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「ハートをつなごう」に出演しました 

９月２７日（月）の夜８時から８時半、NHK
教育「ハートをつなごう」に、当会のユースメ

ンタルサポート Color の利用者とスタッフが出

演しました。 
「ハートをつなごう」は、これまでに

も薬物依存や性同一障害、虐待など、社

会的マイノリティーの方々にスポットを

当ててきた番組です。今回は「若者のこ

ころの病 第２弾」として、２夜にわた

る特集の１回目に Color の実践が取り上

げられました。 
この「巣立ちだより」でも何度か紹介

している通り、ユースメンタルサポート

Color は当会が昨年度から運営している、

精神疾患の早期発見・早期支援を目的と 
した相談支援等の事業です。

 
番組では、前半に Color の支援の内容が VTR

にまとめられて流されました。 

NHK スタジオにて 収録後に記念写真 
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後半がスタジオ収録部分で、VTR の内容を振り

返りながら、司会の桜井アナウンサーや作家の石

田衣良さん、歌手のソニンさんら番組のレギュラ

ーの方々と、いろいろなトークをした時の様子が

放送されました。 
番組には、事業責任者の田尾に加えて、利用者

の若者も出演してくれました。８月に番組プロデ

ューサーの方からのご説明を受けて、３名が出演

を承諾してくれました。９月から VTR 部分の撮

影が始まり、実際の面接場面やインタビューなど

をかなり時間をかけて丁寧に撮っていきました。 
スタジオ収録は９月の中旬の土曜日で、実際に

は１時間ぐらいでしたが、その２時間前から控え

室で待機し、メークされたりもしました。台本に

「歌を一曲」と書かれていた岡本さんは「本当に

歌うんですか？」と驚いていましたが、実際は…

（番組をご覧頂いた方にはお判りですね）。

 番組の反響は大変大きく、番組終了後の２週間

で全国から１００件近くの問い合わせがありまし

た。現在、面接が必要な方に順次お会いしてお話

を伺っているところですが、支援の性格上もとも

とご本人の年齢（１０代～２０代）や住所（調布

市・三鷹市およびその近隣）によって対象者を制

限させて頂いております。どうかご了承下さい。 
全国的にこのようなサービスが広がっていけば

いいと考えております。関係者の方々なども、ど

うぞお気軽にお問い合わせ下さい。 （長門） 

 

２５年を省みて   巣立ち会 栗田一秋 

 
ここ３年間、冬になると海外で３ヵ月程過ごし

ています。現地の人しかいないビジネスホテルを

３～４回、馴染みの場所や初めての処を転々です。

北回帰線の南、熱海に属する地域です。朝食掃除

付き、洗濯も頼むか若しくはコイン式の洗濯機と

乾燥機が使えます。夜はワインかビール、お酒、

おかずを買って晩酌します。南国は暖かいし健康

には最高です。 
次男は松沢病院での入院生活が１０年を過ぎま

した。今は社会福祉協議会との間で「福祉サービ

ス権利擁護事業」の契約を結び支援員の方から入

院費の支払い、小使いの入金などの支援を受けて

います。預金通帳の残高確認、出金伝票の金額記

入サイン捺印を自分でするなど今まで親がしてい

たのとは違ったサービスです。世帯分離していま

すので低所得者として、医療費食事代の負担も最

低額で済みます。また４０歳になりましたので介

護保険料が天引きされますが、これも最低額の負

担で済みます。収入は障害年金と東京都の扶養年

金解約金の２０年払いの入金がありますので預金

残高は増え続けています。面会も年に１回にしま

したが納得しています、電話もかかってきません。 

社会福祉法人巣立ち会では、前理事長の

栗田一秋が任期終了のため、９月２１日を

もち退任いたしました。 

もともと栗田さんは当事者の家族とし

て、調布市家族会「かささぎ会」の会長や

東京都家族会連合会「東京つくし会」の役

員などもなさっていました。今回は、そう

した思いも含めての手記をお寄せ頂きま

した。 

 楽しかった。貴重な体験ができました。

でもスタジオ撮影は緊張しました。 
 夕方は PC 教室に行っているので、番組は

ビデオに撮りましたが、怖くてまだ見てま

せん…（番組内では「ゆうこ」さん） 
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母も亡くなり親しくしていた叔母や叔父も亡く

なり生きているのは父だけ、もう独立しなければ

と考えたのでしょうか。面会の時、海外でのんび

り暮らしていることができるのもお前のお陰と感

謝しているよとか、支援を受けているとはいえ独

立したのは立派だよとか話して

います。俺たちは年の差も段々

に縮まるし三兄弟のようなもの

だとか、お父さんは実はもうあ

の世にいて時々この世に帰って

きているんだよとか冗談を言っ

ています。親としても独立を果

たしているのでしょうか。 
さりとて問題点もあります。

病院からの請求書や領収書の郵

送は社協に来ますが、社会保険

庁からの年金現況確認の葉書が自宅に送られてき

ますので、郵便局に住所変更の届を出して貰って

いますが、１年の期限ですので毎年する必要があ

ります。また誤配もあります。そのために年金が

ストップになる場合もあります。社協と社会保険

庁との間で調整できないものかと思います。 
私の弟つまり彼の叔父が、亡くなる数年前に認

知症になり愕然としました。もしも自分がなった

ら？ 可能性はあるわけです。私は必死の思いで

社協に相談をしました。本人との契約ですので早

速面会をして話をしましたが、ウンとは言いませ

ん。祈るような気持ちで５、６回程でしたか社協

の職員の方と一緒に説得の末、ようやく承知して

契約の署名をしてくれました。主治医からは「無

理でしょう、成年後見人ならともかく」とかの意

見もありましたが？ 家族は病状が良くなるとあ

たかも医師がすべてのことに万能で、子どもの将

来を託せるような期待をしてしまいます。正月の

外泊の前後に援護寮での宿泊を体験したり、グル

ープホームの見学をしたり、退院後のルートも教

えました。そのような事前の自身への将来への展

望も話してありましたが…。

  
精神障害者とは医療ではこれ以上良くはならな

いけど障害が残ったとの表現があります。そのよ

うな表現をしている国もあります。たとえば私は

胃潰瘍の薬を飲んでいますが、２日ぐらい止めて

も大丈夫ですが３日４日５日となると強い酸が湧

き激痛が来ます。でも障害者では

ありません。そのような違いでし

ょうか。障害年金では１級２級、

障害厚生年金３級、無年金と段階

があります。無年金の方は働く可

能性が有るということでしょう

か？ 
長期入院は良くないなどと単

純に言いますが、まだ充分な医療

が必要な段階でも退院するのは

如何でしょうか。多くの退院は本人の要求を家族

がのむというパターンではないでしょうか。そし

て何十年にも及ぶ家族との暮らしが始まります。

アクトという新しいアプローチがありますけど、

これも日本の場合は家族との同居がベースになっ

ています。なんでも外国のやり方をそのままのむ

というのは如何なものでしょうか。日本では「家

族障害」とでも云うべき新しいカテゴリーが有っ

てもよいように思えます。これらの問題は医療の

入り口と出口の段階でキッチリとした説明と説得

と指導で解決ができると思います。 
私は乙女座ですが、人はそれぞれの座の無数の

星のひとつひとつのように輝いて生きたいもので

す。入院であろうと働いていなくても、多くの助

けを受けていようとも独立し自立して生きたいも

のです。

栗田さん、長い間ご尽力頂き、本当にあり

がとうございました。 

新理事長は田尾有樹子が務めることにな

りました。今後も皆様方の変わらぬご支援

を、どうか宜しくお願い致します。 
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巣立ち風の新築工事が始まります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巣立ち風が新しくなります。 

巣立ち風は、現在お借りしている建物で大家

さんに見守られ、活動を続けています。平成５

年の作業所運営開始以来どんどんメンバーは

増え、現在では６０名を超えるメンバーに利用

して頂いてます。たくさん通所して頂いてるメ

ンバーがより快適に作業したり、ミーティング

をしたりできるよう、広い場所があると良いな

と考えていたところ、昨年度、現巣立ち風のす

ぐ近くで土地を取得できる見通しが立ち、東京

都へＨ２２年度障害者施設整備事業の申請を

しました。 

ついにこの７月に東京都から補助の内示が

おり、準備を進めています。三鷹市からもより

良いサービスの提供やニーズの充足を目指し

て、支援を頂いています。１１月には工事が始

まり、来年８月に竣工予定です。

 新しい巣立ち風は、就労継続支援Ｂ型に加え、

自立訓練（生活訓練）のサービスを提供します。

退院したばかりの方、生活に心配や困りごとが

ある方、もっと自分らしい生活をしたいと希望

されている方などに利用して頂き、調理や家事

の練習、ＳＳＴなど生活スキルの向上を目指し

たプログラム、ミーティングなどを行います。 

工事の間はご近所の皆様にはご迷惑をおか

けしてしまうにも関わらず、ご理解とたくさん

の応援を頂いており、感謝の気持ちでいっぱい

です。メンバー、スタッフとも新しい巣立ち風

が完成するのをわくわくしながら待ちわびて

います。皆様に必要とされ、愛される場所を目

指していきますので、完成しましたらどうぞお

気軽にお越し下さい。 （大野） 
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第７回 愛のふれあいコンサートが開催されました 

去る７月２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７回愛のふれ

あいコンサートが開催されました。過去最多

である 450 名近くのお客様にご来場頂き、お

かげさまで盛況の中滞りなく終えることがで

きました。この場をお借りして、ご来場、ご

出演、ご後援下さった皆様へ深く御礼申し上

げます。 
当日は調布市長の長友様も駆けつけて下さ

り、開演に先立ちご挨拶を頂きました。そし

て当会を代表して田尾より、巣立ち会の活動紹介

かたがたご挨拶させて頂きました。 
今回の出演者は崎元讓さん（ハーモニカ）と川

嶋仁さん（ピアノ）でした。ソロと合奏、お二人

の楽しいトークを交えたバラエティーに富んだ

内容でした。ハーモニカは一度は誰もが手にとっ

たことのある楽器かもしれません。あの小さな楽

器が大きなホールでどのような音色になるのだ

ろう、と気になっていた方も多いはずです。崎元

さんの演奏では、繊細でクリアな高音から重層的

で深みのある低音までとても幅広い音色が奏で

られ、ピアノとの合奏でもそのニュアンスのある

存在感が際立っていました。川嶋さんの演奏では、

ショパン・イヤーにふさわしい、また多くの方々

にとって聞き覚えのある選曲で、ショパンを堪能

することができました。また、ギターでおなじみ

の「アルハンブラの想い出」もまるで弦を弾いて

いるかのように鍵盤を弾き、その響きに感動しま

した。ご来場の皆様からも大変好評でした。

（お二人での熱演 右・崎元氏、左・川嶋氏） 

 
今回ご出演下さったお二人は、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

であり、本コンサートの趣旨に賛同し快く出演を

引き受けて下さいました。改めて心より感謝申し

上げます。 
本コンサートは、日頃お世話になっている地域

の皆様をご招待し、誰もが音楽を愉しめる場とし

て開催を継続してまいりました。本コンサートを

きっかけにして当会の活動を知って頂いたり、心

の病への関心を高めて下さるきっかけとなれば

幸いです。そしてこのコンサートで出会うことの

出来たたくさんの方々との繋がりを今後も大切

にしていきたいと思っております。 
最後になりましたが、当日は巣立ち会事業運営

維持のために皆様から 338,817 円のご寄付を賜

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、より質の高

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

を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 
（濱井） 
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一泊旅行のご報告 

 １０月７日、８日に、恒例の巣立ち風・工房の

一泊旅行がありました。今年は観光バス１台ぎっ

しり、４５人の参加がありました。 
 行先は西伊豆。天気にも恵まれ、予定通りのス

ケジュールで楽しむことができました。 
 メインイベントは「椎茸狩り」。多くの人が初め

ての体験でしたが、東京で食べられないような、

大きくておいしい椎茸が取れました。 
その他にも、滝を見たりワイナリーに寄ったり、

恋人岬で鐘を鳴らしたりと、盛りだくさんでした。 
ホテルは堂ヶ島の「ニュー銀水」という新しい

ホテルで、全室オーシャンビューの素晴らしい眺め

と温泉を満喫できました。

    （大きい椎茸を発見！） 

 皆さん、英気を大いに養って頂いたところで、

今後の仕事も頑張りましょう。 （森島） 

巣立ち会 平成２１年度決算報告 

 

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 147,114 154,898 △7,783 流動負債 17,152 38,148 △20,995 

現金預金 88,983 87,567 1,415 未払金 3,975 24,795 △20,820 

未収金 46,735 59,255 △12,519 預り金 8,841 8,340 501 

立替金 1,320 1,635 △315 前受金 2,266 2,601 △334 

前払金 7,074 6,439 635 仮受金 28 0 28 

預け金 3,000 0 3,000 給料預り金 1,564 1,846 △282 

    未払い消費税 475 563 △87 

固定資産                     273,977 181,365 92,612 負債の部合計 17,152 38,148 △20,995 

基本財産 10,000 10,000 0 純資産の部 

基本財産特定預金 10,000 10,000 0 基本金 29,300 29,300 0 

その他の固定資産 263,977 171,365 92,612 基本金 29,300 29,300 0 

建物 17,287 19,208 △1,920 国庫補助金等特別積立金 24,874 24,963 △88 

車輌運搬具 9,356 6,305 3,050 国庫補助金等特別積立金 24,874 24,963 △88 

器具及び備品 2,461 3,292 △830 その他の積立金 220,000 130,000 90,000 

建設仮勘定 1,837 0 1,837 設備等整備積立金 220,000 130,000 90,000 

権利 12,951 12,447 504 次期繰越活動収支差額 129,764 113,851 15,912 

ソフトウェア 83 111 △28 次期繰越活動収支差額 129,764 113,851 15,912 

 設備等整備積立預金 220,000 130,000 90,000 当期活動収支差額 15,912 △44,616 60,529 

    純資産の部合計 403,939 298,115 105,828 

資産の部合計 421,091 336,263 84,828 負債及び純資産の部合計 421,091 336,263 84,828 

脚注１．減価償却累計額      14,641 
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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 15,900 16,194 △294 

     

就労支援事業収入計               15,900 16,194 △294 

支
出 

就労支援事業支出 16,400 17,184 △784 

     

就労支援事業支出計 16,400 17,184 △784 

  
就労支援事業活動資金収

支差額 
△500 △990 490 

福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支 

収
入 

私的契約利用料収入 1,440 1,440 0 

利用料収入 37,361 37,361 0 

事業収入 7,580 7,392 187 

自立支援費等収入 188,389 190,505 △2,115 

寄附金収入 130 130 0 

雑収入 2,355 2,464 △109 

受取利息配当金収入 30 420 △390 

会計単位間繰入金収入 21,500 21,500 0 

経理区分間繰入金収入 65,000 65,000 0 

補助事業等収入 117,594 117,765 △171 

福祉事業収入計 441,381 443,980 △2,598 

支
出 

人件費支出 130,070 130,081 △10 

事務費支出 107,911 108,979 △1,068 

事業費支出 9,363 10,050 △687 

会計単位間繰入金支出 21,500 21,500 0 

経理区分間繰入金支出 65,000 65,000 0 

福祉事業支出計 333,845 335,610 △1,765 

  
福祉事業活動資金収支差

額 
107,536 108,369 △832 

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 

収
入 

施設整備等補助金収入 1,490 1,740 △250 

施設整備等寄付金収入 1,333 1,333 0 

施設整備等収入計 2,823 3,073 △250 

支
出 

固定資産取得支出 7,240 7,240 0 

    

施設整備等支出計 7,240 7,240 0 

  施設整備等資金収支差額  △4,417 △4,167 △250 

財
務
活
動
に
よ
る
収
支 

収
入 

    

    

財務収入計 0 0 0 

支
出 

積立預金積立支出 90,000 90,000 0 

    

財務支出計 90,000 90,000 0 

  財務活動資金収支差額 △90,000 △90,000 0 

    予備費 0 0 0 

    当期資金収支差額合計 12,619 13,211 △592 

      

    前期末支払資金残高 116,749 116,749 0 

    当期末支払資金残高 129,368 129,961 △592 
 

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 16,194 16,362 △168 

     

就労支援事業収入計               16,194 16,362 △168 

支
出 

就労支援事業支出 17,184 15,428 1,756 

     

就労支援事業支出計 17,184 15,428 1,756 

  
就労支援事業活動資金収支

差額 
△990 934 1,925 

福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部 

収
入 

私的契約利用料収入 1,440 720 720 

利用料収入 37,361 34,010 3,351 

事業収入 7,392 10,918 △3,526 

自立支援費等収入 190,505 151,162 39,342 

寄附金収入 130 780 △650 

雑収入 2,464 4,918 △2,453 

国庫補助金等特別積立金取

崩額 
3,517 1,449 2,068 

補助事業等収入 117,765 114,684 3,081 

福祉事業収入計 360,576 318,643 41,933 

支
出 

人件費支出 130,081 123,039 7,041 

事務費支出 108,979 99,292 9,687 

事業費支出 10,050 9,284 765 

減価償却費 4,628 2,493 2,135 

福祉事業活動支出計 253,739 234,109 19,629 

  福祉事業活動収支差額 106,837 84,533 22,304 

事
業
活
動
外
収
支
の
部 

収
入 

受取利息配当金収入 420 43 377 

会計単位間繰入金収入 21,500 38,949 △17,449 

経理区分間繰入金収入 65,000 72,400 △7,400 

事業活動外収入計 86,920 111,392 △24,471 

支
出 

会計単位間繰入金支出 21,500 38,949 △17,449 

経理区分間繰入金支出 65,000 72,400 △7,400 

事業活動外支出計 86,500 111,349 △24,849 

  事業活動外収支差額 420 43 377 

  経常収支差額 106,268 85,511 20,756 

特
別
収
支
の
部 

収
入 

施設整備等補助金収入 1,740 23,438 △21,698 

施設整備等寄付金収入 1,333 0 1,333 

    

特別収入計 3,073 23,438 △20,364 

支
出 

固定資産売却損及び処分損 2 128 △128 

国庫補助金等特別積立金積

立額 
3,428 23,438 △20,009 

    

特別支出計 3,428 23,566 △20,137 

  特別収支差額 △355 △128 △226 

    当期活動収支差額 105,912 85,383 20,529 

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部 

  前期繰越活動収支差額 113,851 158,468 △44,616 

 当期末繰越活動収支差額 219,764 243,851 △24,087 

  基本金取崩額 0 0 0 

  基本金繰入額 0 0 0 

 その他の積立金取崩額 0 0 0 

 その他の積立金積立額 90,000 130,000 △40,000 

 次期繰越活動収支差額 129,764 113,851 15,912 
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研修会、講演会のお知らせ 

巣立ち会では、今年度もいくつかの助成金も活用して、広く市民の「こころの健康」に寄与するよう

な事業を実施しています。平成２２年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業として実施する「保健福祉

領域における訪問活動を活用した精神保健ゲートキーパー機能についての三鷹市内での実態調査とマニ

ュアル作成」では、三鷹市の協力も得て、市内の保健・福祉の領域で様々な訪問活動を行っている方々

へのアンケート調査を実施し、メンタルヘルスの問題への対応マニュアル作成を目指しています。 

こうした事業の中で、いくつかの研修会や講演会、シンポジウムを開催する予定です。それぞれの詳

細については、ホームページ等でご確認頂くか、下記までお問い合わせ下さい。 

日時 テーマ 講師 会場・定員 

10/29（金） 

18:30～20:30 

「家族のメンタルヘルスと愛着に

関して」 
ヘネシー澄子先生（東京福祉大学名誉教授） 

三鷹産業プラザ 

（定員 100 名） 

11/18（木） 

18:00～20:30 
動機付け面接 

原田隆之先生（目白大学人間学部心理カウンセリ

ング学科准教授） 

ルポゼ 

(定員 30 名） 

11/26（金） 

18:30～20:30 
「メンタルヘルスと自殺対策」 

伊勢田堯先生（前東京都立多摩総合精神保健福

祉センター所長） 

三鷹産業プラザ 

（定員 100 名） 

12/13（月） 

18:30～20:30 
「思春期のメンタルヘルス」 西田淳志先生（東京都精神医学総合研究所） 

三鷹産業プラザ 

（定員 100 名） 

1/16（日） 

10:00～16:00 

「こころの健康をまもる地域精神

保健医療を考える」 
シンポジウム形式として交渉中 

三鷹産業プラザ 

（定員 200 名） 

2/6（日） 

13:30～16:30 

「訪問活動について 

～ACT の実践現場からの報告」 
高木俊介先生（たかぎクリニック院長） 

三鷹産業プラザ 

（定員 100 名） 

2/27（日） 

13:30～16:30 
「英国でのリカバリー支援」 

ジェフ・シェパード先生（英国セインズベリー精神

保健センター） 

三鷹産業プラザ 

（定員 200 名） 

3/16（水） 

時間未定 
うつ病のリハビリテーション 近藤伸介先生（北原リハビリテーション病院院長） 

調布市文化会館 

たづくり（100 名） 
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sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 
広報委員会（長門・鴨志田） 

編集後記 
あと半年で結婚 10 周年です。先日、残業終わ

って帰ろうとしたら電話で「今日は私も帰りが遅

かったから夕食はテイクアウトの焼き鳥にした」

と。こういう時、結婚していて良かったなと思い

ます。しかも「皮とカシラ」だったし。（長門） 
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