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新たな挑戦の年へ 
こひつじ舎施設長 林田輝子 

 

新年あけましておめでとうございます。 
世の中に心を痛めるニュースが続く中、また新た

な幕開けとなりました。皆様にとりましても今年は

幸多き年となりますように、心よりお祈り申し上げ

ます。 
昨年は 4 月から自立支援法の施行にともない、グ
ループホームの運営が大きく変化しました。それに

続き、今年は 3つの通所施設が 4月から新体系に移
行を予定しています。 

精神障害者の授産施設は 5 年間の移行期間が設け
られているためか、まだまだ新体系への移行を見合

わせる施設が多いようです。そうしたなか、私たち

巣立ち会は、あえて 4 月からの移行というみちを選
択しました。それは新体系のなかで、私たちがどの

ような活動を展開できるかというひとつの挑戦でも

あります。 
これまで私たちは「Noといわない作業所」として、
必要とされればいつでもサービスを提供できる姿勢

を貫いてきました。「定員がいっぱいで受け入れてく

れない」「自宅近くに作業所がない」などの声にでき

る限り応えようと日々努力しています。その結果、

調布のこひつじ舎では体験通所を含め 60 名を超え
る方々が通所されるようになりました。 
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こひつじ舎はお世辞にもメンバーひとりあたりに

充分な空間があるとはいえません。それでも 112 ㎡
という狭い空間に、自分の活躍の場を見出そうと

日々通所されるメンバーがいます。私たちはそんな

彼らのもっている力を、充分に発揮できる場を提供

し続けなくてはならないのです。この移行を機に、

そのための工夫を私たちの課題として取り組む覚悟

でおります。 
さらに、授産施設として大きな課題のもう一つは、

安定した工賃収入をあげることです。残念ながら、

現在のところ巣立ち会の 3 つの通所施設とも、その
工賃額は東京都の最低賃金 712 円（時給）に遠く及
びません。 
新体系では、サービス利用料の自己負担を授産工

賃で賄えることが目標となります。そのためには、

従来の誰もが参加できる内職作業に加えて、新たな

授産活動を展開していかなければなりません。 
私たちの活動の新たな可能性を何とか見出そうと、

スタッフ一同奮闘中ですが、この授産活動での工賃

アップが今年の大きな課題といえるでしょう。 

また昨年は、こひつじ舎のメンバー4 名が新たに
一般就労という船出をしましたが、自立支援法では、

障害者の社会参加もテーマのひとつとして大きく掲

げられています。社会参加のかたちは様々ですが、

就労をきっかけに、職場とのつながり、地域とのつ

ながりが広がっていくことをおおいに期待したいと

考えています。 
内職作業中心の授産活動では、どうしても地域社

会とのつながりが薄くなりがちですが、職場開拓や

就労支援などを通じて、地域により密着した活動を

していきたいと思います。私たちの活動を知って頂

くだけでなく、地域で私たちがどう役にたてるか、

市民として何ができるかをメンバーとともに考え、

実行していきたいと思っています。 
 新しいスタートには常に不安がつきものです。し

かし、私たちのサービスを必要として下さる方々が

まだまだたくさんいることを信じ、この変革の時に

新たなチャンスを求めて、今年も前進し続けて参り

ます。2007年は、私たちにとって新たな挑戦の年と
なりそうです。 
どうか、昨年同様、暖かく巣立ち会の活動の行く

末を見守って下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

地域移行事業を受託しました 

現在巣立ち会では、法人全体として小規模授産施

設やグループホームといった施設運営の他に、行政

から様々な事業の委託を受けて実施をしています。 

 今年度の受託事業は右の3つです。 

「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）」（三鷹市から） 

「退院促進事業」（東京都から） 

「障害者保健福祉推進事業」（厚生労働省から） 
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特に、厚生労働省からの事業は、「精神障害者退

院促進並びに地域生活移行推進モデル事業（地域移

行事業）」と銘打ち、様々な活動を実施しています。 

この事業では、精神障害者の地域生活への移行を

促進するための、様々なネットワークづくりを企画

して実施しています。また、専門職の方々を対象と

した研修会やシンポジウムの開催、さらには当会の

退院促進の試みを含めたレポートやDVDの作成も進

めています。 

こうした事業を通じて、当会の理念である社会的

入院の解消に向けて、何らかの寄与をしていきたい

と考えております。 

「ケアマネジメントの理論と実際」講座の開催 

平成 18 年 10 月 27 日（金）に、三鷹産業プラザの

７階会議室で、ケアマネジメント講座を開催しました。 

この講座では、長らく日米両国でソーシャルワーカ

ーの育成に携わってこられ、ケアマネジメント制度

にも精通しておられるヘネシー澄子氏を講師にお招

きすることができました。事前に募集をして、地域

から 29 名の参加者がありました。 

午前は講義形式で、午後はグループワークでの事

例検討をおこないました。 

 講義では、米国での制度の現状から、脳生理学的

な精神疾患の理解など、先生の幅広い経験と知識が

充分に伝わる内容でした。 

 午後のグループワークも、事例を通じて具体的な

目標設定の仕方などがつかめるような内容でした。 

（ヘネシー澄子氏） 

「講座終了後に質問に来るのではなくて、ぜひ皆

の前で質問してください」との先生の呼びかけに参

加者も応えて、活発な講座となりました。 

 その一方で、講師との打ち合わせが充分でなく、

資料や時間配分等の部分で参加者の皆様にはご迷惑

をおかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。 

事業全体とは別に、こうした講座は来年以降も実

施する予定です。どうぞご参加下さい。 

 

シンポジウム「退院促進事業の実践と未来」 

来る平成19年2月3日（土）には、同じく三鷹産業

プラザ７階会議室にて、シンポジウムを開催いたし

ます。 

こちらには、本当にご多忙の中でありながら、以

下の方々にご協力いただけることになりました。 

この場を借りて改めて御礼申し上げます。 

藤木則夫氏（厚生労働省社会・援護局）（予定） 

柳沼恵美氏（東京都福祉保健局） 

門屋充郎氏（帯広ケア・センター） 

沼田由喜子氏（生活訓練施設のぞみ） 

どなたも豊富な経験と実績をお持ちであり、大変

に実りのあるシンポジウムになりそうです。 

詳細や申込方法などは、ちらし等をご覧下さい。

皆様のご参加をお待ちしております。 
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セルフヘルプとピア・アドボカシー講座 

 平成 18 年 10 月 10 日から 13 日の 4日間、三鷹産業

プラザ 7階会議室において「セルフヘルプとピアアド

ボカシー講座」を実施しました。 

 これは、三鷹市ピアサポート事業の一環として、市

内ですでに 4回実施している「ピアカウンセリング講

座基礎編」に続く位置づけとして、基礎編修了者等の

「もっと深く学びたい」といった声に応えるものとし

て企画されました。 

4 日間のうち、最終日を除いた 3日間をクローズの

講座として、こちらには 40 人の参加者がありました。 （ニール氏とコニー氏） 

講座も講演会も「先生と生徒」というような一方的

なものではありませんでした。特に講座については、

ピアカウンセリング講座でおなじみの「セルフヘルプ

グループ育成講座」の進行マニュアルに沿って行われ

ました。ピアカウンセリングの原則を全員で確認しな

がら進むため、参加者は安心して輪に加わることがで

きます。「分かち合い（シェアリング）」が度々起こり、

全体が良い雰囲気で終了することができました。 

講演会も質問が多く出て、それにとても丁寧にお答

えいただきました。 

講演会の終了後は懇親会として、ざっくばらんにお

2人と話す機会となりました。最初は英語に気兼ねし

ていた人も次第に打ち解けて、楽しい雰囲気でした。 

（講座修了式、皆さんお疲れ様でした） 

最終日は、講座参加者も含めたオープンな講演会と

して募り、110 名にご参加をいただきました。 

（講座は円座で進みます） 

この講座の講師をお願いしたのは、米国カリフォル

ニア州サクラメント郡にて、長らく当事者活動のリー

ダーとしてご活躍している、ニール・ロビンソン氏と

コニー・ロビンソン氏のご夫妻です。お 2人は、我々

がモデルとして学ばせていただいている JHC 板橋会

との関係が深く、日本にも何度も来られて講座の講師

を務めており、昨年もコニー氏には三鷹で半日の講演

をいただきました。 

ニール氏は、コンシューマー・セルフヘルプセンタ

ーという、当事者自らが運営している地域センターの

最初の所長を務めていらっしゃいますし、コニー氏は

権利擁護事務所での当事者権利擁護人やピア・ジョブ

コーチ等の経歴をお持ちです。 
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セルフヘルプとピア・アドボカシー、どちらも日本

で

信

巣立ち会までお問い合せ下さい。 

なお今回の講座の開催にあたり、社会福祉事業研究

開発基金、JHC 板橋会、コミュニティサポート研究所、

その他の皆様に大変お世話になりました。この場をお

借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。 

                  （長門） 

 

回三鷹市ふれあいトークを開催します 

はなじみのない言葉ですが、講座や講演会に参加

して下さった方々には、両氏の暖かくわかりやすい

話を聞いて、仲間同士がお互いに助け合う技術、体

験や実感として理解して頂けたようです。 

アンケートの声を聞いても、昨年のコニー氏の講

演会の時には「自分と違う人としか思えなかった」

といった声が多かったのですが、今回は「自分と同

じ体験をしている人たちだった」「元気が出た」「自

がついた」「何かできることを探したい」と、とて

も前向きでした。 

今回の講座を振り返りたい方、残念ながら参加でき

なかった方などのために、この講座の内容をまとめた

報告集（冊子）を、現在編集中です。ご希望の方は、

また、来年の開催についても前向きに検討しており

ます。どうぞご期待下さい。 

第 1

 平成 19年 3月 2日（金）午後 2時から 4時まで、

三鷹市協働センター2階会議室にて、「第 1回三鷹市

精神障がい者ふれあいトーク」を開催します。 

 これは、「ユーザー会議」という名前でおこなわれ

ている当事者主体のイベントの三鷹版として、実行

委員会で検討しているものです。 

 実行委員は、ピアカウンセリング講座の修了生を

中心に三鷹市内の施設から公募し、現在 10名前後の

メンバーが話し合いに参加しています。 

職員は担当者の長門だけで、あとは全員が当事者

です。実行委員会の司会や書記等も当事者が務めま

す。よくありがちな「形だけ実行委員会方式」には、

したくてもできません。メンバーが頼りです。 

当日は、テーマを「幸せのネットワーク」と題し、

施設間交流や仲間づくりになるように、内容を実行

委員会で検討しているところです。 

 もちろん、当日の司会や受付、発表なども、当事

者中心に役割分担をして実施します。 

実行委員会は今後

も「食茶房むうぷ」

にて不定期に開催し

ています。 

興味がある方は、

お気軽にお問合せ下

さい。 （長門） 

とても楽しい日々でした。色々と学ぶ事も多く、

資料を参考にいい勉強をさせてもらったことに感

謝します。またの機会を楽しみにしています。 

 色々、苦しみ、いろんな経験を体験してそれを講

義してもらい、幸せを築き上げ社会的に成功し、家

庭を築き講演を聞いて映画を見ているような感じ

でした。ドキュメンタリーなのです。なんとか僕も

成長していけそうな気がしてきました。 

 色々な資料をどうもありがとうございました。 
（巣立ち会 玉川浩）
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にいらっしゃいました 厚生労働省の方々が見学

平成 18年 9月 11日（月）と、12月 20日（水）の

2

施設にて利用者による施設案

内と

まり、就労や

所得

 

居 分

らし

意 ス

テム の

よう というご質

問が いる

様子が伝わってきました。 

両日とも昼過ぎから夕方遅くまで、じっくりと時

間

室では、実際に長期入院していた方々が、自

く暮らしている現場を見て頂きました。 

見交換では、当会の行ってきた退院促進のシ

そのものについて、何がポイントなのか、ど

に波及させていくことができるのか

あり、当会の事業に大変着目して下さって

日間、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の

方々が当会の施設見学にいらっしゃいました。 

国会の合間を縫っての、お忙しいスケジュールの

なかで、9月は部長の他 5名、12月は  の他 8名

でいらっしゃいました。   

それぞれ、まず通所

座談会をした後に、居住施設での実際の居室を

見ていただき、最後にグループホームの交流室での

意見交換に応じて下さいました。 

座談会では、メンバーの体験談に始

保障について、退院促進事業についての率直な

声を真剣に聞いて頂きました。

を取っていただきました。当会の試みが何らかの

形で広がっていけば、大変光栄なことだと感じる一

方で、当会の事業についてさらなるオープン化が求

められていることを感じさせられました。 

 

出張講演、都内各地で実施される 

 

 

の設

声

について、また

今後も、1月に葛飾区の家族会、2月に東京武蔵野
病院（板橋区）の家族会での講演会が企画されてい

ます。 
 参加された皆様が、多少なりともエンパワーして

いただけるように、頑張りたいと思いますので、ど

うかよろしくお願いします。 

以前からお伝えしている、当会メンバーによる体

験談発表会（出張講演）は、近隣の病院などの要望

にお応えして実施することが多いのですが、最近は

都内の各地からのご要望も受けるようになりました。

平成 18 年 11 月 12 日（日）の午後、江戸川区内の

いくつかの家族会が合同で設立した「家族会協議会」

立一周年記念として、当会メンバーに講演の依

頼がありました。 

発表では、｢本人の言葉に耳を傾け、諦めないで欲

しい。作業所等にこだわらず、本人の楽しいと思う

ことに参加するのも良い｣など、体験を通じた生の

に、聴講者は大きく頷き、拍手が起こっていました。 
その後、グループディスカッションを実施。短い

時間でしたが、江戸川区の社会資源

当事者を持つ家族の悩みについて共有するなど、メ

ンバーを交えてのわかちあいを行いました。 
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「第 3回 愛のふれあいコンサート」を終えて  

去る 7 月 3 日に第 3 回愛のふれあいコンサートを開催しました。
ご来場くださった皆様へご報告と御礼が遅くなったことを、はじ

めにお詫び申し上げます。 
 
 今回も前回同様、調布市文化会館たづくり内のくすのきホール

で開催しました。第 1回目から後援をしてくださっている玉の肌
石鹸・ミヨシ石鹸株式会社に加え、今回は新たに調布市と調布市

社会福祉協議会からも後援をいただき開催することができました。

当日は約 300名の方々にご来場いただき、大盛況のうちに終える
ことが出来ました。この場をお借りして皆様に御礼申し上げます。 

か

いただき出演を引き受けてくだ

った演奏家の方々をお迎えし、素晴らしい演奏を披露していた

だきました。      ボーマン氏） 

前半の御邊典一氏のピアノ演奏では、ご自身が講師をされている音楽大学の学生さん方も登場し、様々な珍

しい楽器を使っての合奏があったり、軽快でユーモアのある会話を織り交ぜるなど会場が楽しい雰囲気になり

ま 富彩 今

した。 
もあるボーマン・ルリ子氏のピアノ伴奏とも息がぴった

る演奏に会場全体が優しさに包まれました。最後はお

2 体となりました。会場を後にする皆様の表情が笑顔だっ

盛り上げてくださった出演者の皆様へ改めて感謝申し

いただいた皆様から 258,560 円の寄付金を賜りました。ご協力くださった皆様に心より
御 ※）の運営にあてさせていただきます。 

まだ課題も

う工夫して

い ご来場くだ

思います。 
定しており

 （濱井） 

 今回も玉の肌石鹸・ミヨシ石鹸株式会社の三木社長

介で、巣立ち会の活動にもご賛同

らのご紹

さ

                     （ベアンテ・

した。また第 1 回、第 2 回と続けて出演された長
回はゲストとしてピアノの連弾を聴かせてくださいま

後半のベアンテ・ボーマン氏のチェロ演奏は奥様で

りで、重厚なチェロの音色には深みがあり、心あたたま

氏も御邊氏の教え子だったというゆかりがあり、

人の演奏に合わせてみんなで合唱をして、会場が一

たことを我々主催者も本当に嬉しく感じました。会場を

上げたいと思います。 
 また、当日ご来場

礼申し上げます。寄付金は巣立ちホーム調布第 5（
 
 本コンサートも今回で 3回目を迎えましたが、まだ
あり、今後ますます実りのあるコンサートにできるよ

かなければならないと考えております。これまでに

さった皆様とのつながりを大切に継続していきたいと

 そして、次回のコンサートは今年の 6 月 22 日に予
ます。ご期待ください！          

 

 

7 
※福祉ホームとして開始した巣立ち

ホーム調布第 5 は、平成 18 年 10 月
より、巣立ちホーム調布第 5・第 6の

運営を始めております。

んでおります。

2 つのグループホームとして新たな
 

 メンバーは互いに支え合い、思い思

いの地域生活を楽し



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行） 

２００６年１２月２０日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第８７４号 

 

 

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

（平成 18年度分として、順不同） 
関也映子様、出井舒子様

がとうございます。 

、落合温子様、渡辺智生様、佐藤あや子様、増子容弘様、川手恒太様、成田宏毅様 
藤津清治様、小島明様、大谷さかゑ様、宮口和夫様、髙橋睦子（稔）様、平塚元一様、中山トメ様 
小口操様、倉持利宏様、吉祥寺病院様、皆川純徳様、熊木絹代様、青木鉄次様、石塚末治様、人見由美様 
江畑敬介様、鶴が丘病院 村様、渡部譲様、髙橋芳恵様、藤本貞様、川添美香様、山下京子様、関和正様 
長谷川病院デイケア科様、末永美佐子様、藤津清治様、熊井鉄朗様 （6月 27日から 12月 13日到着分） 

巣立ち賛助会  会長 國井良彦 

玉

 
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 

 
 

編集後記 

精神障害者地域生活移行推進モデル事業 シンポジウム 

 

 

開催日時   平成 19 年 2 月 3日（土）午前 10 時～午後 5時 

会場     三鷹産業プラザ 7 階会議室（JR三鷹駅南口徒歩 10 分） 

基調講演  藤木則夫氏（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長）（予定） 

精神保健福祉課生活支援係係長） 

ずお確かめ下さい 

  柳沼恵美氏（東京都福祉保健局障害者施策推進部

＊講演会の詳細や参加申込方法は、当会のホームページや電話等で必

 
編集後記 

 妻が突然フリーになると宣言して会社を辞めた。

これで少しは楽になると思ったが、実際は今、妻は

土日の境なく 1日に 12時間ぐらいパソコンに向かっ

ている。期待をしていた分かなりがっくり。子育て

パパの苦闘は今年も続く…（長門） 

発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21
活

編

－

広報委員会（長門・横田）

特定非営利

〒181

動法人 障害者団体定期刊行物協会

定価 50円 
集；社会福祉法人巣立ち会 
0014 東京都三鷹市野崎 2－6－6 

   ℡ 0422-34-2761 
http://sudachikai.eco.to/ 

 
sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 
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