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  令和 3年 年頭の挨拶 

 

                             理事長 山本泰彦 

 新年おめでとうございます。 

会員及び関係者の皆様には、日頃から当会の活動に多大のご支援・ご協力を賜り、年頭に

当たりまして、改めて心より御礼を申し上げます。 

会員の皆様には、精神疾患を有する当事者と共に、希望ある明日を信じて、前向きにお健

やかにお過ごしのここと拝察いたします。しかしながら、昨年は、コロナ禍が全世界を襲い、

社会経済活動や私共の生活に直撃する結果となりました。平穏であった当事者や家族にもそ

の影響は計り知れず、症状を悪化させた当事者やひきこもり状態となった当事者・家族も少

なくないと思います。私共のあやめ会活動においても多大の影響を受けました。公開講座、

交流会、家族学習会の中止、電話相談（心の健康相談事業）の一時中止、バスハイクの中止、

それに入居している地域福祉施設ちどりの施設利用ができない状況も生じました。そうした

状況の下、「こういう時こそ電話相談はやってほしい」との声があり、相談員には不安な気持

があったと振り返りますが、早期の再開に踏み切っております。ひきこもりがちとなる当事

者や家族にとって、電話相談はさぞかし心の支えになったのではないかと思いますし、コロ

ナ禍を通じて電話相談事業の役割やニーズが益々高まったと思っております。 

県下の精神科病院でのクラスター発生や個々の精神疾患患者の感染が報じられている中、

当会では、コロナ禍で浮き彫りとなった精神医療・福祉分野における必要な対応を市に要望

しております。精神科医療はコロナ対応ができないため、精神科医療と一般医療との連携を

一層強化（オンライン診療を含む）することや、当事者を支える家族が感染した場合の必要

な措置（サポート体制の確立、相談事業・訪問支援の強化、ショートスティ施設等の利用の

柔軟化等）、また地域活動支援センター等施設の活動継続を確保するのための措置（感染防 

護用品の確保、オンライン活動・及びその環境整備、それらに必要な補助金交付）、就労継続

のための措置（解雇・雇止めの実態把握、就労継続のため必要な対策）などです。これらは

要望書に記載して、８月に市へ提出しております。 

今年は、早期のコロナ禍の終息を祈ると共に、当会は、明るい明日を信じて、安心して暮 
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らせる地域づくりを目指し、例年にも増して家族学習会・交流研修会等の開催、心の健康

相談事業、窓の会など地域活動支援センター等の運営、要望活動等を積極的に行う所存であ

ります。また、ご協力を頂きました家族ニーズ調査を取りまとめ、令和の新しい時代に即し

た事業や活動の指針が得られればと期待しております。引き続き会員の皆様のご理解とご協

力のほどをお願いいたします。 

最後に、会員及び関係者のご多幸とあやめ会のさらなる発展を祈念申し上げ、年頭の挨拶

にさせて頂きます。 

 

 

 
あやめ会「家族ニーズ調査」の中間報告について 

 

 

副理事長 田草川武  
あやめ会が取り組んでいる「家族ニーズ調査」について、調査票とＷＨＯＱＯＬの回答及

びグループインタビュー調査が、会員の皆様及び協力研究者のご協力、ご尽力により、ほぼ

計画どおりに進捗しております。あらためて関係者の皆様に御礼申し上げます。 
現在、調査回答の内容を読み解き、分析しており、今後、調査結果をまとめる段階になり

ます。ここで、これまでの経過を振り返ります。 
１．調査活動の動機付け 
  令和元年５月の定時総会における川崎市精神保健センター所長・竹島 正氏による特別

講演での提案「その時代の調査は家族への支援ニーズを明らかにする。それを裏付けるこ

とにより、社会を動かすこともできる。政策提言や陳情にも事実の裏付けが必要である。

調査にあたって市として協力する。」が調査のキッカケです。 
２．２５年振りの会員対象の調査活動へ 
  総会後、理事長以下で話合いました。当初、川崎市の精神障がい者やその家族を対象に

サンプリング調査も検討しましたが、あやめ会にノウハウがなく、また、活動領域を超え

ると考えて、会員等に限定した調査を行うこととしました。 
会員を対象とした家族ニーズ調査は、平成５年から６年にかけて実施しており、今回の

調査は２５年振り、２回目の調査になります。 
３．調査委員会の設置 
  あやめ会の正副理事長を中心メンバーとした作業部会を設けるとともに、市当局にご協

力をお願いしましたところ、竹島所長からは後述する有識者（以下「協力研究者」）を紹

介され、外部委員として加わって頂くこととなり、調査委員会を設置しました。 
４．検討の経緯 

調査委員会は、令和元年１０月の第１回から、途中、コロナ禍による中断がありました

が、令和２年７月の第４回まで開催し、精力的に検討を行った結果、令和２年９月の質問

紙（調査票、ＷＨＯＱＯＬ）調査の開始及び１１月のグループインタビュー調査に繋がり

ました。 
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（１）調査のコンセプト 
第１回委員会において、コンセプト（案）に基づいて、調査の目的、範囲・対象、方

法、内容（調査票の内容）、スケジュール、実施体制等の検討を開始して、委員会毎に

修正を加えました。 
（２）調査の目的 
  第１回委員会で、つぎのように決まりました。 

ア． 会員及び当事者の現況（実情・実態）を把握すると共に、２５年間の実態及びニ

ーズの変化を把握する 

イ．調査の経緯で明らかになった課題・問題点や調査結果を、単会活動及びあやめ会活

動、当会運営の地域活動支援センター・グループホーム事業の運営に反映する 

ウ．調査の結果を、川崎市への要望活動や関係団体との連携に活かす 

（３）調査の範囲・対象 

   当初、少しでも幅広い調査を行いたいとの思いで各単会の退会会員を含めること、ま

た、現在当事者がいない会員は対象としないこと等を検討しましたが、実効性の面から

最終的には各単会会員とあやめ会運営の事業所利用者の家族及びその当事者を対象とす

ることにしました。 

（４）調査の方法 

当初は、「家族ニーズ調査」調査票による質問紙調査だけを予定していましたが、協

力研究者からＷＨＯＱＯＬ２６シートによる調査とグループインタビュー調査の提案が

あり、それらを追加した取組みとなりました。 

①  「家族ニーズ調査」調査票による調査 

    1 家族に 1通の調査票で配布し、家族が、原則、回答することとする。 

ア．無記名による調査票による。 

当初、調査票に個別番号を付記し、後日の回答内容の問合せ等に使用すること

も考えましたが、プライバシー保護の観点から、付記しないこととしました。 

   イ．調査票の配布は、各単会による会員に手渡しおよび郵送による 

   ウ．調査票の回収は、各家族から回答書をデータ集計委託業者へ郵送するによる 

②  ＷＨＯＱＯＬ２６シートによる調査 

    家族と当事者に各1通ずつ、調査票調査と一緒に配布し、回答をお願いする。 

 ③ グループインタビュー調査 

     当初、各単会毎の実施を検討しましたが、市を南北に分けて、南部地区はこすぎ会

を中核としたグループで、北部地区は泰山木の会会員だけで行うこととしました。 

（５）調査の内容 

   調査の内容はつぎのとおりです。 

  ① 「家族ニーズ調査」調査票 

    ア．平成５～６年実施の「あやめ会家族ニーズ調査」の調査票をベースに作成する 

イ．設問事項の区分は次のとおりとする 

・会員（家族） ・当事者 ・会員の悩み、困り事など ・家族会 ・あやめ会 

・川崎市の精神保健福祉行政 ・自由記述 

   ウ．設問の留意点 
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・前回調査と共通した質問事項を設定し比較検討ができるようにすること 

・前回調査時以降の精神保健・医療・福祉に関する改善・充実及びあやめ会活動の拡

充に対する会員ニーズやその利用状況の把握 

・川崎市へ提出する要望者の要望事項が会員ニーズに即しているかの検証 

・近年、創設された諸制度・施策あるいは社会情勢の変化に対する会員ニーズや意 

見、動向の把握 

  ② ＷＨＯＱＯＬ２６調査 

   ア．全世界共通で個人的な満足度“ＱＯＬ：生活の質”を測定するために、ＷＨＯが

開発した調査票です。異文化間の国際比較や生活環境の違いによる比較を可能にし

たものです。 

    イ．構成項目は、身体的領域、心理的領域、社会的関係、環境で、それぞれ強度・

能力・頻度・満足度評価の４つの反応尺度を採用しています。 

  ③ グループインタビュー調査 

    協力研究者の東大大学院・山田先生から、研究テーマとして今回の調査に取組むた

めにも、調査票調査の内容を深めるためのグループインタビューを実施したいとの申

し出がありました。 

    その内容は、山田先生が数人の会員グループに問い掛けて、当事者との生活で感じ

た喜怒哀楽、家族会加入の動機、家族会での印象に残っている出来事等を、直接聞き

取るものです。 

（６）スケジュール 

① 「家族ニーズ調査」調査票 

当初、「家族ニーズ調査」調査票の発送を令和２年２月、報告書作成・配布を令和

３年３月としましたが、調査票の内容検討に時間が掛ったこととコロナ禍のために委

員会が開催できなかったこと等により、変更しました。現在、報告書作成を令和３年

３月末に行い、報告書の配布を４～５月に予定しています。 

    ・調査票発送   ：令和２年２月  ⇒ 令和２年９月 

    ・調査票回収   ：    ５月末 ⇒     １０月（更に１１月に） 

    ・データ集計・分析：    ７月末 ⇒ 回収後直ちに 

    ・報告書作成・配布：令和３年３月  ⇒ 令和３年３月・４～５月 

 ② ＷＨＯＱＯＬ２６調査 

  ＷＨＯＱＯＬ調査については、「家族ニーズ調査」調査票のスケジュールに合わせて

実施することしました。 

  ③ グループインタビュー調査 

       「家族ニーズ調査」調査票の回答後の令和２年１１月に実施することとしました。 

５．「家族ニーズ調査」説明会の実施 

  家族ニーズ調査の検討状況は、その都度、評議員会で報告しましたが、あらためて、交

流研修会の場を利用して、会員に対し、調査の目的、内容、委員構成等を説明しました。 

  ・日時；令和元年１２月１９日（木）１３時～１３時半 

  ・場所：エポックなかはら大会議室 

６．「家族ニーズ調査」調査の実施 

 ① 調査票調査の実施 
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  ア．調査票の設問事項は、第４回委員会で最終決定しました。 

  イ．調査数は、各単会の会員数及び運営事業所利用者の参加可能数としました。 

  ウ．配布準備と単会配布 

    ・調査票や説明資料等の印刷は外部業者に依頼 

・返送封書の後納郵便手配 

・各単会への調査票等の配布準備：２回実施 

    以上の準備を経て、令和２年９月の評議員会後に、各単会に手渡しました。 

  エ．調査対象者には、各単会から、例会等での手渡しと郵送により、配布しました。 

    オ．単会によっては、所属会員に対して、調査の説明会を行いました。 

  カ．回答期限の設定と変更 

    当初、回答期限を１０月末に設定しましたが、あらためて、調査協力への御礼とと

もに１１月末を回答期限として延長する旨の連絡を全参加者に行いました。 

  キ．１１月末時点の回答数は、配布数「２６４」に対して、「１６４」でした。 

② ＷＨＯＱＯＬ調査の実施 

 ア．ＷＨＯＱＯＬ２６は、市販物を購入しました。 

 イ．調査票と一緒に配布し、回収しました。 

 ③ グループインタビュー調査の実施 
   コロナ禍において、参加者のマスク着用、体温測定のうえ、円形に１ｍ以上間隔をあ

けて着席し、山田先生のインタビューにより実施しました。 
   当事者との生活で感じた喜怒哀楽、家族会加入の動機、家族会での印象に残っている

出来事、家族会の今後などについて、参加者から率直なお話しがありました。 
  ア．北部地区の実施 
   ・参加者：泰山木の会会員８名 

    ・日 時：１１月１４日（土）１４時から１５時３０分 
    ・場 所：地域活動支援センター「きたのば」 
    ・オブザーバー；川崎市竹島所長、清水係長、あやめ会田草川副理事長、後藤職員 

 イ．南部地区の実施 

   ・参加者：さんか会１名、さちの会１名、すいよう会１名、こすぎ会４名 計７名 

    ・日 時：１１月２５日（水）１３時３０分から１５時 

    ・場 所：川崎市総合自治会館 ４階大会議場 

    ・オブザーバー；川崎市河野研究員、あやめ会清水副理事長、後藤職員 

７．倫理審査等 
 今回の調査は、協力研究者のご協力を得て、あやめ会が実施する調査ですが、協力研究

者の研究活動や行政運営に資するものでもあります。従って、質問紙調査及びグループイ

ンタビュー調査ともに、東京大学での倫理審査の承認を受け、川崎市精神保健福祉センタ

ー研究倫理及び利益相反に関する懇談会の意見を得て実施しています。 
８．調査委員会の構成 

外部委員（協力研究者）〔肩書は、原稿作成時の令和２年１２月時点〕（５０音順） 
   河野稔明：川崎市障害保健福祉部 総合リハビリテーションセンター設置準備担当、

精神保健福祉センター任期付研究員（兼務） 
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   後藤泰行：立命館大学大学院先端総合学術研究科講師 
清水寛之：川崎市精神保健福祉センター係長 
竹島 正；川崎市精神保健福祉センター所長 

   山田理絵：東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究

センター特任助教 
あやめ会作業部会 
 山本理事長、清水・桧垣・松村・青木・田草川各副理事長、片山理事、中林会員、 
後藤職員 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

看 風 使 帆 

 

                             

副理事長 清水 信  
この朱印、『看風使帆』（私の昔の篆刻作品）と、これに「應病興薬」

と続きますが、これらは中国の古典（碧厳録）からの引用です。文字通

り「風の具合を見て帆を上げ下げし、病気の各種・程度に応じ薬の与え

方を変える」です。しかしその意は「風とは環境・時代背景であり、帆

とは諸施策のこと、病気とは医学的な対象の疾病のものと日常生活の不

調や不安を含めたもの、薬とは単なる病院の治療行為ではなく、癒しに

なる心身のケアを幅広く捉えたもの」と解釈されています。これこそ我々の家族が求めるも

のと、長く体験した単会の会長を辞するに際し、昔に刻した印章を思い出し、改めて再認識

した次第です。 

たしかに近年、精神福祉制度は大幅に見直され、各種障害者関連法の制定・改正がされま

した。さらに、国より第５期障害福祉計画（２０１８年度～２０２０年度）の策定が各県市

等に義務つけられました。この中で特に注目すべきは、各地域は“地域共生社会“の実現の

ため『まるごと』（行政）、『わがこと』（心構え）の意識の基に『精神障害者にも対応した地

域包括ケアシステムの構築をするよう』と謳われたことです。これらが川崎市の第４次『ノ

ーマライゼーションプラン』に織り込まれることを大いに期待したところです。しかしなが

ら現状は、いまだ精神障がい者に対する抜本的な差別解消は行われていないと言わざるを得

ません。我々家族の大きな “不安”は、依然として解消・改善されていないからです。かか

る状況に鑑み私見ながら、先ずは次の施策の実現を強く切望する次第です。 

『まるごと』 細分化された縦割り行政から一括統合的な行政に変換（一般市民にわか  

り易く）、そして周知の徹底。 

『わがこと』 健常者・障害者と区別するのでなく、“わがこと”として行動する。（こ 

れはなかなかに困難、せめて“お互いに思い合う心“を持つようにと思います。私 

見です） 
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『地域包括ケアシステムの構築』の実現と実行・充実。 

一般市民への啓発・教育・医療的ケアの充実を前提にして、当事者に関しての相談者 

への一元的対応窓口→→「引きこもり」に対応した各種訪問支援→→病院への入退院 

への指導・斡旋→→退院後の居住先等の確保→→就労移行・定着・就職への指導→→ 

再発時への対応→→再相談、等のシステムの構築・実現。 

これのネットワークの整備。そして、各業務の分担・機能の充実・責任の明確化、ネ 

ットワークを活用しての相互間の緊密な弾力的な連携、これらの丁寧な周知の徹底。 

『精神障がい者に対する「経済的支援等」への配慮とそれの実現』               

『精神障がい者への差別格差解消のための条例の制定』 

補足が必要かと思います。 

１ 一元的相談窓口 

川崎市の精神障がい者は、推定 45,000 人（人口１５０万人×３％厚労省推定率）に対

し、精神障がい者登録は約 14,000 人、自立支援登録約 25,000 人であり、かなりの人員

数が“隠れ精神障がい者”と推定される。この状態で苦しんでいる家族に対応した、総

合的なアドバイスが出来る窓口の設置。 

２ 医療的ケアの充実 

住み慣れた身近な地域における基本的総合的に必要な医療体制の構築（発病・診断・治

療・地域生活・社会参加への移行指導）。早期治療（通院・入院）、家庭訪問治療・家庭

訪問看護、救急医療、再発防止、等への包括医療システム（ＡＣＴ・アウトリーチ・オ

ープンダイアローグ等）の実施の検討、診断書料金の低額化、手帳更新期間の長期化 等

の充実 

３ 経済的支援の配慮と実施（他障害者間、地域間の格差是正） 

重度障害者認定は、手帳取得者の身体障碍者１、２級 ５０％強、知的障碍者Ａ１、２

級 ４０％弱。しかし精神障がい者は１級のみ１０％弱でありこの格差の是正。 

４ 精神障がい者への差別格差解消のための条例の制定 

障害者差別禁止等の条例が多くの自治体で施行されている状況の中で、いまだに川崎市 

では未制定でありこれの早期実現。（現在の「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条

例」はヘイトスピーチへの対応の条例と言わざるを得ない） 

 

 以上は全くの私見を述べたもので、内容等の責任は全て私にあります。現在川崎市では第 

５次ノーマライゼーションプランの策定中と聞いておりますが、その動向を未確認のまま

記述となりました。  

（２０２０年１０月中旬記） 
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ＡＣＴやアウトリーチ型支援の重要性について 

 

こすぎ会会長 長加部 賢一  

はじめに 

 ２０回近く入院していた妻が、訪問看護や訪問マッサージなどで３年半、入院しないで自

宅で生活できるようになった変化から、ＡＣＴ（Assertive Community Treatment）やアウ

トリーチなど当事者を主体にしたケアマネイジメントの重要性を痛感している。 

１．ＡＣＴとは 

 ＡＣＴとは、包括的地域生活支援で、長期や頻繁に入院を繰り返す重度の精神障害者を対

象として、２４時間・３６５日体制で、精神科治療、リハビリテーション、具体的な生活援

助サービス等の一切を提供する手法である。重い精神障がいをもった人であっても、地域社

会の中で自分らしい生活を実現・維持できるよう包括的な訪問型支援を提供するケアマネジ

メントモデルのひとつであり、精神科医、看護師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種

による訪問支援である。その効果は、入院日数の減少、居住の安定、利用者のサービス満足

度など多くの分野で証明されている。 

２．ＡＣＴと現行の訪問看護との違いは何か 

 ＡＣＴは、重症の精神障がい者を地域で入院しないで生活できるための支援であるのに対

して、現行の訪問看護は、退院後の地域定着に主眼を置き、観察、相談援助が中心であると

いう目的の根本的な違いがある。 

 具体的にもＡＣＴと現行の訪問看護を比較すると、①ＡＣＴは、多職種チームが１０人を

上限に１人を多方面から担当し接触頻度も高い。訪問看護などは、一定規模の利用者を個人

が担当し、接触頻度も週１回などそう高くない。②ＡＣＴは、多職種チームが病状に関する

こと、リハビリに関すること、日常生活全般、趣味、余暇活動など利用者に応じて具体的に

援助する。訪問看護は、限られた時間内で、身体状況、生活リズム、通院、服薬状況などに

ついて観察し相談し援助することが基本である。③ＡＣＴは、２４時間・３６５日いつでも

対応するが、訪問看護は基本的には日中時間内の３０分〜１時間の範囲内である。 

 私自身の体験でも、両者の違いを痛感する。例えば、急性期状態の対応で、現行では、 

２４時間、３６５日、相談し支援できる体制はなく、実際には入院の他に選択肢がない。し

かも、当事者に病識がないこともあって病院探し、移動手段、本人説得などで、当事者も家

族も心労が多い。一方、ＡＣＴは、多職種チームが当事者の病状や希望などに応じて２４時

間、３６５日、訪問し家族も含めて対応しているので入院以外の選択肢が多く、結果的には

入院の必要性が減少するなど、現行制度と天地の差があるように思う。 

３．現行制度でのＡＣＴの実践とこれからの課題について 

 日本でも、ＡＣＴを志向するプログラムが徐々に広がっているが、問題は、現行の診療報

酬等の範囲内で、診療所、訪問看護ステーション、相談支援事業所、就労移行支援事業所の

組み合わせ等、既存の医療・福祉制度を活用しているのが現状である。 

 国も、２０１１年度より「精神保健等国庫負担交付金」をつけ、「精神障害者アウトリー

チ推進事業」として、原則２４時間、３６５日体制のアウトリーチを中心とする支援プログ

ラムを全国レベルで試行を行った。その成果なども踏まえて、２０１４年の診療報酬改定で
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「精神科重症患者早期集中支援管理料」が新設され、２０１６年度に運用しやすく要件が緩

和され、２０１８年には「精神科重症患者支援管理提携加算」が新設された。これは、長期

入院後の退院患者や入退院を繰り返す症状が不安な患者に対して、訪問看護ステーションの

保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が、保険医療機関と連携して行う多職種の訪問看

護への加算でありアウトリーチ促進の契機になっている。 

 同時に、長期入院患者を本格的に地域に移行させ、人間として当たり前の地域生活を送る

ためには、ＡＣＴやアウトリーチ支援などを地域の精神保健医療と福祉の中心に位置付け、

入院中心の診療報酬を地域と当事者中心に抜本的に改定し、ふさわしくマンパワーを確保す

るなどの政策転換が必要であると痛感している。 

 

 

           ９０６０親子の現況ご報告            

 

泰山木の会 小松 正泰  
最近の新語の中に「８０５０問題」というのがあります。８０代の親とひきこもりがちな

５０代の子の所帯が社会から孤立していろいろな問題に発展するケースが少なくありません。 

わが家を振り返って見ますと、妻は１０年前に他界し、次男は一応独立して別居、残る９

４歳の筆者と６７歳の長男の二人世帯で、言わば９０６０問題に発展しかねないところです

が、長男も今や症状も安定して役割をきちんと果たしてくれ、筆者も頭も体もかなり痛んで

はいるものの寝込むことなく、辛うじて歩行も可能なので、わが家は９０６０の老々介護の

日々を送っていると言えそうです。 

そこで、今回は長男と私の老々介護ぶりの近況報告とさせていただきたいと思います。 

二人は夫々の年金と、昔私が現役時代に必死で稼ぎ、亡妻が工面して残してくれた僅かな

預貯金を財源に、食事はポットのお湯と電子レンジのチンだけが頼りで所謂クッキングは全

くしません。全部スーパーかコンビニで買った出来合いの食料だけで生きています。それで

も長生きしている筆者はよほど安上がりに出来ているのかも知れません。 

掃除は苦手でめったにしません。風呂と便所の清掃は昨年からヘルパーさんにお願いしま

した。お陰でずいぶん清潔で衛生的な生活に変わりました。 

洗濯は、数年前から乾燥付きの全自動洗濯機で、３日おいて４日目の前夜に筆者が洗濯機

に運び入れ、翌朝長男がスイッチオン、出来上がった洗濯物は長男が取り出し、仕分けてく

れます。自動乾燥すると衣類はひどくしわになるので、下着以外はネットに入れ、乾燥手前

で長男が洗濯機から取り出し、各自で天日乾しします。不思議なことに、天気予報は悪くて

も、室内乾しになったケースは数えるほどしかありません。（二人の心がけがよい？） 

二人で食事するのは夕食だけです。テレビを観ながらですが込み入った会話はしません。

二人ともかなり強情っ張りなので、お互いに摩擦を避けているのでしょう。 

筆者の昼食は必ず外食です。メニューが選べるのと、歩行運動のためです。コロナの非常

事態宣言中も、炎天下も、雪の日も欠かさず歩きました。歩けなくなりたくない一心からで

す。 

 筆者の朝食は、３５年前の関西支社単身赴任以来続けている「色々、少しづつ２０種類以

上！」の生で食える食料で、食べる以上に、在庫の補充と管理が大変ですが、もはや止めら
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れません。 

昔 筆者は相当な飲んべえで、常識的には９０歳を超える長生きなど絶対にありえなかっ

た筈ですが、神様がミスったのでしょうか？ しかし、さすがに最近の晩酌はワンカップ一本

とか、水割り２杯程度、たまに飲み屋に座ってもせいぜいぬる燗３～４本で出来上がります。 

 家は築４０年超のミサワホームの木造２階建て、筆者は２階の寝室と書斎に住んでいます。

食堂も、洗面所、風呂場、便所も、亡妻の仏壇も１階ですので、頻尿の関係もあり、毎日２

０回以上１４段の階段を上り下りしますが 毎朝の体操と共に体力維持に貢献しているに違

いありません。 

 長男も寝室は２階で、居間 1階です。割と綺麗に片付いておりうらやましい限りです。新

聞、週刊誌を熟読し、テレビ、インターネットをよく観ていますから、彼の知識は絶大で、

親父はとても太刀打ちできません。 

 庭は猫の額位の広さですが、長男が丹精込めて育てた草花が一面に咲き乱れ、筆者はあま

り興味ないのですが、窓の会の訪問ボランティアさんなどに誇らしげに観ていただくのが彼

の生きがいの一つになっています。 

 筆者は、週２回 送迎付きのデイサービスに通い、そこでは、マシンによる持久力運動、バ

ランスディスク・ボール・棒などを使ったグループトレーニング、庭での歩行訓練の他、ウ

オーターベッド他のリラクゼーション、ティータイムでは老いた仲間同士の会話を楽しんだ

りします。（同じ話題の繰り返し？？？） 

また 今はコロナの関係で休みなのが残念ですが 地区の老人会の集まりにも参加して、歌

ったり、素人マジックを披露して結構はしゃいだりして楽しんでいます。（老人会の人たちが、

筆者ほど楽しんでいるかは甚だ疑問？？？） 

 趣味は、テレビ鑑賞、録画とダビング、インターネットやエクセルソフトいじり、クラシ

ック音楽鑑賞(高音は全く聞こえず)、漢字ナンクロ、数独などで、数独は鉛筆と消しゴムな

ら高段～名人クラスに挑み、エクセルを使えばどんな難題でも必ず正解する方法を発見しま

した。ネットで世界一の難問と言うのを見つけましたがちゃんと解けました！  

 数年前から毎朝２０～３０分体操を続けています。内容は昔のラジオ体操にテレビの健康

番組などを参考にして、スクワットなどを加え、腕立ても１５回頑張っています。 

 筆者は心不全の他、腰痛、両足裏の超違和感があり、歩行も体操も実に厳しいのですが、

我慢の毎日です。寝込みたくないからです。 

 思いつくまま色々紹介しましたが、最後に次の一文を添えることにします。 

 今から５０年前 長男の発症当時、本人に病識が全く無いため やむなく騙して精神科病院

に入れて以来、わが家の父子関係はずっと超最悪でした。 

一転して平和な老々介護の日々になれたのは 筆者が変わったからでした。昔現役時代は

長男を常に会社の同年配の部下に引き比べて絶対に許せなかったのですが、あやめ会に関係

し、窓の会を開設し、精神保健・医療の分野にどっぷり漬かって初めて彼を理解できたと思

うのです。あやめ会に感謝です。 

もう人のお役に立つことも無いし、あとはピンピンころりを目指して死ぬまで生きるだけ 

 です。コロナ収束の日の早からんことを念じながら… 以上 

２０２０年１１月１日記 
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窓の会での活動 

 

         窓の会 菅 一平  
 一昨年の夏から非常勤として窓の会に勤め、早一年半が経とうとしています。主に火、木、

金の「ぶらっと会」に参加していますが、今振り返ると、はじめはメンバーさんに対して何

をどう話そうか高い緊張感を持ち過ぎていたように思います。それがようやく最近に入りこ

ちらから意図して何を話すわけでもなく自然体な気持ちで居場所にいることの大事さが分か

り始めたような気がします。それは皆さん一人ひとりが自由な空間でお昼を食べたり、編み

物や折り紙またはテレビを観たり、まったりとのんびり憩いを求めて、いわば同じ空間にい

るということ自体すごく大きなことであり、まずその日窓の会まで足を運んでいただいてい

ることに感謝しなければなりません。 

 この一年半の間に状況は大きく変わりました。現在、皆さんの生活圏にも大きく影響して

いると思いますが、コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。窓の会でもコロナ禍前

は、机は対面形式、机上には誰でも手に取れる新聞やチラシが置いてあり、飲み物はマグカ

ップを使用していました。それが現在では、マスクの着用、検温、手洗い、換気の徹底を第

一に行い、座席も密を避けるべく長机に一人、飛沫を避けるための仕切り、紙コップの使用

等々初めてのことばかりが起こりこの先どうなってしまうのか不安感にも苛まれました。こ

のコロナによって開所時間の短縮やプログラムの延期もあり、メンバーさんの通所にも大き

く影響したことは間違いありません。ただ、他施設さんでは閉めざるをえない期間もあった

とお聞きし「窓の会は開いていてくれてよかったよ。お茶も飲めるしさ」、「あの時開いてい

てくれてありがとうございます」とメンバーさんがふと言われていたことが印象に残ってい

ます。メンバーさんの多くもこのコロナによって大きな不安感を抱いたと思います。広く社

会では不要不急の外出の自粛が呼びかけられていましたが、家に一人でいると日頃溜まって

いることの捌け口がなかったり、テレビをつけてもコロナばかりで気持ちが敏感な方々はか

えって考えすぎるあまり不安が増長し、心のほうが崩れてしまうという場合も考えられます。

やはりその時に必要なのは「居場所の提供」なのだなと感じました。居場所でその場の雰囲

気を感じる、直接人と話をする、当たり前だった日常が対策をしながらではありますが、少

しずつ戻りつつあります。 

 最後になりますが、窓の会に入り一貫して変わらないのが、人の温かさが豊かで、何か私

自身が落ち着いてしまいます。最近では専ら料理の話題、恥ずかしながらカレーしか作らな

いので職員、メンバーさんの和・洋・中など、なぜこんなにご存じなのだろうと思いながら、

スピーディーなやり取りを聞き逃さないよう精進していきます。 
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中林和恵 

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、個人情報は厳守します 

◇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 川崎市精神保健福祉家族会連合会あやめ会 

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 

       我慢を強いられているコロナ禍、もうすぐ1年になります。 

       梅や桜のお花見を思い切り楽しみたい、旅行にもと、キリが 

      なく考えてしまいます。 

       全国で新型コロナの感染者数の急増により、特に大阪と北海 

道の医療供給体制が逼迫し、自衛隊への看護師派遣要請がでた 

このような中、年末年始を迎える事になります。 

一日も早い副作用のないワクチンの供給が待たれます。 

    中林和恵 

 

 
            あやめ会ホームページをご覧ください。 

  ホームページのアドレス（ＵＲＬ） http://ayamekai.org               


