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厚生労働省・国土交通省の職員見学会

平成 21年 8 月 25 日（火）、厚生労働省・国土交

通省の職員の方 16 名が巣立ち会の施設見学へい

らっしゃいました。

巣立ち風にて、各所のメンバーと座談会を行な

った後、巣立ちホーム三鷹第 2・巣立ちホーム調

布第 2・第 3 の居室を見学をされました。

巣立ち風での座談会には、巣立ち会を利用して

いるメンバーが集まり、退院するまでの自分の体

験談や現在の生活について語られました。また、

将来の夢や今後不安に思っていることなど率直

な意見も聞かれ、住まいについての心配を口にす

るメンバーもおり、今後の居住支援の制度や環境

の向上を伝えていました。

居室見学では、入院歴の長い方も地域に溶け込

んで生活していることや、将来 GH を出たときに

住む先を心配していることなど話されました。

皆さんメンバーの話を熱心に聞いてくださり、

メンバーへの質問も出されていました。

（メンバーとの座談会）

最後に巣立ち会スタッフと意見交換する場を

設けました。

見学者の方から“精神障害者の GH のイメージ

が湧きにくい”との意見があり、世話人がどのよ

うな支援をしているのか、日常生活を整えるには

どうしているのかなどの質問が上がりましたが、

スタッフの話や施設見学を通してイメージをつ

かんでいただけたようでした。
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（ＧＨメンバーの居室で）

また現場のスタッフからは、GH 運営や GH 卒業

についての意見が話されました。

運営については、家賃の助成など自治体によっ

て制度が異なることがあること。GH卒業について

は、卒業先を見つけるのに苦労していることが話

されました。

卒業を促す方針を採りながら、出ていく先がな

い現状を伝え、制度が実情に即していないのでは

との意見を伝えました。

見学に来た皆さんも、その矛盾をどうしていっ

たらよいか検討してくださっていました。

地域で暮らすメンバーの様子とともに、現場の

支援者からの意見も伝えられた有意義な見学会

になったと思います。 （遠藤）

（職員との質疑応答）

朝日新聞に当会の活動が紹介されました

8 月 日の朝日新聞（全国版、 面）に、当会

のグループホーム等についての記事が掲載され

ました。

記事のテーマは「精神障害者 届かぬ支援 入

院長期化」というもので、いわゆる社会的入院者

の退院促進支援を検証する内容でした。その中で、

42 年間の入院生活の後に当会の支援を受けて退

院したメンバーの体験談に加えて、グループホー

ムの食事会の様子が大きな写真で掲載されてい

ます。

度々ご紹介している通り、当会では「精神障害

者の社会的入院の解消」を理念のひとつとしてお

り、設立当初から現在までの 17 年間で 160 名以

上の方の退院支援を行ってきました。

今年度も上半期で 39 名の事業対象者がおり、

うち 16 名の退院者を受け入れました。

しかし、その退院した 16 名の方々も平均入院

期間は 12 年を超えており、まだまだ大勢の方々

が精神科病院の中で支援を待っている状況に変

わりはありません。

当会では現在、グループホームを含めて 100 室

近くの部屋を管理しております。今後もそういっ

た資源を拡充しながら、退院促進支援を継続して

いきます。皆様のご協力をお願い致します。
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講演会「思春期の心の処方箋」を開催しました

平成 21 年 9 月 16 日（水）に、

当会の「精神疾患の早期支援事

業」の一環として、思春期の子ど

もの心の問題をテーマとした講

演会を行ないました。

平日の夜にも関らず、80名もの

方が来場して下さいました。精神

保健福祉分野だけでなく、教育現

場の方々も参加されており、思春

期児童の心の健康、早期発見・支

援への関心の高さを感じました。

今回の講演には、全国に先駆けて長崎県大村市で

「こころの病気の早期発見・早期支援」を掲げ児

童思春期医療に深く携わってこられた、宮田雄吾

氏を講師にお迎えし、思春期の子どもの問題にど

う向き合えばよいか、宮田氏の体験から得られた

多くのヒントを学ばせていただきました。

子どもが発する行動異常や身体症状などのサ

インを大人はどう扱ったらよいか。過度に注視す

るのでなく、何かあったときに相談できると思わ

れるような関係が大切とのお話の中で、悩める子

どもの相談の乗り方として次のようなポイント

が挙げられていました。

・ 話したいように話せるだけ話してもらう

・ 安易な人生訓、批評、慰めを加えない

・ 感情は聞き、肯定する・分からないことは率

直に伝え、一緒に考える姿勢を示す。

子どもを指導するのでなく、気持ちを受け止め

一緒に解決法を考えていく姿勢が、子どもに安心

感・信頼感を与え、それが次のステップへ繋がる

のだと話を聞いて感じました。

この他にも多くの参考になる点が挙げられて

おり、それぞれの点に対しても、もし自分が子ど

もだったら、こういった点を持っ

ている人には“相談したい”と思

えるだろうなと想像できるような

ポイントばかりでした。

また、子どもの気持ちを受け止

める側の“大人”にも、受け止め

る心の準備・無理せず急がず関わ

っていくことが大切であることが

お話の中からよくわかりました。

文章だけでは理解に苦しむよう

な子どものサインも、宮田氏の話す具体例ではと

てもわかりやすく、“このサインにはこういう対

応もある”、“こういう風にも考えられる”など発

見の多い講演でした。

（松沢病院 針間先生からの事業紹介）

また講演終了後には、当会の早期支援の事業所

「ユースメンタルサポート カラー」の紹介に加

えて、11 月から始まる東京都立松沢病院（世田

谷区）の若年層専門外来である「Ｗａｋａｂａ

ユースメンタルサポート松沢」のご紹介をさせて

頂きました。

今後、医療と福祉が密接に連携していくことで、

さらに効果的に精神疾患の早期支援が実現でき

るよう、関係者一同努力を続けてまいります。

（遠藤）
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「思春期・青年期に始まる精神病性障害」研修会を開催します

当会では今年度より、若年層の精神疾患の早期

発見・早期支援を目的とした事業を開始しており

ます。その一つは前号でお知らせした「ユースメ

ンタルサポートＣolor」で、対象者やその家族、

教育関係者等への相談支援と心理社会的支援を

行っております。（相談は随時受け付けておりま

す。連絡先は右の囲みをご覧下さい。）

加えて、前ページでご報告した講演会等、広く

早期支援についての啓発活動も実施しています。

11月には、教育関係者など専門職の方々を対象

とした実践的な研修会を開催致します。

「思春期・青年期に始まる精神病性障害

～10代からの統合失調症の早期支援～」

11月11日（水）18時30分～

三鷹産業プラザにて

詳細は同封のチラシや

ホームページ等でご確認

下さい。

平成２０年度 巣立ち会決算報告

貸借対照表

（単位：千円）
資産の部 負債の部

勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減

流動資産 154,898 176,121 △21,223 流動負債 38,148 15,507 22,640

現金預金 87,567 135,677 △48,109 未払金 24,795 3,533 21,262

未収金 59,255 32,399 26,856 預り金 8,340 7,915 425

立替金 1,635 1,264 371 前受金 2,601 2,369 231

前払金 6,439 6,780 △341 仮受金 53 △53

給料預り金 1,846 1,635 211

未払い消費税 563 563

固定資産 181,365 30,129 151,236 負債の部合計 38,148 15,507 22,640

基本財産 10,000 10,000 純資産の部

基本財産特定預金 10,000 10,000 基本金 29,300 29,300

その他の固定資産 171,365 20,129 151,236 基本金 29,300 29,300

建物 19,208 19,208 国庫補助金等特別積立金 24,963 2,974 21,988

車輌運搬具 6,305 3,141 3,163 国庫補助金等特別積立金 24,963 2,974 21,988

器具及び備品 3,292 4,405 △1,112 その他の積立金 130,000 130,000

権利 12,447 12,400 47 設備等整備積立金 130,000 130,000

ソフトウェア 111 181 △69 次期繰越活動収支差額 113,851 158,468 △44,616

設備等整備積立預金 130,000 130,000 次期繰越活動収支差額 113,851 158,468 △44,616

当期活動収支差額 △44,616 113,353 △157,970

純資産の部合計 298,115 190,743 107,371

資産の部合計 336,263 206,250 負債及び純資産の部合計 336,263 206,250 130,012

脚注１．減価償却累計額 10,139

住所 調布市菊野台 1-19-15-102

℡ ０４２－４２６－８０９９
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資金収支計算書

（単位：千円）

勘定科目 予算 決算 差異

就
労
支
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

就労支援事業収入 14,971 16,363 △1,392

就労支援事業収入計 14,971 16,363 △1,392

支
出

就労支援事業支出 14,920 15,428 △508

就労支援事業支出計 14,920 15,428 △508

就労支援事業活動資金収支差額 50 935 △884

福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

私的契約利用料収入 780 720 60

利用料収入 33,886 340,011 △125

事業収入 7,580 10,919 △3,339

自立支援費等収入 147,099 151,162 △4,064

寄附金収入 780 780

雑収入 4,541 4,918 △377

受取利息配当金収入 42 43 △1

会計単位間繰入金収入 38,200 38,949 △749

経理区分間繰入金収入 72,400 72,400

補助事業等収入 117,384 114,684 2,700

福祉事業収入計 422,692 428,587 △5,894

支
出

人件費支出 123,086 123,039 46

事務費支出 98,160 99,292 △1,132

事業費支出 9,109 9,285 △176

会計単位間繰入金支出 38,700 38,949 △249

経理区分間繰入金支出 72,400 72,400

福祉事業支出計 341,455 342,966 △1,511

福祉事業活動資金収支差額 81,237 85,621 △4,384

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等補助金収入 23,438 23,438

施設整備等収入計 23,438 23,438

支
出

固定資産取得支出 23,854 23,858 △3

施設整備等支出計 23,854 23,858 △3

施設整備等資金収支差額 △416 △420 3

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

財務収入計

支
出

積立預金積立支出 130,000 130,000

財務支出計 130,000 130,000

財務活動資金収支差額 △130,000 △130,000

予備費

当期資金収支差額合計 △49,129 △43,864 △5,265

前期末支払資金残高 160,614 160,614

当期末支払資金残高 111,485 116,750 △5,265

事業活動収支計算書

（単位：千円）

勘定科目 本年度 前年度 増減

就
労
支
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

就労支援事業収入 16,363 13,477 2,886

就労支援事業収入計 16,363 13,477 2,886

支
出

就労支援事業支出 15,428 12,188 3,240

就労支援事業支出計 15,428 12,188 3,240

就労支援事業活動資金収支差額 935 1,289 △354

福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

私的契約利用料収入 720 1,052 △332

利用料収入 34,011 34,362 △351

事業収入 10,919 33,830 △22,912

自立支援費等収入 151,162 135,573 15,589

寄附金収入 780 28,872 △28,092

雑収入 4,918 6,190 △1,271

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,449 1,347 102

補助事業等収入 114,684 95,565 19,119

福祉事業収入計 318,643 336,792 △18,148

支
出

人件費支出 123,039 117,604 5,435

事務費支出 99,292 96,227 3,065

事業費支出 9,285 8,805 1,200

減価償却費 2,493 2,485 8

福祉事業活動支出計 234,110 224,401 9,709

福祉事業活動収支差額 84,534 112,391 △27,857

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収
入

受取利息配当金収入 43 35 7

会計単位間繰入金収入 38,949 458 38,491

経理区分間繰入金収入 72,400 72,400

事業活動外収入計 111,392 494 110,898

支
出

会計単位間繰入金支出 38,949 458 38,491

経理区分間繰入金支出 72,400 72,400

事業活動外支出計 111,349 458 110,891

事業活動外収支差額 43 36 7

経常収支差額 85,512 113,716 △28,204

特
別
収
支
の
部

収
入

施設整備等補助金収入 23,438 23,438

基本金取崩額 2,000 △2,000

その他の特別収入 4,017 △4,017

特別収入計 6,017 17,421

支
出

基本金組入額 2,000 △2,000

固定資産売却損及び処分損 128 362 △234

国庫補助金等特別積立金積立額 23,438 23,438

その他の特別損失 4,017 △4,017

特別支出計 23,566 6,379 17,187

特別収支差額 △128 △362 234

当期活動収支差額 85,383 113,354 △27,970

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

前期繰越活動収支差額 158,468 45,115 113,354

当期末繰越活動収支差額 243,851 158,468 85,383

基本金取崩額

基本金繰入額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額 130,000 130,000

次期繰越活動収支差額 113,851 158,468 △44,617
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第 6 回 愛のふれあいコンサートが開催されました

去る 7 月 3 日、調布市文化会館たづくり くすのきホールにて、巣立ち会 第 6 回 愛のふれあいコ

ンサートが開催されました。当日は、約 420 名という私たちの予想を上回る大勢の方々にお越しいただ

き、おかげさまで無事に終えることができました。

この場をお借りして、ご来場、ご出演くださった皆様へ心より御礼申し上げます。

当日は長友調布市長も駆けつけてくださり、開演に先立ちご挨拶をいただきました。そして当会理事

である田尾より、巣立ち会の活動紹介かたがたご挨拶させていただきました。

今回は、後援者である玉の肌石鹸・ミヨシ石鹸株式会社三木社長のご紹介で、安田正昭さん(ピアノ)、

ベアンテ・ボーマンさん(チェロ)とボーマン・ルリ子さん（ピアノ伴奏）にご出演いただきました。ボー

マンご夫妻は第 3 回の本コンサートへもご出演いただいたお二人でもあります。ピアノの安田さんの演

奏では、特に 30 分にも及ぶ大曲の演奏で観客の皆さんを圧倒しました。曲紹介をしてくださったことで

さらにそれぞれの情景が目に浮かぶようで、繊細かつ力強い見事な演奏でした。チェロのボーマンさん

は、会場内を一気に癒しの空間にしてしまうほど、心の中までしみわたるような深く、優しい音色を奏

でていました。ご来場の皆様にとって、性別や年齢、障害のあるなしにかかわらず、同じ場所で同じ音

楽を、それぞれの思いを重ねながら楽しみ、癒され、共有することの出来る時間となったのであれば幸

いです。

コンサート終了後は、ほんのひと時でしたが出演者の方を囲んで懇親会を行いました。出演者の方々

の優しく親しみのあるお人柄に引き寄せられ、親睦を深めることができました。当会の趣旨に賛同し、

素晴らしい演奏を提供してくださった出演者の方々へ、あらためて感謝申し上げます。

今回、毎年このコンサートを楽しみにしてくださっているお客様の存在や、昨年までにご来場くださ

ったお客様が新たにご家族やご友人を誘い合わせてお越しくださっていることを知り、大変ありがたく

思うと同時に、これまで継続してきたことの手ごたえを実感しているところです。このコンサートで出

会えた皆様とのつながりを今後も大切に育てていきたいと思います。

最後になりましたが、当日は巣立ち会のグループホームの運営維持のために皆様から 313,172 円の寄

付金を賜りました。重ねて御礼申し上げるとともに、皆様からのご厚意をしっかりと受け止め、よりよ

い福祉サービスが提供できるよう努力してまいります。今後とも、巣立ち会の活動へのご理解、ご協力

を心よりお願い申し上げます。（濱井）

♪第 7 回愛のふれあいコンサートの日程が決定しました♪

2010 年 7 月 2 日(金)

調布市文化会館たづくり くすのきホール

にて開催します。

詳細は決定次第お知らせします。どうぞご期待下さい！
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合同行事「ビアガーデン」を開催しました

今年も巣立ち会合同で楽しむ夏の恒例行事「ビアガーデン」を、9 月 11 日の金曜日の夜に盛大に開催

しました。例年よりも開催が遅くなりましたが暑さのピークを過ぎ、過ごし易い気温の中天候にも恵ま

れて、ビアガーデン日和になりました。

メンバーやスタッフが増えてイベントも年々大きくなっており、今回のビアガーデンも盛り上がって

催す事ができました。また関係機関の方々もお忙しい中沢山の方が参加して下さいました。

当日は巣立ち風、巣立ち工房、こひつじ舎、グループホームのメンバーとスタッフに、いつもお世話

になっている関係機関の皆様、ご近所の方も参加し 90 人を超える大イベントとなりました。

散らし寿司にサラダ、炒め物とフランクフルト、枝豆、梨など各所から沢山の食べ物が持ち寄られま

した。そして今年は本格手打ちそばが振舞われ大好評でした。また沢山の飲み物も揃え、ルポゼからは

出張カクテルバーがこの日限定 OPEN。本格的なカクテルも楽しむことができました。余興では素敵な

バンド演奏があり、最後には今年最後の花火を皆で楽しみました。 （巣立ち工房 本井）

ビアガーデンのような合同のイベントは、

普段なかなか会えない人たちとも会える

絶好の機会です。

おいしい食事を囲んで仲の良い人達と冗

談まじりの楽しい会話。時間はあっという

まに過ぎていきます。

イベントには欠かせなくなっ

たバンド『メリーメリー』。今回

は新しいバンドメンバーが加

入し、ますます素敵になった

演奏を聴かせてくれました!!
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一泊旅行に行ってきました

10 月 1 日、巣立ち風・工房合同の一泊旅行に出かけました。

メンバー、スタッフ合わせて 36 名。伊豆半島東部をめぐる、海

の幸・山の幸満喫ツアーです。

カラオケを楽しみながら、バスに揺られること 2時間、最初に

小田原城を見学しました。門が多くまた石段も多く、皆、息を

弾ませながらも歴史を満喫しました。

次に向かったのは箱根です。箱根園で豪華な昼食を食べ、箱根

ガラスの森美術館に行きました。入り口には木の葉が全てガラ

スで作られているオブジェがあり、女性の方だけでなく男性の方も皆、「キラキラしていてとても綺麗

だ」と好評でした。館内には中庭があり、カンツォーネが流れイタリア風な雰囲気の中、見上げると

大涌谷を一望でき、一石二鳥な所でした。

再び、バスに乗り本日のお宿、熱川ハイツに到着です。ここは小高い山

の頂にあり、部屋からはオーシャンヴューを楽しめる大きな旅館でした。

皆さんお部屋でゆったりしたり、大浴場に入ったりと時間を過ごし、「乾

杯！」の声と共に宴会が始まると、料理に舌鼓を打ちながらプロさながら

のカラオケ大会を大いに楽しみました。

翌 2 日、朝からボリュームたっぷりの朝食を食べ、向かうはバナナワニ

園です。この日はあいにくの雨、雨、雨…。しかしその大雨が園内を本物のジャングルの様にし、恐

がる人も多かったようです。

次に虹の郷で昼食と園内の散策となりました。虹の郷は自然溢

れるテーマパーク。昼食を食べ、皆思い思いの所で雨宿りをしつ

つ、雨の日本庭園やイギリスの町並みを楽しみました。

いよいよ、旅も最後。沼津グルメ街道でそれぞれお土産を購入

し、バスでカラオケを楽しみながら三鷹へと向かいました。途中、

渋滞にも遭わず無事帰ってくることができました。

皆、疲れてはいましたが「とても楽しかった！」と旅行を十二分に満喫したようでした。（大和田）
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編集後記

普通に堂々としている。これは本当に難しいこと

だ。肝心な時にスマートに対処できない原因は胆力

が足りないからか？余計なことを言って後で悔や

むのはお調子者だからか？「小人の心は度し難し」

まさに僕のことだ。名前は大介なのに。（長門）


