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退院促進事業 

 
当会では、発足当初から「精神障害者の社会的入

院の解消」を理念の一つとして、住居サービスや生

活支援等に力を入れてきました。 
具体的には、退院希望者に対して、まず当会の通

所施設（巣立ち風・巣立ち工房・こひつじ舎）に３

ヶ月から６ヶ月程度の期間通っていただきます。 
その期間のなかで、日々の作業プログラムの他、

面接やグループミーティング、関係者のケースカン

ファレンスをおこない、本人の生活能力や意欲・自

信の回復と共に、医師や看護師、PSWなど病院職員
やご家族とも連携をとりつつ、退院への状況を整え

ていきます。 
そして、本人の経済状況や居住地・保証人の有無

といった条件にあった、当会のグループホームや共

同住居をあっせんするなどして、退院を実現します。 
この流れは、イメージとしては会社の社員寮に近

いものだと考えてみると、整理しやすいかもしれま

せん。 

 
なお退院後も、それまでになじみが深くなった共

同住居の世話人や通所施設の職員などによる支援サ

ービスを継続して受けることができるため、再発・

再入院などのリスクを比較的低く抑えることができ

ます。また、他のメンバーとの交流も深まり、孤立

することなく安心して生活していくことができます。 

 

今回、当会のこうした取り組みが評価されて、東

京都から「平成１７年度精神障害者退院促進支援モ

デル事業」の委託を受けました。 
その第１回実務関係者会議が、９月１４日にこひ

つじ舎で開催され、東京都精神保健福祉課長の向山

氏をはじめ、地域の関係者の皆様にお集まりいただ

きました。 
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その会議では、まず向山課長から「国の 7万 2千
人の退院促進の流れを受けて、東京都では 5 千人を
この 10年間で退院促進していく」との方針があらた
めて示されました。 
その上で、「巣立ち会では、10年、15年という入
院を経験している人を地域に帰しており、前にこひ

つじ舎の当事者の方と話したのだが、生き生きとし

た当事者の方を見ていく中で、これはいろいろな地

域に通じている一つのモデルになるのではないかと

思い、今回巣立ち会にお願いした」と、当事業への

期待感を表明されました。 

その後、再度当会の取り組みをご説明し、今後の

取り組みについてのご了解をいただきました。 
また、当会が継続して取り組んでいる病院への出

張講演についても、この事業の中に位置づけて、進

めていくこととなりました。 
今年度は、１０名程度の退院者を目標としており

ますが、それ以上の成果を目指して、これからも当

事業の対象者の推薦は随時受け付けていきます。 
事業協力病院をはじめ、地域の各施設や行政の

方々のご協力を、今後ともぜひともよろしくお願い

いたします。

巣立ちホーム三鷹第二 運営開始 

ながらく認可を申請していた三鷹市での 2 つ目の
グループホームが、いよいよ 10 月から認められて、
運営を開始いたしました。 
今回、三鷹第 2 ホームとして認められたアパート

「小山荘」には、すでに当会のメンバーが多数暮ら

しています。お互い同士の助けあいの他、職員によ

るケアも随時おこなわれてきました。その中の 5 人
の方々に声をかけて、住んでいる部屋をそのままグ

ループホームとして登録をしました。 
ただし、これまでの巣立ちのグループホームと違

い、国基準のグループホームということで、補助金

の総額は低いものとなっています。 
そこで、兼任の世話人による夕食会を、近くにあ

る巣立ち風の食堂を使い、週に 1 回（月曜日）実施
していく予定です（他のグループホームでは週に 2
回実施されています）。 
その夕食会が初めて 9月 5日に試験的に実施され

ました。参加者は、近隣のメンバーも加わり合計 12
名でした。全員すでに顔見知り以上の関係で、自己

紹介の必要もほとんど必要ない様子でした。 

（和やかな雰囲気の夕食会） 

 
手作りハンバーグがあっというまに皆さんの胃に

納まり、食後の片付けも巣立ち風のメンバー中心に

とてもスムーズ。その後、今後のルールや予定など

を確認して、解散しました。 
今後の当ホームは、退院促進事業の展開とあわせ

て、長期入院者の受け入れ先にもなっていく予定で

す。地域の精神保健福祉の拠点のひとつとしてご活

用いただけるよう、職員一同努力していきます。 
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巣立ちホーム調布が移転 

 

巣立ちホーム調布がある建物が、道路拡張のため

に壊されることになり、移転先を探していました。

居室と交流室の計６部屋をまとめて貸してもらえる

場所がなかなかなくて心配していたところ、東京都

から移転先として、地主の方がすぐ近くに新築のア

パートを建てているのを巣立ち会に貸していただけ

そうだという話が舞い込み、移転することができま

した。 

建物は、１階が郵便局で２階（居室３室）、３階（居

室２室、交流室）部分を巣立ち会で借りています。

９月６日に引越しが無事に終わり、今は一安心とい

ったところです。 

（新しい調布ホーム「パークハウス」） 

 

 

なお、巣立ちホームの場所と近いため、引越し後

から夕食会は２ヶ所合同で行なうことになりました。

大所帯になりますが、とてもにぎやかでアットホー

ムな夕食会です。みなさんもぜひ一度いらしてくだ

さい。 

 

巣立ちホーム調布に入居して 

 入院生活約６年で退院し、東京都立多摩総合精神

保健福祉センターのホステルに入所し、約１年半の

生活技能訓練をして今年７月、巣立ち会の巣立ちホ

ーム調布に入居しました。 

 巣立ちホーム調布は、９月に新しい場所（神代植

物園公園より歩いて１分の所）に移りました。新築

で３階建て、１階に郵便局があり２階３階の５室が

居室、１室が交流室になっています。新築の部屋な

ので室内を汚さないよう毎日清掃し気を使っていま

す。 

 グループホームに入居してよかったことは、

自分の自由になる居室と時間があることです。

月曜日から金曜日まで巣立ち会の授産施設に

通い土日祝日が休日になり生活リズムの確立

もスムーズにできました。 

 まだ都内では８４ヶ所しかグループホーム

がないとの事。今後もグループホームがたくさ

んでき、多くの退院可能な精神障害者が入居で

き地域で生活できるようになればと感じてい

ます。 

（吉田 栄信） 

 

移転先 

 東京都調布市深大寺元町４－３０－３５ 

 パークハウス（交流室３０１号） 

 電話 ０４２４－９８－１３２２（変更なし）
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一泊旅行 

巣立ち会では、年 1 回の一泊旅行が、最大のイベント？として定着しています。今年は、調布組と三

鷹組が、偶然にも 1日ずれての旅行となりました。それぞれの特色が出た旅行の体験記を読み比べて

みて、あなたなら来年はどちらに行きますか？ 

 

「調布組の場合」 
 ９月９～１０日に、こひつじ舎の一泊旅行があり

ました。昨年は富士山周辺に行きましたが、今年は

群馬県の草津！ そう、温泉街に行ってきました。

当日は天候、体調！？にも恵まれ、メンバー31名ス
タッフ 9名の 41名という大所帯です。 
 １日目はかやぶき屋根の日本情緒あふれるつくり

のお店でおいしいうどんを食べました。それから鬼

押出し園へ行きました。山頂付近は霧が出ていたの

で、今にも鬼が出てきそうな幻想的な雰囲気も味わ

うことが出来ました。 
さて、次はバスに乗り込み、いざ草津へ！温泉街

にたどり着くと早速有名なあの草津節「草津よいと

こ～一度はおいでぇ～チョイナチョイナぁ～」が聞

こえ始めてきました。湯もみショーでは、歌いなが

ら慣れた手つきで湯をもむ草津部隊のおばさま方が

登場し、それにつられてメンバーも湯もみに挑戦！

奮闘しながらも歌声に合わせて上手に湯をもんでい

ました。ホテルに到着し、夕食兼宴会が始まり、美

味しい料理を食べながら歌えや踊れや･･･メンバー

はもちろんスタッフの意外な特技！？を見物させて

もらいました。さすがに温泉の街草津というだけあ

って、いい湯でしたぁ～。温泉に何度も浸かって更

に肌を磨いた女性メンバーも続出でした。 
 2 日目、午前中草津の温泉街を散策し、各々お土
産を買ったり温泉卵をほおばったりと過ごしました。

お昼には宮内庁御用達といわれる釜飯を「横川おぎ

のや」で食べました。 

 
（美肌効果で有名な草津温泉です） 

 

食べて早々旅行のメインイベントである群馬サフ

ァリパークへ出発！表札には子どもだと書いてある

のに、それにしては大きすぎるジャガーを抱っこし

ながらパシャリ！間近でライオンがケンカをしてい

て迫力があったえさやりバス。ミニ豚の割りに立派

に育った豚に恐々ブラッシングするメンバーなどな

ど･･･。 
 このようにして、こひつじ舎の一泊旅行は笑顔で

幕を閉じたのでした。感想で「年に 2 回くらい旅行
に行きたいわぁ。」なんて声も聞こえるくらいメンバ

ーも満足のいく旅行だったようです。ここだけでは

楽しさ･美味しさを語りつくせません。この様子はホ

ームページにも載っていますので、是非ぜひみてく

ださいね。       （調布旅行委員 星山） 
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「三鷹組の場合」 
９月８～９日に巣立ち風と巣立ち工房が合同で西

伊豆と甲府へ行って参りました。 
今回はスタッフを含めて初めての参加の方が多く、

フレッシュな雰囲気で旅はスタートしました。これ

からすばらしい旅行が始まりそうな予感･･･と景色

を眺めていると、恐るべき光景が！！ 
お昼前だというのにアイスをぺロリと食べている巣

立ちマダム集団･･･メロンパンを食べてる人もいま

したっけ･･･まぁ、旅ですからね。細かいことは気に

しない、気にしない。楽しんでいきましょう！  
この日の昼食は「お刺身定食」。さすが伊豆！やっ

ぱりお魚ですよね。みなさん会話もほどほどに海の

幸に舌鼓を打ちました。 
おなかも満たされたところで本日のメイン観光地

の三津シーパラダイスへ。都内では考えられないよ

うなとてものんびりとした水族館で、海と直結して

いるショー会場ではイルカやシャチが活き活きと泳

ぎ、ジャンプをしたり回転したり･･･私たちを楽しま

せてくれました。その後遊覧船では、富士山を眺め

ながら気持ちのいい潮風にふかれ気分は爽快！ちょ

っとしたリゾート気分を堪能しました。 
バスの疲れも出てきたころ、おまちかねの温泉宿

に到着。部屋に着くなりまずは一風呂。おなかを程

よくすかせて、宴会衣装の浴衣もばっちり。「よーし

食べるぞ～」目の前にずらっと並べられたお料理と

豪華な舟盛りにびっくり。溝口さんの乾杯の音頭と

ともに一斉に箸が動き始めました。これぞ海鮮三

昧！舟盛りのアワビの美味なこと！！お刺身、たこ

シャブ、お寿司･･･ついつい一生懸命食べ続けちゃい

ました。しかし、宴会といえばカラオケですよね。

中でも群を抜いていたのが山下さん。秋山さんとデ

ュエットしたあずさ２号にはしびれました！あの臨

場感を伝えられないのが本当に残念です。 
夜も更け、夜風が気持ちよくなってきた頃、近く

の海辺で花火をしました。浴衣に波の音･･･会話が自

然と弾み、一日目は静か（？）に幕を閉じました。 

（山下氏と秋山氏、熱唱中） 

二日目はあいにくの空模様。しかし、そんなこと

はお構いなく「白糸の滝」へ。少々距離のある石段

を下がり、えっちらおっちら歩くこと数分。一段と

空気が冷たくなり水の粒が感じられるようになって

きたころ、目の前に無数の細い滝が広がり、目を奪

われました。マイナスイオンを体中に浴びたあとは、

もと来た道を登る･･･登る･･･バスの中で一休みして

おなかも空いた頃、朝霧高原でバーベキュー。「お肉

を食べるぞー」とみなさん気合は十分です。もちろ

ん、お肉は残ることなく、一気に平らげられました。 
しかし、旅は終わりません。最後は勝沼でデザー

トであるぶどう狩りが！「ん～ちょっとすっぱい？」

巨峰ではなくベリーエーという品種のぶどうだそう

で、種を出さないで食べるのがおいしく食べるコツ

らしかったのですが･･･。でも無性に食べ続けました。

「あーもう限界！」と１房がやっとだと思っていた

のですが、なんと４房も食べている方が！吉田さん、

武仲さん、ぶどう大使に任命いたします！ 
みなさん、ご満足いただけたでしょうか･･･お腹を

さすりさすりバスのいすにもたれかかると、その揺

れに身をゆだね、深い眠りにつきました。 
一泊二日の旅はいろいろありましたが、とにかく

最後まで食べに食べ、無事に終了しました。みごと

に体重増量というお土産つきましたが、みなさんと

の思い出も増えてとても楽しい旅行でした！ 
（巣立ち工房 能上） 

5 



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 10 月 2 日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第 544 号 

 

 

ピアカウンセリング講座 開催に向けて 

 

前号でもお知らせしましたが、当会では今年度から

「三鷹市精神障がい者地域自立支援事業（ピアサポート

事業）の委託を受けて、事業を実施しています。 

現在、10月末に三鷹市の施設利用者や職員などを対象

に開催される、ピアカウンセリング講座の準備を進めて

います。この講座は、職員が中心になって進めるのでは

なく、あくまで当事者のアシスタントグループが進行に

積極的に関わっていくことで、従来の専門職による援助ではない、わかちあいやセルフヘルプといったピアカ

ウンセリングの原則が、実際に体験できるようになっています。 

とはいえ、ピアカウンセリングは、まだまだ日本に広まって間もないため、専門的に学ぶことができる場所

も限られているのが現状です。アメリカでは、ピアカウンセラーを養成する制度が整っており、半年程度の講

座と実習を受けて、修了試験を通ることで公的に認められ、その資格を利用して働くことができます。東京都

でも、昨年末の地方精神保健福祉審議会中間答申で、ピアカウンセラーによる当事者支援活動について検討が

なされており、今後の議論が注目されているところです。 

今回の講座では、初回ということもあり、巣立ち会の利用者の中からピアカウンセリングに興味がある方々

にアシスタントとなってもらうことにしました。ただし、担当職員も含めてほとんど経験がなく、JHC板橋会

のクラブハウス「サン・マリーナ」で週に 1回開かれている「自助グループ養成講座」に順番に参加したり、

都立総合精神保健福祉センターでのピアカウンセリング研修に出席したりして、急ピッチで理解を深めている

ところです。以下、皆さんの感想です。 

 

初めて行った時は、何がなんだかわからなかったので

すが、みなさんといっしょにやらせていただいているう

ちにだんだんとわかってきて、ふだん忘れがちな事とか

を思い出して、いろいろと考えさせられる事もあり、ま

だこれからもっとまなばなければいけない事もたくさ

んあると思います。でも、メンバーのみなさんが、自主

的に行動してやっているのには感心しました。それも考

えさせられた事の一つでもあります。まだまだ、わから

ない事だらけの私ですけれども、いろいろ教えていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（白井） 

ピアカウンセリングって何だろう？と少

し不安がありましたが、前からスタッフに

聞いた通り、ピア（平等）な立場でメンバ

ーどうしが互いに話しをしながら、共感を

わかち合う場所でした。司会もメンバー、

その他の人もメンバーで、感動しました。

先生と患者の上下関係ではなく、メンバー

とメンバーの互いの関係が良かったです。

遠くなければもっと参加したかったです。

（奈良） 
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退職にあたり  巣立ちホーム 川添美香 

 
約９年勤めた巣立ち会を今月退職させていただく

ことになりました。メンバーの皆さん、関係者の方々、

巣立ち会の職員、様々な方に大変お世話になりまし

た。誠にありがとうございました。 
私が入職した当時は作業所２ヶ所とグループホー

ム２ヶ所しかなく、職員も今の半分以下の人数でし

たので、もっとのんびりとしたアットホームな雰囲

気だったように思います。とにかく早く一人前に仕

事ができるようにと思い、がむしゃらにやってきて

気がつけばもう９年にもなっていました。あっとい

う間のような気もしますし、長かったようでもあり

ます。 
私は巣立ちホームというグループホームの世話人

をしていました。正式なメンバーは定員６名ですが、

グループホームと同じアパートや近隣のアパートに

巣立ち会のメンバーがたくさん住んでいましたので、

そういった人たちも夕食会に声をかけ毎回２０～３

０名もの人が参加していました。昭和の面影が残る

建物にみんなで肩を寄せ合って食事をしたのも懐か

しい思い出です。メンバーさん同士も仲が良く、困

ったことがあるとみんなで助け合って生活されてい

ます。もちろん喧嘩があったり、再発再入院、火事

や救急車を呼ぶような事態もおきましたが、みんな

で一つ一つ乗り越えてきました。職員やメンバーと

いう立場に関係なく、ホームに住んでいる仲間とい

う感じがします。もしも私がグループホームを利用

するとしたら巣立ちホームに入りたい！そう思える

ような場所です。そんなとても温かな場所で働けた

事に感謝の気持ちで一杯です。巣立ちホームのみな

さん、頼りない職員をここまで育ててくれてありが

とうございました。 

（送別会での笑顔） 

ここ数年で巣立ち会はだいぶ変わりました。事業

が拡大し職員・メンバーが増え、その一方で巣立ち

会の始まりの場所でもある巣立ちホーム（相田アパ

ート）の移転、取り壊し、大家さんの死・・・とい

ったことが次々起こりました。先日、メンバーの皆

さんと大家さんのお墓参りに出かけたのですが、今

では大家さんのことを知っている職員がほとんどい

ないという事に驚きました。それだけ時が経ったと

いうことでしょう。１０数年が経ち、ここで巣立ち

会の第一章が幕を閉じたといったところでしょうか。

今、職員の半数以上はこの数年入職してきた人たち

ばかりです。みんな熱意とやる気にあふれています。

新しい巣立ち会を若い人たちの手で作り上げていっ

て欲しいと思います。また、関係者の皆様におかれ

ましては、これからも変わらず巣立ち会を温かい目

で見守って頂きたいと存じます。今まで本当にあり

がとうございました。 
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巣立ち会ホームページのご案内 
皆様、当会のホームページはもうご覧になりましたか？ 

http://sudachikai.eco.to/
各種検索ソフトで「巣立ち会」と入力しても出てきます。 

随時、更新もしておりますので、ぜひご覧下さい。 

賛助会から 

    
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 17年度分として） 
関也映子様、松村弘子様、熊木絹代様、上野了様、河田イセ様、三浦和子様、増子容弘様、梨木信彦様 
あおき会 土屋秀雄様、沼田文雄様、村田真男様、村田まこと様、石塚末治様、成田宏毅、皆川純徳様 
佐藤あや子様、田尾勢津子様、三井幸子様、鈴木正子様、磯見明子様、千葉啓子様、柏木彰様 
西村康子様、吉野玲子様、㈱原商事様 

（6月 8日から 8月 30日到着分） 
 
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 

http://sudachikai.eco.to/ 
sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 
広報委員会（長門・能上・鈴木） 

編集後記 

 仕事の話。外回りが以前とは比べ物にならないく

らい増えた。その結果として、あちこちで失敗して

恥をかいている。いくらなんでも自分の施設にいる

限りはそんなに失敗はしない（と思う）。自分の枠を

超えた勝負をしている気がして、「外の世界には強い

奴が大勢いる」とつぶやいている毎日だ。（長門） 

http://sudachikai.eco.to/
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