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理事

田尾有樹子

相田ユキさんが逝った。享年 88 歳だった。
相田さんのことを知ったのは 20 年以上も前のこ
とだった。長期の入院の患者さんが相田さんのアパ
ートに部屋を借りて退院すると聞いた。当時病院の
ソーシャルワーカーをしていた私は本人に話して、
挨拶にいこうかどうかを悩んだ。そのころの私はま
だ人の善意を信じ切れていなかった。私が挨拶する
ことでその患者さんが肩身の狭い思いをするのでは
ないかと考え、結局はそのままにした。そのうち、
一人、また一人と病院を退院して相田さんのアパー
トに部屋を借りる人が増えていった。中には大捕り

（平成 16 年 2 月、移転直前の夕食会にて花束を贈呈）

物を経て再入院してくる人もいた。それでも私はま

最初の相田さんのアパート入居から数年を経て、
私は 60 歳近くなる患者さんとアパート探しをした。

だ会いに行けずにいた。

調布の不動産屋はほとんど回りつくすぐらい歩いた

思えば偏見に満ちていたのは私のほうだったかも
しれない。なぜ、正直に話すことで本人たちがいづ

が、彼に部屋を貸してくれるところはなかった。

らくなると思ったのか。その後の私の経験はそれが

歩きつかれて野崎に下り立ったとき、本多商店のご

間違いだったということを明々白々にしてくれた。

主人から相田さんに頼んでやるよと声をかけられた。
これが私と相田さんとの正式な出会いとなった。
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年齢も障害も超えてその患者さんに部屋を提供して

名を選んでくれた。相田さんの願いがこもった素直

くれたのである。70 歳を過ぎたおばあちゃんだった

でやさしい名前だと思った。

が小さな体の中に秘めるその豊かな人間性と愛情深

相田さんは私たちの活動の原点にいつもいてくれ

い人柄に私は心から感謝した。

た。日増しに小さくなっていくその体と反比例して

それから相田さんとの付き合いが始まった。それ

私には後光が差した観音様のように彼女が映ったも

以前から部屋を借りていた人たちの相談に乗ること

のだった。巣立ち会のスタートのとき彼女は 76 歳、

が増え、時々足を運ぶようになった。度々、自宅に

「もう長くないよ。」という彼女に「おばあちゃんが

上がりこんでは相田さんの人生を聞くこともあった。

長生きしてくれなければ私たちの行き場がなくなっ

4 人の男子に恵まれ、とに

てしまう。」といつも反論して

かく必死で働き続けた人生

巣立ち会を見守ってくれるこ

だった。幸せばかりとはい

とを願ってきたものだった。

えない人生の中でとにかく

しかし、いかんせん、アパ

いつも明るく、前向きだっ

ートは古く、二階で歩くと床

た。彼女の生きてきた軌跡

がきしむという状況の中で新

の中からどうしてかくまで

しい展開を考えざるを得なく

人に開かれ、隣人を愛し、

なっていった。建物を建て直

慈しみ、偏見や差別のない

して私たちを入居させてもら

価値観を培ってこられたの

いたいと息子さんに頼んだが、

か私には計り知れない。私

なかなかそれはままならなか

が恐縮してすまないと謝る

った。そうこうするうちに昨

ことに対してもにこやかに

年、三鷹の大沢に新しいアパ

前向きに対処方法を一緒に考えてくれた。彼女と出

ートを建てて貸してくれるという話が決まり、ばた

会えたことでその後私が地域へ踏み出す足がかりに

ばたと今年の 2 月に引っ越すということが決まって

なっていったのである。

しまった。巣立ち会の誕生の地から離れるのは、い

そのころ、私は病院に勤めて 15 年近くたち、どん

や相田さんのおばあちゃんから離れるのは身を裂か

なにいろいろ工夫したプログラムを行っても一向に

れるようにつらかったが客観的な状況はそうせざる

退院できない層がいることに業を煮やし始めていた。

を得ないものだった。新しい母屋のおばあちゃんの

このままではこの人たちは病院から老人ホームへ行

部屋でそのことを報告すると相田さんは仕方がない

くことになるのではないか、そんな不安が私の中に

ねとちょっと寂しそうに言ってくれた。
それから 4 ヶ月、相田さんは私たちを最後まで見

沸々と沸いてきていたのである。ちょうどそのころ、
平成 4 年、東京都が「精神障害者グループホーム補

守ってそして逝ってしまった。私との約束を守って

助事業」を開始した。私は相田さんの協力の元でな

くれた、私はそう信じている。

ら、グループホームが出来るのではないかと考えて、

おばあちゃんには、向こうの世界から、これから

すぐに相談に行った。相田さんは「病気がよくなっ

もずっと私たちを見守ってほしいと願っている。同

たのに退院する場所がなくて入院し続けるのは可哀

時に私たちの心の中にいる相田さんは決して消える

想だね。家でよかったら協力するよ。」といってくれ

ことはない。相田さんの人を思いやるやさしさの中

たのである。早速運営委員会を発足させ、グループ

から巣立ちが生まれ、そしてこれからもその相田さ

ホーム開始の準備に入ったのである。この団体の名

んのやさしさを私たちの活動を通して人に伝え続け

前は公募した中から相田さんが「巣立ち会」という

ていくつもりである。相田さん、本当にありがとう。
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メンバーからの追悼の声
相田さんのアパートには夕食会でおじゃまして、おいしい食事をいただきました。
相田ユキさんはとてもやさしくて楽しいひとときをすごしました。ごめいふくをおいのりします。
佐野和行

私が退院してアパートを貸していただきありがとうございました。
アパートをこわすという情報が入ってきましたので大家さんに聞き
ましたところ、あんたがいる間はこわさないときき安心したことが
ありました。
私達はアパートをかして下さったことにみんなかんしゃしており
ました。
アパートの中でけんかになりそうになった時、私がとめてはいっ
た。よく日、おばあちゃんの大家さんが、神戸さんにお世話になっ
ておりますといっていただきましてうれしかったです。
神戸一二三

相田のおばあちゃんには本当にお世話になりました。私はお袋のように慕っておりました。
そんなおばあちゃんが亡くなったと聞いた時にはショックで頭がボーとしてしまいました。いつも私に会うと、
もうおばあちゃんもおしまいだよと口ぐせに言ってました。そんな時まだまだ長生きしてくださいと言ってた
気がします。とても人柄の良いやさしい人を失う事の寂しさを感じる次第です。
餘沢正明

いつも元気でしっかりして居たおばあちゃん。一泊旅行の時も一緒でした。三鷹ホームでの夕食会の時には
お世話になりました。私達はおばあちゃんの親切のおかげ様で無事に今日迄こられました。有り難う。
もっと、もっと長生きして、又、旅行に御一緒したかったです。どうぞ見はてぬ夢を見て安心して下さい。
心依り祈って居ります。
村松富美代
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私は吉祥寺病院に約 10 年ほど入院していました。そして入院中に外勤が始まり、そろそろ退院しても良い
と診断されてアパート探しが始まり、ケースワーカーさんに見つけてもらい入居することになりました。
入居中は、秋祭りになるとおばあちゃんが焼そば・焼ダンゴを私達巣立ち会関係の人達に差し入れてくれて
おいしく賞味しました。おいしかったです。
高橋敬三

相田のおばあちゃんにいろいろ生前はお世話になりました。いろいろめんどうみてもらいました。
池田憲治

相田ユキおばあさんには 7 年間お世話になりました。アパートは 6 畳一間という部屋でした。夕食会でも
集金の日には来ていました。晩年は長男さんがしていました。そして小山第一荘・ウォームハートと引越しま
したが、ついに相田ユキさんが亡くなって悲しくなりました。どうぞ天国で見守っていて下さい。
山下佳一

10 年間お借りしていた土谷です。ひと昔の 10 年で考えてみれば、退院してから早いものでした。
巣立ちホームとなって一緒に夕食をしたり、夕食の間に一緒にお話しをしたりして和気合あいにすごしたもの
でした。88 才と聞いて、もうお話しするにも出来なくなってしまい、もっといろんな話しをしておけばよか
ったと思います。今はとおい思い出となっています。
土谷好子

吉祥寺病院を退院して三鷹に住んで、土地勘のない私にとって相田さんは地元にくわしい存在のお一人だっ
たと思います。田尾さんを通じて 4 年近い夕食会は何よりも楽しみにしていました。ずいぶん長生きして元気
な人だと思い、私もそんなに長生きするかなと毎回思い知らされて、自分をいじめたものです。
もうすこし自分らしく生きて見ようとあらためて思う今日この頃です。
武田次子

相田ユキさんには、お正月にビールを飲んだり色々お世話になりました。どうもありがとう御座います。
心より御冥福お祈りします。
長谷川善次
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巣立ち会の退院促進事業
現在、新障害者プランにもとづいて、全国で 7 万
2 千人の社会的入院者を退院させるという方針が打
ち出されています。その計算をあてはめると、東京
都で約 5600 人、さらに三鷹市では約 260 人・調布
市で約 200 人が退院していくことになります。
当会では 12 年間の経験をふまえ、今後も長期入院
者・単身者の地域生活支援を継続していきます。

当会の事業全般や、地域支援の経験も含めて説明
をさせていただき、皆さんも熱心に耳を傾けていま
した。
その後、病院からも施設利用希望の問い合わせが
何件か入り、こちらとしてもうれしく感じておりま
す。

「やすらぎ会」メンバー講演会

具体的には、巣立ち会の運営している通所施設（巣
立ち風・巣立ち工房・こひつじ舎）に 3 ヶ月～6 ヶ
月間通所してもらう中で、本人と話し合い、医師・
看護師・精神保健福祉士やご家族とも連携をとりつ
つ、退院を目指していきます。退院後の通所継続が
確実となった時点で、当会も協力して住居を探し、
退院の手伝いをするという方法です。会社における
社員寮の考え方です。

9 月 18 日には、吉祥寺病院の家族会「やすらぎ会」
にて、当会メンバー5 名が講演をおこないました。
それぞれ、生い立ちから入退院の経緯、現在の生
活について話をしました。
その後、家族の方々から切実な質問がありました。
「息子が薬を飲まずに困っている」との問いに対し、
「普通の人と同じになりたくて何度も拒薬したが、
その度に再発し、今の自分には必要だと思っている」
「飲まないと具合が悪くなると思えるようになりま
すよ」と答えたときには、会場から拍手が出ていま
した。
ぜひまたお願いしたいとの言葉もあり、メンバー
も「こういう会ならばまた出たい」と、充実した表
情を浮かべていました。
終了後には物品販売もさせていただき、多額の売
り上げがありました。ありがとうございました。

その他、病院のグループや家族会で利用者の方々
に地域生活の話をしてもらったり、病院職員など
様々な方々にご見学いただいたりといった、啓発的
な活動にも力を入れています。

井の頭病院 2-4 病棟への出張講演会
6 月 7 日の午前、当会メンバー6 名と職員 2 名が、
井の頭病院の 2-4 病棟に招かれて講演を行いました。
病棟からは、入院患者さんが約 50 名、職員の方々
が約 5 名出席されました。
メンバーから自己紹介と、それぞれの現在の地域
生活での体験や、巣立ち会のサポートについての話
が ありました。「早く退院して地域で暮らしましょ
う」と呼びかけたメンバーもいました。
退院後の自由がある生活の話などを聞いて、その
後の質疑応答でもいくつかのご質問がありました。
「長期に入院していても、地域でもう一度生活が
できる」
「いろいろな人達に助けてもらいながら生活
していけばいい」と、希望がもてるようなきっかけ
になったように感じました。

根岸病院スタッフ見学
7 月 1 日には、根岸病院の職員 14 名の皆さんが、
グループホームの見学にいらっしゃいました。

（退院して地域で大活躍中のメンバー）
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グループホーム

読売新聞に掲載される

平成１６年６月３０日水曜日、まだ梅雨の明け
きらない天候の中、読売新聞社によるグループホ
ームの取材が行われました。午前は各部屋の訪問、
午後は座談会と丸一日がかりの取材でした。
まずは巣立ちホーム調布の高山輝雄氏のお部屋
訪問です。グループホームでの暮らしぶりや、長
い入院時代の話など自分の思いを語って下さいま
した。高山氏については記事にも掲載されていま
すので、合わせてご覧になって下さい。
その後、巣立ちホームで３名の方を取材しまし
（日々の思いを語るメンバーの皆さん）

た。以前一人暮らしをされていた方が、一人暮らし
とグループホームの違いを話して下さいました。自
立した日常生活を過ごしていて、世話人の援助はほ
とんど必要ないようにみえましたが、いつでも相談

それから約１ヵ月後の７月２８日水曜日、巣立ち

できる世話人がいるというだけでも安心感があると

会の活動が全国紙に掲載されました。朝から新聞を

いうことでした。世話人も同行していたのですが、

買いにコンビニエンスストアに駆け込んだメンバー

第三者が入ることによって普段の様子からではわか

さんもいて、その日、巣立ち会はその話題で持ちき

らなかったメンバーさんの思いを知ることができて

りでした。皆さんからはとても好評な意見が飛び交

大変参考になりました。その後も巣立ちホーム調布

いました。
「記事がわかりやすい。」
「大変うれしく思

第二・第三のアパートや申請中の三鷹市のアパート

いました。」「普通の人にグループホームをわかって

へも精力的に訪問してまわりました。

もらえるのではないか。
」等々、沢山の感想を頂きま
した。また、北海道や千葉県など全国からも問い合

午後からは約１０名のメンバーさんが交流室に集

わせの電話がありました。

まり、座談会を催しました。慣れていない新聞の取
材ということで、初めはみなさん緊張されていまし

いろいろな所で「グループホーム」という言葉は

たが、会話が進むにつれリラックスしてきたようで

目にするようになりましたが、実際にどのようなと

した。現行のサービス以外に‘このようなサービス

ころか知っている人は少ないと思います。このよう

があればもっと生活が豊かになる’というアイデア

な広報活動をしていく事で、一人でも多くの一般市

はないですか？という問いかけには、一同‘現状で

民の方々に、こういった制度や障害の事を理解して

満足しているので特にないです。’という返事でした。

頂ける機会になることを願います。

ただ単に皆さんが謙虚なのか、それとも今までの精

（巣立ちホーム・川添）

神保健福祉分野の制度があまりにも何もなかった為、
＊記事の写しを同封しております。ご覧ください。

これだけの制度で満足してしまっているのか、どち
らなのでしょうか。
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苦情処理制度がスタートします

このたび当会では、「福祉サービスに関する苦情解決の実施規定」を整備して、サービスの利用者を対象と
した苦情処理の制度をスタートいたします。
福祉事業の発展にともない、利用者の人権を尊重し、擁護するための制度の必要性はますます高まっており
ます。当制度はそういった声に応えるべく、苦情を密室化せず客観的に処理するために第三者委員を設置する、
などの配慮をおこないました。
またこの制度には、利用者の声を真摯に受け止めて、会全体の課題としてフィードバックすることにより、
事業を見直したり、新たなニーズを掘り起こしていくような契機としたいという願いも込められております。
なお制度を開始するにあたり、第三者委員は以下のお二人にお願いいたしました。お忙しい中、快くお引き
受けくださいましたことを、あらためて御礼申し上げます。
川口真知子〔井の頭病院ソーシャルワーカー〕
花立幸代 〔吉祥寺病院精神保健福祉士〕

また、当会では苦情処理制度と同時に、事業の透明性を確保するため、また市民の皆さんに福祉活動に対し
て理解を深めていただくために、情報公開規定の整備もおこないました。
当会の所有する情報について開示申出があった場合、一部の例外とする情報（個人情報など）を除き、開示
をいたします。また、事業概要や事業報告書・事業計画書等の公共性の高い情報については、
「巣立ちだより」
ないしは現在整備中のインターネットホームページにて情報を提供していく予定です。
当会は今後も、事業の健全な発展に努めてまいります。
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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）
㈱アートホーム様、宮澤一寿様、柴田文様、皆川純徳様、佐藤あや子様、㈲オフィスＡ・ＴＩＭＥ様
斎藤隆様、田尾光弘様、大野保様、大村秀子様、末永美佐子様、関也映子様、村田和様、熊谷直樹様
㈱小野寺工務店

小野寺透様、石塚末治様、長門栄治様、飯野敏様、吉田政治様、黒住千恵子様

藤本貞様、林幸男様、阿部昭二様、藤津清治様、塩川義幸様、永野由紀子様、田村キヌ様、藁谷みち子様
渡辺洋文様（6 月 24 日から 9 月 2 日到着分まで）

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

編集後記

巣立ちだより

「人間は負けるようにはつくられていない」とい

会長 國井良彦

No.16

発行日；2004 年 10 月 1 日

う言葉が最近のお気に入りである。相変わらず失態続

社会福祉法人巣立ち会

きでガックリすることが多く、なんとなく力が入らな

〒181－0014 東京都三鷹市野崎 2－6－6

い日々が続く一方で、そんな自分を案外冷静に眺めて

℡ 0422-34-2761

たりしていて面白い発見もあったと思う。

sudachikaze@star.odn.ne.jp

編集；巣立ち会広報委員会

一仕事終わって、今は気分がいい。
（編集長・長門）

（長門・能上・濱井）
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