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「巣立ち風」という風にのって地域へ 
巣立ち風施設長 大野通子 

 2005 年が始まるとともに、巣立ち風の施設長に

就任しました。新しい職場、役割に身をおいた当初

は、非常に緊張しプレッシャーを感じたものです。

しかし、巣立ち共同作業所としてスタートしてから

10 年を超える歴史を刻んでいる巣立ち風には、人を

受け容れる優しさと自信がありました。そんな暖か

い場所で、メンバーに助けられながら、日々忙しく

楽しく過ごしています。当事者のエンパワメントを

引き出す技術と力量が私たちに求められていますが、

改めて地域で生活している人々の底力の大きさに感

服しています。 

  

2005 年は私にとっても、精神保健福祉に関わる人

達にとっても、そして、法律が変わるという意味に

おいては全ての国民にとっても大きな変化の年とな

りそうです。昨年から厚労省が介護保険制度の見直

し、支援費制度の立て直し、グランドデザイン案の

策定など今後の障害者の社会生活ひいては国民の生

活に多大な影響を及ぼす様々な改革を企ててきてい

ます。 

 この様な大きな波の中で、私たちが出来ること、

すべきことを改めて考えていかなければなりません。

小規模通所授産施設という立場をいかに有効に使っ

ていけるか、障害者自立支援法という新しい法律の

中でどんなサービスを提供できるのか、どんなニー

ズがあり望まれているのか、大きな視野を持って取

り組みたいと思います。課題は山積みですが、地域

における新しい支援の体系を私たちが作っていこう

という意欲があれば、夢も広がります。 
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 今まで私たちは授産事業を媒体として、当事者

と関わり、様々な支援をプログラムミングしてきた

のですが、そういったノウハウを活用しながら、新

たなニーズにも対応していかなければなりません。

授産事業で収入を得、工賃を支払うという枠で今後

を考えると、新法が施工されれば利用者には自己負

担が発生し、折角の収入がサービス料を支払うこと

で消えてしまうという事態も起きます。当事者にと

っては、望ましいことではないかもしれません。サ

ービスを提供する私たちも危機感を抱きます。しか

し、視点を変えると、新たなサービスの増設、ニー

ズの発掘を社会的に行える大チャンスでもあるので

はないでしょうか。授産事業に縛られるのではなく、

大いに活用し、価値のある支援を効率よく引き出し

ていきたいと思います。 

  

また、当事者がサービスを消費するのですが、

ある時にはその当事者が地域の中でサービスを供給

する立場になることも起こり得るのではないでしょ

うか。もちろん、いつの時代でも地域では当事者が

地域の住民として当たり前に生活し、ご近所さんと

挨拶をかわし、困っている人がいたら声を掛け助け

ています。その成果が、国民全体が福祉を意識せざ

るを得ないこの時代の波にのって、形あるものとし

て現れてくるような気がします。皆が意識し、感謝

することにより、サービスを提供（大袈裟な言い回

しかもしれませんが）した人は、大きな力をつけて

いきます。そして、私たちが食事をしようと思った

時に、美味しくって感じの良いレストランを選ぶよ

うに、サービスを必要としている人が、より良い自

分に合ったサービスを選べるようになるのでしょう。

選ばれるサービスを提供できるように、皆が楽しく

生活できるように、これからも頑張っていきたいと

思います。 

 

巣立ち会からのお願い 

現在、当会では以下の物品を必要としています。 
①車両（ワゴン車） ②ゲートボール用具一式 ③卓球台 ④もちつき器 ⑤オーブン 

もし、ご寄附いただける方がいらっしゃいましたら、当会までご連絡下さい。 
よろしくお願いいたします。 



2002 年 4 月 23 日 第三種郵便物認可（毎月 3回 5 の日発行） 

2005 年 3 月 14 日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第 408 号 

 

  

 

 ついに・・・ついに

 巣立ち会のホー

  

 皆様ご覧になってい

り始め、開設するまで
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 さて、この 9 ヶ月を
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から、その責任は重

で、こと細かに上司に

 コンテンツについて
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  最後に、ホームペ
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ムページを開設しました！！  

ただけましたでしょうか？ 昨年の 6 月頃から構想を練

苦節 9 ヶ月。長～い長～い道のりでしたが、今はやり遂

おります。  

振り返り一番大変だったのは、全体的なデザインを考える

歴史を歩んできた巣立ち会の顔となるホームページです

大です。1 人で全部やると私の趣味一色になってしまうの

相談し、色も配置等も皆に相談しながら決めました。 

も、多くのスタッフから案をもらって考えました。ホームページの目次で何よりも特徴的なのは、

にして、その中に 「働きたい」（授産施設・作業所の紹介）、「暮らしたい」（グループホームの紹

々な行事の紹介）と表現したことでしょうか。これには『メンバーの一人一人を地域に迎え入れ、

間として、お互いに支え合えるような場所にしたい』という思いが込められています。（言葉だけ

すね・・・ホームページを見てくださいね。） 

ムページを開設できて私はとても嬉しく思っています。だって、日本全国の人に巣立ち会を知っ

もしかしたら世界中の人にも・・・・・それってすごいことだと思いませんか？ 

情報発信源の中核を担っている媒体です。今後も私たちの活動を多くの人に知っていただくため

更新を怠らず、常に新しい情報を載せていきたいと考えています。 

ージを作成するにあたっていつも励ましてくれたメンバーさん、アドバイスをしてくれたスタッフ、

仕上げることができたと思っています。本当にありがとうございました。 

（こひつじ舎 ホームページ担当  西谷 麻矢） 

ち会 ホームページアドレス★ 

tp://sudachikai.eco.to/ 
いメールアドレス★ 

立ち風  → sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 

立ち工房 → sudachi-koubou@sudachikai.eco.to
ひつじ舎 → kohitujiya@sudachikai.eco.to 

立ちホーム → warm-heart@sudachikai.eco.to 

立ちホーム 

調布第 2→ kakinoki@sudachikai.eco.to
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出張講演記録 

度々お知らせしている巣立ち会の出張講演ですが、2 月は依頼が多く 4 ヶ所の講演をおこないました。 

2 月 1 日 長谷川病院 作業療法室（参加メンバー3 名、聴講者は ADL グループの方々） 
 18 日 みたかボランティアセンター（参加メンバー5 名、聴講者は精神保健ボランティア講座受講生） 
 18 日 LEC 東京リーガルマインド 飯田橋本校（参加メンバー6 名、聴講者は福祉系 NPO 生 22 名） 

 24 日 慈雲堂内科病院（参加メンバー5 名、聴講者は入院患者の方々など 26 名） 

参加メンバーは、すでにどこかで講演の体験がある人と、全く初めて

という両方の人がおり、何回か体験があると相手を見る余裕も出てくる

ようです。また、講演といっても壇上でマイクを持って話すことだけで

なく、座談会やグループディスカッションなども、その場に応じて応え

られるようになりました。 
 病院の方々からは「希望が持てました」「思ったより気楽に退院できる

んだなって思いました」「あったかい仲間って感じがしました」との感想

が、またボランティアの方々からは「今まで精神障害者の方に会ったこ

とがなかったが、今回皆さんの持っている力に驚かされた」といったコ

メントが寄せられました。 

 当会では今後もこのような出張講演の依頼を受け付けます。お気軽にご相談下さい。 
 

合同新年会のご報告 

去る 1 月 14 日の午後に、恒例の合同新年会が行わ

れました。未だに「オレ～オレ～♪」が頭から離れ

ません。なんでオレ～オレ～かって？（詐欺ではあ

りませんよ）それは読んでのお楽しみ･･･ 

今年の新年会は、“とにかく楽しく景気よく”みん

なが参加できるものを企画し、巣立ち工房にて行わ

れました。「約１００人の参加を予想」という大規模

な会に、“施設が広いとはいえ大丈夫だろうか？”と

心配をしていたのですが、とりこし苦労でした。い

ざ始まってみると、“老いも若きもぎゅうぎゅう”と

いう状況が妙に楽しく、ホームパーティのような雰

囲気で多くの人とのふれあいの場になっていました。 

さて、巣立ちの催しといえば、お皿いっぱいのお

料理なしには始まりません！散らし寿司、おでん、

焼きそば、おしるこなど、テーブルからはみ出さん

ばかり。「おお～」と幸せそうなみなさんの笑顔。ス

タートした次の瞬間、たくさんの箸が食べ物をすく

っていました。思わず手を引込めてしまいましたが、

「これおいしいよ」「それちょうだい」と声をかけ合

い頬張る方たちの姿を見ているうちに、なんだか嬉

しい気持ちになりました。また、カクテルコーナー

では、風の職員の廣田さんが格好よくシェイカーを

振り、赤や黄色のオシャレでおいしいカクテルに皆

さんご満悦。酔いしれた方も多かったのではないで

しょうか･･･？ 
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テーブルの上の食べ物が底を突き始め、おなかも

落ち着いてきた頃、ビンゴ大会がスタート！ラジカ

セ、ハロゲンヒーターなどの豪華商品が出され、思

わず気合が入ったようでした。「あ～惜しい！」「や

ったー」と歓声があがり、みなさん各々に楽しまれ

たようでした。 

会が終盤に差しかかり、いよいよ各施設の出し物

の時間になりました。「なにが始まるのだろう･･･？」

会場が静かになりました。まずは巣立ち工房からで

す。「月が～でたでた～♪」と炭坑節が流れました。

すると出てきたのは、長島さんと神戸さん！！頭に

ほっかむり、手にはザル、上半身裸のおなかにはか

わいい顔が書かれています。少し照れながら踊る長

島さん。その横

で自由自在にお

なかを動かし絶

妙な腰つきの神

戸さん。みんな

の笑いが止まり

ません！一瞬で

大勢を賑わす才能がおありだったとは…。 

間髪入れずに次の演目が始まりました。「ババンバ、

バンバンバン～」ドリフターズの曲と共に、３組の

カップルが登場。芸の王道である二人羽織りです。

口紅をあごに塗られた人、ショートケーキのクリー

ムが鼻についてしまった人･･･拍手と笑いが会場に

響き渡りました。 

つかみはバッチリ。続く巣立ち風では、職員の長

門さんと廣田さんが網タイツにキャミソールという

なんともセクシーな格好で登場。「きゃ～！！」観客

から喜びとも、悲鳴ともとれる声が聞こえてきまし

た。“今春がきて～君はきれいに～なった～”と二人

が脇をあげると・・・「あーっ、きれいになってる！！」

一児のパパとさっきシェイカーを格好良く振ってい

た２人。前日にお風呂場で仕込んだのでしょうか？ 

 
さあ、最後はこひつじ舎です。ギターを片手に少

し緊張したような玉川さんが椅子に腰をかけました。

ソロ演奏が始まると、聞き覚えのあるメロディーに

口ずさむ人、聴き入る人･･･ぐっと会場の趣が変わり、

素敵な時間となりました。「すごいね～」みんながそ

の余韻に浸っていると･･･ 

（こひつじダンサーズ大ブレイク） 

目の覚めるような大音量で「オレ～オレ～」と聞

き覚えのある曲が、フロア中に流れ始めました。す

ると手作りのちょんまげカツラをかぶり、緑と黄色

の鮮やかなボンボンを振りながらこひつじダンサー

ズが次々と出てきました。マツケンならぬシムケン

（志村けん）のお面をかぶった村上さんを筆頭に、

みんな軽快なステップで踊ります。途中メンバーが

抱き合い、くるくると回る大サービスもあり、にぎ

やかなサンバの音楽とダンスにのせられ、一気に会

場がわき上がりました。最後は、ダンサーと観客全

員が一帯となってマツケンサンバを大合唱し、その

熱気は曲が終わってもしばらく続きました･･･。 

このようにして、巣立ち会の新年会は今年もみな

さんのたくさんの笑顔で終えることができました。

この楽しさはここではお伝えしきれません！！今度

機会がございましたら、ぜひ巣立ち会の催しに足を

お運びいただきますようお勧めいたします。 

（巣立ち工房 能上） 
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巣立ち会の事業紹介①年末年始の食事会 

 当会では、単なる施設の運営にとどまらず、利用者や地域からのニーズに応えるための様々な

事業に取り組んでいます。今号では、そうした事業のなかから、会の発足当初から取り組まれて

きた年末年始の長期休みにおけるサポート事業と、逆に比較的新しい取り組みであるピアサポー

ト事業についてご紹介いたします。 

① 年末年始の食事会 
巣立ち会の通所施設では、年末年始は６日間の休みになります。利用者の方は家族と過ごされたり、のんび

りと年越しをされたりと皆さんそれぞれ過ごされています。しかし、アパートで単身生活されている人が多い

ので、なかには時間を持て余してしまう方や、退院して初めての年越しで不安な方もいらっしゃるようです。 
そこで巣立ち会では、年末年始に食事会を開催しています。通常はグループホームでは週に 2 回の食事会を

実施しているのですが、その特別版といった形です。年末年始の長い間を 1 人きりで過ごすのは心細い、みん

なの顔が見たいという思いに応えています。 
  今年も、普段食事会に参加している利用者さんはもちろん、以前参加していた小山荘の利用者、その他、地

域で生活されている方に声をかけるとあっという間に３０名近くの人が集まりました。年末の食事会では２７

人、新年の食事会では２９人です。交流室にぎゅうぎゅうになりながらみんなで肩を寄せ合っての食事会。1
人ぼっちで年越しそばを食べるよりは断然楽しい！！といった感じでいつもに増してとても賑やかな会にな

りました。新年会ではパートさんが腕を振るった絶品おせち料理！！これも 1 人暮らしではなかなか食べられ

ません。あったかいお雑煮に七草粥までついて、おなかも心も大満足の食事会になったのではないでしょうか。

大家さんも参加してくださり、みんなと交流の場を持つ事もできました。 
 

 

 

 

休みの日にやるなら参加し

たい。何回お正月がきても

いいですよ～。髙橋敬三 

 

 

 

 
 
地域で安心して楽しく生活できるのが巣立ち会のモットーです。これからもこういった場をどんどん提供で

きるようにしていきたいと思います。 
(巣立ちホーム 川添) 

とても良かったで

す。神戸一二三 

顔を合わせるのが久し振りで

いい。みんなの元気な顔を見

れば安心できる。髙橋柳子 

休みの日にやっていると心おきなく

来られる。おなかいっぱい食べて幸

せになりました。土谷好子 

他の作業所の人と交流があ

って楽しかった。末續寛吾 
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事業紹介②ピアサポート事業 

 
 当会では、以前から当事者の力を最大限に生かせるようなプロ

グラムを実施してきました。例えば、当事者が自らの体験や今後

の希望を発表する機会を、あるときは地域ボランティアの方々に

対しての啓発活動として、そしてあるときは未だ精神病院に入院

中の方々に直接語りかけることによっての退院促進事業として

設けてきました（4 ページをご覧下さい）。 
 また、当事者同士の互助の精神も、長く地域生活を体験してき

た利用者を中心に芽生えてきて、その力は職員の援助をはるかに

うわまわって作用することもしばしばです。 
 そこで、そういったピアサポートの原理や原則を、ここであら

ためて職員・利用者ともに勉強し、深めていきたいと考えました。

幸い、当会の理事の田尾が、その分野では第一人者である JHC
板橋の理事長・寺谷氏と親交が深く、何回かこちらまで足を運ん

でいただき、勉強会を開いていただけることになりました。 
（笑顔が印象的な寺谷氏）    

 その第 1 回が、3 月 1 日の夕方に巣立ち風の 1 階にておこなわれました。巣立ち会の利用者と職員のほとん

ました。「人間は誰でも必ず他人のためになりたいと思う気持ち

終了後は、全員で 2 階に上がり、お寿司やピ

ず実施するということです。今

どが集合し、その数は 60 名を超えました。 
 寺谷氏の話は、自分の体験談からはじまり

がある」との言葉には、多くの人がうなずいていました。その後資料を使っての説明となりましたが、会場か

らは時折質問も飛ぶなど皆も関心が高く、寺谷氏もその度に一時ストップして丁寧に質問に答えて下さりまし

た。内容は、社会福祉のあり方（「安心・自信・自由の心」と、わかりやすくまとめて下さいました）といっ

た理念のことから、今回の法律の説明などまで、休憩も挟んで 2 時間近くの話となりました。 
 

（皆、とても熱心に聞いていました） 

 

ザをつまみながら即席の交流会となりました。

皆、充実した表情で、寺谷氏も気さくに応じて

下さり、にぎやかで明るい雰囲気のまま解散と

なりました。 
 次回も遠から

後は地域の皆様にも還元していく予定です。ご

期待下さい。 
 

7 
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賛助会からのお知らせ 

 
たくさんの方々から、会費やご寄付をいただいております。ありがとうございます。 
（平成 16 年度分として） 

千葉啓子様、河田イセ様、村田和様、近藤伸介様、玉の肌石鹸株式会社様、東部第一株式会社様、 
小林紀子様、末永未佐子様、あおき会 土屋秀雄様、丹羽岩夫様（1 月 13 日から 3 月 7 日到着分まで） 

  （平成 17 年度分として） 
 倉持和宏様 
 

 巣立ち会は、「安心して生きがいをもって地域で生活できる」「自尊心をもって生きる」「助け合える仲間がいる」

という理念のもと、精神障害者の社会的自立と参加を目指し、地域活動を進めております。 

 巣立ち会では、賛助会員を募集しています。巣立ち会の活動に共感してくださる方、是非ご協力をお願いい

たします。 

 会費は運営費の一部として大切に使わせていただき、「すだちだより」にて活動をお知らせいたします。 

 
賛助会費 

    年間   一口 ３,０００円 
   郵便振替  口座番号  00140-4-542860 

加入者名  巣立ち会 賛助会 

 

巣立ち賛助会  会長 國井良彦 

 
 
 

編集後記 
 

発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21
特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会

定価 50 円 
編集；社会福祉法人巣立ち会 

〒181－0014 東京都三鷹市野崎 2－6－6 
   ℡ 0422-34-2761 

sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 
広報委員会（長門・能上・濱井） 

編集後記 

春に限らないが、今年も何人かの職員が巣立ちを離

れていく。自分の輝く場所を追求して動いていく彼ら

に、そんな場所が見つかることを僕は祈る。一方で、

動かない自分というものがいて、それがなぜかとふと

考えてみた。それで、自分の中に「ここが自分の場所

なのかも知れないなあ」という思い込みがあることに

気づいた。その時から気分が妙にハッピーだ。我なが

ら実におめでたい人間だと思う。（巣立ち風 長門） 


