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新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

新春を迎えて
社会福祉法人巣立ち会
2005 年新春、謹んで皆様にお喜びを申し上げます。

理事

田尾有樹子

「今の介護を中心にしたサービスという概念では
なく、障害者福祉のニーズに合った介護保険(介護保

今年はまさに福祉元年とも言えるような、大きな

険という言葉も変える必要があると思うが)を新し

変革の歳になる予感がしている。昨年 10 月 12 日、

く作っていくと考えていくほうが夢があり、楽しい

厚生労働省から障害福祉施策グランドデザイン案が

のではないか。支援費制度の良いところは沢山あっ

発表された。私はその報告をまるで地湧き肉躍る思

た。その長所をそのまま介護保険という財源を得て

いで聞いた。0 歳から高齢者まで、年齢の枠を超え

新しく高齢者も含めたあらゆる障害者に、いや障害

て法律で規定されてその根底に流れている障害者に

者という狭い定義を超えて人が生活をする上で介護

対する思想が変わる、数段前進する、そう感じたの

や援助、相談、支援が必要になったときいつでもそ

である。実際にはまだ、このグランドデザインを十

のサービスを受けられるような制度になっていけば

分に読みこなしているわけではなく、現実的な問題

保険料の支払いに躊躇する人もいなくなるのではな

ではどのように変わっていくのかはっきりわかって

いだろうか。
」

いるわけではない。おそらくまだ誰もわかってはい
ないであろう。それでも私の直感はこの提案が素晴

年齢を超え、障害を越えたシステムがこのグラン
ドデザインでは構築されようとしている。人間は 19

しいものだと楽観的に信じている。

歳から 20 歳で突然何かが変わるわけでもなく、64

この巣立ち便りの前々回号で、私は以下のような

歳から 65 歳も連続的に年を取ってゆくものである。

ことを述べた。
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今回のもう一つの大きな柱は、自立支援型システ
ムへの転換という点である。保護から自立支援へ、
そして素晴らしいのは「自己実現・社会貢献」とい
う言葉が書かれていることである。社会参加という
ことは今までも精神保健福祉法に述べられているが、
障害者自らが社会貢献をするほどに社会に進出する
ことが、新しい法律では理念として述べられるので
ある。１年あまりであるが実際に地域に出てみて、
それを法律で便宜的に年齢区分をするのは生活者と

私自身が障害者を保護の対象としていつまでも継続

しての人に対してあまり優しいこととは思えない。

してかかわることは間違いだと気づき始めている。

まして知的障害、身体障害に対してもいつも障害者

医療関係者が、入院中の患者さんから離れられない

施策が論じられるとき精神障害者は取り残されてき

ことと同じような現象が、実は地域にも起きている

ていた。精神障害者施策はあまりにもお粗末なもの

のである。いつまでも私たちの援助が同じ量で必要

であったのである。三障害の一本化は我々精神障害

だという妄想から、我々自身が脱却しなければなら

に携わるものにとっては長年の彼岸である。今回、

ない時期が来ているのかもしれないと思うのである。

障害者自立支援給付法（仮称）の中では堂々とそれ

適当なトレーニングとチャンスがあれば社会貢献が

が謳われるのである。

出来る人たちに、計画的にそうしたサービスを提供
していくのが、これからの私たちの重要な仕事であ

介護保険の見直しから始まったこの議論は最初は

ると思うのである。

財源の建て直しが主眼で、そのための介護保険への
統合というように考えられていた。しかし議論がさ
れるほどに、障害者支援が介護という概念の中で全
て包括できないこと、現存の支援費制度の受給者の
サービス低下を招かないことなどの問題を検討する
うちに、外枠の概念が大きく変化していったのであ
る。出来ないことを切り捨てるのではなく、多くの

変革の時期こそチャンスである。保険料の問題、

当事者のニーズを拾い上げるための制度に仕上がっ

応益負担で生じる新たな自己負担の問題、サービス

ていったといえよう。介護保険で充当できるところ

単価の設定の問題、精神障害者の要介護認定の問題、

はそれで、自立支援などのように介護保険になじま

ケアマネージャーの問題、さまざまな問題も山積し

ないところは従来の支援費のような考え方を取り入

ている。しかし問題があるから反対するのではなく、

れているといえよう。

大いなる理念に添ってその問題を解決していく道筋
を探していきたいと思う。解決しない問題はない、
私はそう信じている。
夢は語ることで人と共有化でき、実現可能になる。
今年は精神障害者にとって、いや障害者という狭い
枠を超えて日本国民全体にとって安心して暮らせる
システムが出来るという夢を、未来を沢山みんなと
語りたいと思うのである。
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「ふれあい秋まつり講演会」メンバー村田真由美さんによるレポート
去る１１月２８日(日)、大沢コミニティセンターにて
三鷹市社会福祉協議会主催のお祭りがあり、そこで巣立
ち会に講演の依頼がありました。講演者のひとりとして
参加されたメンバーの村田氏に、当日の様子をレポート
していただきました。）

12 月ももうすぐという日曜日に、コミセンで川添
さんの講演がありました。世話役の川添さんが、巣
立ち会の紹介や障害者の生活、又病院から退院した
人達のグループホームや作業所のあり方など、的確

（用意された椅子がほぼ満席でした）

にポイントを押えた内容豊かなスピーチでした。
私は考え方の一つとして、作業所は退院した人達
そしてその後、巣立ち風の村松さんや餘沢さんの

が本当の意味で社会の一員として生れ変わる一つの

スピーチ、私と藤本さんの巣立ち工房のメンバーの

ステップだと思っていました。病院生活が長く臆病

話、最後にこひつじ舎さん達の話と続きました。皆、

になっている人が、いきなり 8 時間労働で働く事は

よく勉強したような、しっかりした言葉で各々個性

大変だと思うのです。体力的な面もありますが、そ

はありましたが一貫した巣立ち会の方針は共通した

の前にまず病院で甘やかされて、なまった精神の弱

密度の濃いものでした。

さや意欲や根気もなく、いきなり一般の人達のよう

ただ一人私だけが自分のミスのため打ち合わせも

に動くと言う事は難しいと思うのです。そのために

しないで出席したため、的をはずれた事を話してし

作業所に通う事で少しずつ自分を取り戻し、仕事に

まったような気がします。目が悪いため原稿を書い

対する根気や意欲を養って作業所を卒業、その時が

て読むこともできず、カチカチにあがってしまい頭

本当の意味で社会の一員として、第二の人生の始ま

の中は真白になってしまいました。薬の関係上、口

りだと思うのです。

が乾くとろれつが回らなくなる傾向があって、その

この催しものは私個人としては失敗でしたが、全

日もペットボトルを持っていったのですが飲める雰

体の道筋をアピールして巣立ち会を知ってもらうた

囲気ではなく、つたない言葉になってしまいました。

めには成功だった気がします。川添さんを始めメン
バーのスピーチも素晴らしいものでした。

（他の参加者の言葉）

失敗だなんてとんでもない！とても聞きやす

私の勉強にもなり

く的を射たスピーチでしたよ。聴衆の皆さんにも

ましたけど、みなさん

十分に理解していただけた様子でした。

ご協力ありがとうご

作業所を卒業しているかどうかにかかわらず、

ざいました。

皆さんはすでに立派な社会の一員だと僕は日々

村松冨美代

実感しています。
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第一回「愛のふれあいコンサート」が開催されました
去る 2004 年 12 月 1 日、巣立ち会主催の「愛のふ
れあいコンサート」と題したチャリティーコンサー
トが、調布市グリーンホール(小ホール)にて開催され、
日頃お世話になっている皆様、近隣の皆様をご招待
したところ、150 名近くの方々にご来場いただき、
大盛況に終わりました。
今回、なぜ私たちがコンサートを開催するに至っ
たかといいますと、巣立ち会を長期に渡り支援して

社長のお墨付きの演奏家でいらっしゃいました。そ

くださっている玉の肌石鹸・ミヨシ石鹸株式会社の

のお二人を社長が紹介してくださり、出演していた

三木晴雄社長より、素晴らしい演奏家がいるので、

だくことになりました。そして、日頃お世話になっ

その方を招いて巣立ち会主催でコンサートを開催し

ている関係者の皆様への感謝を表すと同時に、さら

てみないか、という提案をいただいたことから始ま

に多くの方々に巣立ち会を知っていただくというこ

りました。

とを趣旨としてコンサートを開くことになりました。
このような経緯でコンサート開催が決定したのは
9 月。年内に開催することとなり、とにかくまずは
会場をおさえることから始めました。音楽コンサー
トの企画に関して、巣立ち会スタッフは当然のごと
く皆素人であり、何から始めればいいのか全くわか
りませんでした。しかし、三木社長と松本氏（ミヨ
シ石鹸株式会社）のご協力とご助言をいただきなが
ら、またコンサート開催のノウハウを伝授していた
だきながら準備をしていきました。
初めてのコンサートということで、まずは多くの
方にご来場いただくための宣伝に奔走しました。そ
れと同時に、とりあえずわからないなりに、教えて
もらいながらやってみよう、という思いで当日に向
（玉の肌石鹸 三木社長）

けて話し合いを重ね、巣立ち会メンバーにも協力を

三木社長は音楽に対する造詣が深く、ご自身でも

募りました。開催当日までどのくらいの来場者があ

コンサートを主催するほどに精通されています。今

るかわからず、正直なところ不安でしたが、当日券

回のコンサートに出演してくださった、ウクライナ

を求める方も多くいらっしゃり、ふたを開けてみれ

出身のコロラトゥーラ・ソプラノ歌手ステパニュッ

ば、冒頭でも述べた通り 150 名もの方々にご来場い

ク・オクサーナ氏、ピアニストの長富彩氏は、三木

ただくことができました。
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オクサーナ氏の歌声はまさに天使のようで、そこ
にいたすべての人が少なからず心を動かされたので
はないでしょうか。また、長富氏は、弱冠 17 歳の現
役高校生にもかかわらず、力強く優しいピアノを聴
かせくださり、今後のさらなる活躍が期待されるす
ばらしい演奏でした。来場者の皆様からは、お二人
へ惜しみない拍手が贈られ、巣立ち会関係者でさえ、
主催者という立場を忘れ音楽に聴き入っていました。
その場に一体感のようなものが生まれ、全ての人が
何の垣根も無くただ純粋に音楽を楽しみ、音楽に癒
されたのではないでしょうか。
このような音楽コンサート主催の機会と、すばら
しい演奏家の方を紹介してくださった三木社長に心
より御礼申し上げます。
「愛のふれあいコンサート」は今後継続して開催し
ていく予定です。より多くの方々に巣立ち会を知っ

（ステパニュック・オクサーナ氏）

ていただく場として、またすばらしい音楽を皆様と

最後に、巣立ち会の新たなグループホーム設立の

共有できる場として、2 回 3 回と続けていきたいと

ため、ご来場いただいた皆様より多くのご寄附を頂

考えております。次回以降も皆様のご来場を心より

戴いたしました。その合計は、158,810 円となりま

お待ちしております。

した。この場を借りて皆様のご協力に心より感謝申
し上げます。ご寄附は、グループホーム設立のため
大切に使わせていただきます。

ソプラノの外人の人の声がすごかった。
後半のピアノもすごく良かった。もうす
こし聞きたかった。
アンコールにも応えてくれた。とても楽
しかった。

（巣立ち風・餘沢）

女の人が美声を発揮して、あんなに声
が出るなんてびっくりした。とてもきれ
いな人だった。
楽器も初めて見た。ハープみたいな音
色でびっくりした。（巣立ち風・溝口）
（長富彩氏）
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バレーボール大会で大ハッスル
11 月 18 日木曜日、東京体育館にて「東京都精神障
害者作業所交流際

バレーボール大会」が開催され

ました。
毎年恒例のこの行事ですが、今回 5 回目の参加と
なる巣立ち風・工房合同チーム（今年のチーム名は
「巣立ちマンモス」でした）とは別に、こひつじ舎
も初参加しました。こちらのチーム名は「シープこ
ひつじ舎」。
（応援も張り切っていました）

「シープこひつじ舎」も、若手主体の勢いがあり
ましたが、勢いだけで勝てるほど甘い大会ではない
のでした。
しかし「巣立ちマンモス」は、昨年のブービー賞
に続き、今年はチームワーク賞を受賞しました。
熱い応援が審査員の心をつかんだのでしょう。うれ
しいことです。
以下、参加者の皆さんのコメントです。

（試合中に指示を飛ばすこひつじ舎の武田監督）

「練習量不足。ボールに慣れておらず、サーブで狙

合同練習 4 回を含め、それぞれ秋口から猛練習

い撃ちされてしまった。来年は早目に練習を開始し、

に励んで当日を迎え、当日は各所から多数の応援団

今年より良い成績を残したい」（武田監督）

も駆けつけました。

「2 戦 2 敗で結果がさびしい。知り合いの通所して

その結果は･･･
巣立ちマンモス

いるチームに負けて残念」（熊田選手）
2敗

「楽しくやれた。負けたのは残念だったが、応援が
良かった」（武田次子選手）

シープこひつじ舎 2 敗

「レシーブが返らなかったのが敗因。トスを上げる

･･･勝てませんでした。4 試合とも観戦しましたが、

人にきちんと返したら勝てると思う」（溝口選手）

先行しながら逆転されてそのまま時間切れになるな

「皆が一生懸命にボールを打っていた。来年は足の

ど、どれもあと一歩の詰めが弱かったという印象で

具合が良ければ出たい」
（応援団・高橋さん）

した。

「どこよりも素晴らしい応援ができたと思う」
（応援

「巣立ちマンモス」はこれで 3 年越しの 6 連敗。

団・下地さん）

かつて 3 位を 2 度獲得し、賞品の商品券で忘年会を

･･･来年は頑張りましょう。

盛り上げたという栄光はどこへやら。くやしいなあ。
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「就職できました」（K さんの場合）
通初開始当初から「働いてお金を稼ぐようになりたい」という希望が強かった、巣立ち風の K さん（20 代
男性）が、念願かなってついにアルバイト採用を決めました。
そこで、本人の了解を得て、就職活動を支援した巣立ち風の職員・長門に、成功に至るまでの道のりを振り
返ってもらいました。

‐就職活動はどんな形で

イメージを固めていきました。

進みましたか？

履歴書の書き方や、空白期間の

「いわゆるオープン型で、

説明の仕方なども考えていきま

ハローワークに障害者とし

した。職安登録後は、しばらく

ての求職登録をし、条件が

は本人単独で職安に行ってコン

合ったところに面接を申し

ピュータ検索をしていたのです

込むという形でした」

が、迷いがあったのかなかなか

‐就職活動をはじめて、

面接までつながらず、1 ヶ月ほ

採用が決まるまでの期間は

ど経った頃から同行して、面接

どれくらい？

につながるような求人に結びつ

「職安に登録をしたのが 8 月の末で、決まったのが

けました」

12 月の始めです。3 ヶ月ちょっとです。その間に面

‐成功の要因はなんでしょう？

接を 2 回受けました。最初の面接で 1 ヶ月のテスト

「本人の就職したいという気持ち。これに尽きます。

生となり、結局そこはだめだったのですが、その後

強い気持ちがあれば道は開かれるというのを目の当

の 2 回目の面接で採用となりました」

たりにして、私も勉強になりました」

‐採用されたのはどんなところですか？

‐最後に一言どうぞ

「チェーン店の開店前清掃で、1 日 2 時間半で週 5

「K さんにはこのチャンスを生かして、なるべく長

日。面接にも同行しましたが、比較的若い店長さん

く勤めてほしいです。それから、就職したいけれど

が面接をしてくれて、障害のことはほとんど訊かれ

迷っているという方は多いと思いますが、障害では

ず、まじめそうな人柄を買いたいと言われ、その場

なく人物で判断してくれるところも増えていると実

で採用を決めていただきました」

感しました。どんどんチャレンジしてみて下さい。

‐職員として実際にどんな支援をしたのですか？

できるかぎり応援させていただきます」

「まず、職安登録の前に面接を繰り返して、本人の

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

②ゲートボール用具一式 ③卓球台

④電動ミシン

⑤もちつき器

⑥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。
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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）
田尾光子様、宮田雍夫様、小野巌様、渡部真典様、馬部裕之様、今野紀子様、杉田清江様、木下和子様
塩川重雄様、長谷川病院
ＮＰＯ法人

デイケア科様、宇都宮和子様、小島明様、長谷川病院

医療社会事業部様

自立支援ネット我孫子様、近藤紀子様、田中享子様、石塚末治様、陣野平八郎様、松本喜一様

人見由美様、高橋睦子様、高橋稔様、大田司様（9 月 6 日から 12 月 21 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
郵便振替
加入者名

一口 ３,０００円
口座番号
00140-4-542860
巣立ち会 賛助会

巣立ち賛助会

編集後記
編集後記

発行所

12 月の初めに、39 度近くの熱が出て 3 日間下がら

〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21

特定非営利活動法人

なかった。食欲も全くなく、1 週間で 5 キロやせた。

障害者団体定期刊行物協会

定価

何かやばい病気なのかとひそかに心配して、熱が多少

会長 國井良彦

50 円

編集；社会福祉法人巣立ち会

落ち着いてから病院に行ったが、なんてことはないた
だの扁桃腺炎だった。かぜは時折ひくが、こんな風に

〒181－0014 東京都三鷹市野崎 2－6－6

寝込んだのはここ 15 年ぐらいなかったことで、基礎

℡ 0422-34-2761
sudachikaze@star.odn.ne.jp

体力の低下を痛感した。とりあえず今は失った体重を
取り戻すべく食べ続けている。

広報委員会（長門・能上・濱井）

（長門）
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