

家族が精神疾患になって直面するのが、医療のこと、薬のこと、障害年金のこと、就労など

生活のこと、グループホームなど住居の確保、親なき後の生活 

保障などなどです。どの問題も、当事者が地域の中で人間らしく生活するためには必要な社

会保障に関わることです。 

 しかし、残念ながら、精神障がい者に対する社会保障は始まったばかりで当事者のニーズ

や実態には十分こたえられていないというのが私の実感です。 

 例えば、病状は悪化しているが本人が治療や入院を拒否している場合などは家族だけでは

対応しきれません。時には感情的になり家族関係が悪化し医療につながりにくくなる場合も

あります。できれば、医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し当事者の実態に応じた支援

があれば悪化をふせぎ、もっと早く回復へ向かうと思います。また、当事者が自立しようと

すると家賃が高い、精神障がい者用の市営住宅やグループホームも少なく家賃補助もないの

が実態です。 

 全国の家族会も地元の家族会も、こうした現状を変えるために国や自治体に毎年働きか 

けています。その結果、着実に変化しつつあります。国では、病院中心の「隔離収容」から

「病院から地域へ」と流れは大きく変わりました。今年 4月からは「障害者差別解消法」が

始まります。川崎市では、「あやめ会」がくりかえし要望した結果、バスの無料化（ふれあ

いフリーパス）が実現しました。みなさんが家族会に入っていただき、当事者や家族の声が

大きくなれば、もっともっと要望は実現すると確信しています。それが当事者の暮らしやす

さにもつながるはずです。 

 いま、全国の家族会として力を入れているのが、JR・私鉄運賃の割引を精神障害者にも適

用させるための署名活動です。同じ障害分野でも身体と知的障害ではすでに割引が実現して

いますが、精神だけが適用されていません。障害者差別解消法も施行されますので何として

も実現したいと思います。 

   

２、最後に心から入会を訴えます。 

 いま報告させていただいたように、家族会は、安心できる場、病気のことや当事者への接

し方など学べる場、そして安心して暮らせる環境をつくる場です。当事者と家族が病気と向

き合い、自分自身の生活を大切するためにも、そして、当事者のその人らしい回復のために

も、家族会への入会を心から訴えます。会費は月 750円、年 9000円です。会費の中には全

国の家族会の冊子「みんなネット」（毎月発行）も含まれます。中原区内だけでも、精神障

がい手帳をお持ちの方が 1000人以上いると聞いています。今日、こうしてご参加していた

だいた皆さんが家族会に入会され、一緒に一歩一歩進んでいきましょう。さらに多くの家族

に「ひとりじゃない」「仲間がいる」「病気であってもその人らしく生活できる」ことなど

を発信していきましょう。ご清聴ありがとうございました。 
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  ２／２０（土）専門家と考える統合失調症との付き合い方        

 

泰山木の会 加藤 

  

 東京都小平市にある国立精神・神経医療研究センター内で、標記の市民公開講座が開催さ

れました。 

１． 熊地美枝氏：手帳を活用した心理教育でココロアップ！ 

・ 講師：精神看護専門看護師 

・ 統合失調症における心理教育は、① 病気知識を得て、② 病気をハジと受け取る

気持ちを低下させ、③ 精神症状を改善し、④ 再発防止効果を高める。 

  ・早期診断・治療センターでは、本人の同意を得て心理教育をして、診察に反映させて

いる。その手帳は、多職種で協力して作成している。その中身は、「私の夢や希望」

「治療記録」「わたしが選んだ薬」「セルフモニタリング」「悪化した場合の対処プラ

ン」などの項目がある。心理教育の中で、本人が書き込みしながら完成させていく。

これは、主治医との診断時にも活用する。この手帳の内容を整理し、利用しやすくし

たもの（ココロアップノート）も作成している。 

  ・医療者と当事者が話し合いながら治療法を決定していく、ＳＭＤと呼ばれる方法があ

る。 

   診察の上手な活用として、① 自分に合った治療となるように、診察は主治医と話し

合う姿勢を持つ、② 薬の選択にも参加する、③ 本人の希望や夢を主治医に伝え、

治療方針に反映してもらう、④ 自分の調子を自分で観察し、記録することで早めに

変化を察知し、主治医に相談する。 

 

 

２． 中込和幸氏：統合失調症の新たなリハビリテーション（認知

リハビリテーション） 

  ・講師：精神保健研究所長 

  ・認知リハビリテーションは、海外で広く知られているが、日本ではまだまだである。 

・ 統合失調症の治療は、過去は症状の改善や社会的機能レベルの改善（人付き合いな

ど）に注視してきた。最近では、本人の主観的満足感（自覚的苦痛の改善、自尊心

の回復、実感としての回復、生きがいの回復）を高めることに注視するようになっ

た。こては、患者主体の薬物療法と心理的治療の組み合わせへと変わってきている。 

  ・回復概念として、社会的機能の回復のみならず、主観的な満足感（人生において新た

な意味や目的を見出すこと）の重要性が挙げられる。 

  ・統合失調症の認知機能障害として、① 思わず気が散り、集中が困難、② 記憶が悪

い、③ すぐに指示を忘れてしまう、④ 同時に複数のことをするように依頼される
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が、何が重要か、最初に行うべき仕事か不明瞭である、⑤ 問題が起きた時の対処能

力にも自信を失い始める。 

  ・認知障害に対する治療として、認知機能リハビリテーションがある。 

   認知機能（記憶力、注意力、集中力）が弱まった場合、認知リハビリテーションでは、

ゲームや話し合いでのトレーニングをして、認知機能を高める。自分に合ったゲーム

で楽しくトレーニングするとよい。 

 

３． 上野陽子氏：社会資源の活用―充実した毎日を送るためにー 

講師：医療福祉相談室 

   

社会資源 

 目的  社会資源 

① 生活全般を助けて 

くれるもの 

 

・精神障がい者保健福祉手帳 

   有効期限 ２年間、更新要 

   経済的な支援や交通費・通信費の割引 

② 経済的なサポート 

  となるもの 

 

・障害年金 

・生活保護 

・自立支援医療・・自己負担が１割に軽減 

③ 日中の活動場所 

 

・地域活動支援センター 

・デイケア 

④ 働く機会 

 

 

・就労移行支援 

・就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

・精神障がい者社会適応訓練事業 

⑤ 一般就労のための 

  相談の場 

 

・障害就労支援センター 

・地域障がい者職業センター 

・ハローワーク 

⑥ 住まいの場 

 

・グループホーム 

・精神障がい者生活訓練施設 

⑦ 相談とサービス 

    提供の場 

・市役所 

・地域活動（生活）支援センター 

⑧ 暮らしのサポート ・訪問看護 

・ヘルパー 

・地域福祉権利擁護事業・成年後見制度 
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４．質疑応答 

① 病識のうすい人への 

対応 

・家族が本人の話に耳を傾ける。 

・心理教育で一緒に勉強する。 

② 認知と機能を向上 

    させるには 

 

・本人にあまり負担をかけないようにする。 

・一つのテーマをよくやったら、ほめること 

 次のテーマに挑戦する。 

③ 幻聴対応 

 

・周りの人に聞いて、幻聴か本当の声かわける。 

・内容が厳しいことは、周りの人に相談する。 

④新しい治療薬は出るか 

 

・これまで幻聴・妄想・副作用対象の薬があったが、 

これからは多様な対象に効く新薬は期待できる。 

⑤１０年以上治療してい

る。今の生活の質を上げた

い。 

・自分で頑張らず、外部の相談しやすいところに 

 相談する。 

⑥認知リハビリテーショ

ンについて 

 

 

 

・認知機能が落ちている人に効果がある。１時間 

 対応するので、座っていられなし人は難しいが 

 そうでなければ可能。日本で２０施設がある。 

・スポーツは効果がある。定期的に好きな運動を 

 する。団体スポーツがよい。 

⑦急性期の記憶がない 

 

・混乱していて記憶がない。 

・うつの患者は元気になると、うつの記憶がない。 

・感情記憶が弱い、急性期のきつさを忘れてしまい、 

再発を起こす。 
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～＊１日バスレク みなみ＊～ 
 

 

 

 

      ６月２４日（金）に山梨県までさくらんぼ狩りに行ってきました。 

      梅雨でしたが雨もふらず、暑くもなく、ちょうどいい気候でした。 

 

      メンバー１３人も参加し、さくらんぼ狩り、ホテルでランチと 

      みなさん、大満足で帰ってきました♪ 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実が大きくて、甘かったわ！ 

楽しかったよ～♪ 

ホテルの食事が豪華でした！ 

お腹いっぱいでーす。 
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ホーム熱海旅行 

 ホームＡＹＡＭＥ 橋本 剛 

 

今年はホーム旅行で熱海に行きました。例年では鉄道での旅行が多い中、今年はバスをレンタル

しての旅行となりました。初日はアカオローズ＆ハーブガーデンや熱海城に行くことができ、2日目

は箱根園に寄って帰ってくる事ができた、とても内容の濃い旅行となりました（旅行を担当してく

れた職員さん達がすごく頑張ってくれました！）。みなさんにも旅行の様子を知っていただくために、

参加をしたメンバーさんにも感想を聞いてみました。 

 

 

今年もホームの旅行に参加しました。いつもは電

車での旅行なので、バス旅行が楽しみでした。熱

海城では刀などの展示を見たり、天守閣での風景

を楽しんだり…特に地下のゲームセンターはタ

ダで遊ぶことが出来てとても楽しかったです。 

 

 

 

 

熱海城やローズガーデンなど見るものがたくさ

んありました。僕は特に旅行先での食事が印象的

で、魚を丸ごと揚げてあんかけにしたもの・おい

しい刺身・山賊鍋が良かったです。行き帰りで立

ち寄った海老名サービスエリアのソフトクリー

ムは特におすすめです。 

 

                        

それでは旅行での楽しさを表現するために、僕た

ちのデュエット曲を聞いて下さい。 

「ぼくドラえもん」 
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生きている人はエライ人 

長谷川 誠 

 

生きることは偉いことをすること。生きていることはエライ人になること。じゃあ君は億万

長者になることだと思うだろうか。 

 

 

たしかにそうかもしれない。そういう考え方もあるでしょう。その気持ちはわかります。欲

しい物を買えるし、偉いなー、スゴイなぁーとみんなから思われるし、女の子からもモテそ

う。そしたら好きなように人生を送れそう。 

 

 

昔から僕は掃除する人になりたかった。大学のキャンパスにいる時も、朝行くと八時くらい

から僕と同じ年くらいの若者が机や黒板を掃除していた。将来、ああいう誰にも目を向けて

もらえないけれど、とても大切な仕事に就きたいと思っていた。 

今は生活支援センターのソファで横になって休んでいる人を見て、エライなぁと思う。セン

ターの帰りのバスの途中で乗って来る建設作業員の人を見てエライなぁと思う。今、僕はボ

ケモンのぬり絵をしながら、手芸プログラムに参加しています。生きている人はエライ人。

生きることはスゴイことをすること。生きることはボケモンのぬり絵をすること。ごはんセ

ットでごはんとおみそしるを食べること。 

 

 

もちろんかっこいい人はかっこいい。でも不器用でもまじめに生きる人はエライ人。スゴイ

人、みんな不器用。 

自分でエライと思うことが神様からのごほうびだと思う。 

あなたも私も生きているからエライと思います。 

 

統合失調症のひろば No7（2016・春）より抜粋 
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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 

   熊本県で地震が発生し車の中や避難所での生活を強いられ 

たくさんの不安を抱えての生活は、徒労と精神的ストレスは、 

 たいへんな負担がかかっていると思います。心の平穏と元の 

生活に一日でも早く戻れることを願っています。 

 真夏到来！熱中症など健康に気をくばり夏をエンジョイし 

ながら暑さを乗り切りたいと思います。 

 皆様お身体を大切にお過ごしください。  広報 М・Ｋ 


