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ＳＳＫＷ

WRAP（元気回復行動プラン）に取り組み始めます

＜当会とＷＲＡＰとのつながり＞

今年度の当会の新しい取り組みの一つとして、

ＷＲＡＰ（元気回復行動プラン）を始めます。

当会ではこれまでも、当事者主体を理念として、

いわゆるリカバリーやピアサポートを促進してき

ました。平成１７年度より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）を受託し、

そのなかで実施してきたピアカウンセリング講座

はすでに７回を数え、修了者も三鷹市内の当事者

を中心に１００名を越えております。

その流れをさらに推し進めていきたいと考えて、

千葉県の「ＷＲＡＰ in ＩＣＨＩＫＡＷＡ」や

その他の方々の協力を得て、三鷹市内の各施設等

にも声かけをして、６月にＷＲＡＰ集中クラス、

７月にＷＲＡＰファシリテーター研修を実施しま

した。その結果、新しく１７名の米国コープラン

ドセンター公認ＷＲＡＰファシリテーターが三鷹

に生まれました。

＜ＷＲＡＰとは？＞

ウェルネス・リカバリー・アクション・プラン

の頭文字を取ってＷＲＡＰですが、日本では「元

気回復行動プラン」と呼ばれています。

アメリカの当事者であるメアリー・エレン・コ

ープランドさんによってつくられた「リカバリー

のツール」として全米に実践が広まってきており、

日本でも数年前から紹介され始めて、「こころの元

気プラス」や朝日新聞でも取り上げられたりと、

今後さらに広まっていく大きな可能性をもってい

ます。

＜ＷＲＡＰの内容＞

ＷＲＡＰは、その中心にある考え方である「リ

カバリー（回復）」について考えることから始まり

ます。リカバリーするために大切なこととして、

希望・自己責任・学ぶこと・権利擁護・サポート

という５つのテーマをあげて、スライドやディス

カッションを通じて理解していきます。
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その上で、元気で毎日過ごすための工夫を詰め

た「元気に役立つ道具箱」と、その時々のコンデ

ィションに応じた６種類の元気回復行動プランを、

自分の経験や必要性を考えながら作っていきます。

決して難しくありませんし、むしろその過程では

様々な発見やうれしい驚きに出会うことができる

はずです。

ＷＲＡＰを知って自分の生活に生かしていくこ

とで、自分自身の人生により主体的に、希望をも

って向き合うことができるようになるかもしれま

せん。

このプログラムは誰にとっても役立つものなの

で、当事者や専門職などの区別もなく、病院や地

域施設、保健センターなどの場所も選ばず、誰で

も参加することができます。

＜今後の展開＞

ＷＲＡＰは一人で学ぶより、できればＷＲＡＰ

クラスに参加して、皆で話し合いながら作ること

で、様々なアイデアや違った視点で考えることが

でき大変有意義です。また、同じクラスで学んだ

仲間同士は、立場を超えたかけがえのないピアサ

ポーターとして、その後のあなたを支えてくれる

はずです。

（７月のファシリテーター研修修了式から。右・久野氏、左・

ジニー氏の講師２名。中央は無事修了して笑顔の末續さん）

当会では、今秋よりまず巣立ち会の施設中心に

クラスを開催していきます。同時にＷＲＡＰの実

際の効果に関する調査研究も実施します。

そしてその後はもちろん、地域や病院その他の

「ＷＲＡＰを学びたい」と考えているグループに、

ＷＲＡＰを積極的に広めていきます。プレゼンテ

ーションや説明会、そしてクラス開催に至るまで、

できる限りご要望に応じていきたいと考えており

ます。

興味を持たれた当事者や関係者の皆様、どうか

お気軽にお問い合わせ下さい。 （長門）

巣立ち会 平成２０年度研修会開催のお知らせ

厚生労働省「障害者保健福祉推進事業」の一環として、今年も２つの研修会を開催します。

どちらの研修も、このような機会ならではの講師の方々です。どうぞご参加下さい。

第１回「自分のボタン（弱み）を知って、感情をコントロールする方法と演習

～人格障害者の支援のために～」 講師：ヘネシー澄子氏（前・関西学院大学）

第２回「人材育成・支援の質の向上を考える～障害者支援における支援者への

スーパービジョンについて～」 講師：福山和女氏（ルーテル学院大学）

日時 第１回 １１月８日（土) １３時～１７時

第２回 １１月１８日（火） １７時３０分～２０時３０分

場所 三鷹駅前コミュニティー・センター （ＪＲ三鷹駅南口徒歩７～８分）

※その他詳細は同封のチラシをご覧ください。



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行）

２００８年９月３日発行 ＳＳＫＷ 増刊通巻第１３９８号

3

第５回 愛のふれあいコンサートのご報告

６月１３日、今年も「巣立ち会 愛のふれあい

コンサート」を開催しました。

手探りで始めた本コンサートも、調布市、調布

市社会福祉協議会、そして玉の肌石鹸・ミヨシ石

鹸株式会社のご後援のもと、第５回を迎えること

ができました。会場の調布市文化会館たづくりの

くすのきホールには、３３１名というたくさんの

お客様にお越し頂きました。このコンサートに賛

同し支えて下さった全ての皆様へ、この場をお借

りして心より感謝申し上げます。

今回も、後援者である玉の肌石鹸・ミヨシ石鹸

株式会社の三木社長からのご紹介で、当会の活動

にご賛同頂き出演を引き受けて下さった音楽家

の方々をお迎えし、素敵なひと時となりました。

また長友調布市長が駆けつけて下さり、開演に先

立ちご挨拶を頂きました。

ご出演下さったのは、３回目のご出演を引き受

けて下さったピアニストの御邊典一氏と教え子

でもある田邉祥子氏、そして救世軍ジャパン・ス

タッフバンドの皆様でした。前半はピアノ、後半

はブラスバンドという、全く異なる音色や雰囲気

を楽しめる２部構成のコンサートとなりました。

第 1 部のピアノ演奏では、御邊氏の会場を和ま

せながらの曲紹介を挟みながら、情熱的な演奏や、

田邉氏との立場を超えた「一演奏家同士」の迫力

ある連弾があったりと、ピアノの持つ様々な個性

を引き出した見事な演奏で、会場を楽しませて下

さいました。

第２部の救世軍ジャパン・スタッフバンドの皆

さんの演奏は、美しく荘厳なハーモニーに心が揺

さぶられました。教会音楽から誰もが聞き覚えの

ある音楽まで幅広い曲目を演奏され、観客を引き

込んで下さいました。

ブラスバンドを構成している楽器一つ一つの

紹介もあり、金管楽器をより身近に感じることが

できました。

（最後に舞台で当会メンバーと記念撮影）

コンサート終了後には、出演者の方々を囲んで

レセプションを行いました。後援者である三木社

長に乾杯の音頭をとっていただき、短い時間では

ありましたが、コンサートの余韻を楽しみながら

交流することができました。

最後に、本コンサートでは現在当会が運営して

いるグループホームの活動資金のために、チャリ

ティーを募らせて頂きました。そして皆様からの

ご好意によって 424,981円のご寄付を賜りました。

当会の活動にご理解頂き、ご協力下さった皆様へ

心より感謝申し上げます。

本コンサートは、誰もが楽しめる音楽コンサー

トの場の提供、日ごろお世話になっている方々へ

の感謝を伝える場、そして当会の活動を少しでも

多くの皆様に知って頂く場として始まりました。

あっという間に５回が過ぎ、いつか会場が満席に

なることを夢見つつも、初心を忘れずに、今後も

皆さんに「また来たい！」と思って頂けるような

コンサートを企画していきたいと思っておりま

す。次回も、皆様のお越しをお待ち申し上げてお

ります。 （巣立ちホーム調布第５ 濱井）
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巣立ちホーム三鷹第二 建築着工

巣立ち会は社会的入院の解消を目指しており、

「住居がなければ退院できない」という考え方の

上で、居住支援に力を入れてきました。現在では

１００部屋近くの住居提供をおこなっています。

しかし、退院促進事業の拡大にともない、新た

な住居の確保が急務となっております。平成２０

年度上半期だけでも１１名の退院者を受け入れ、

それでも２０名以上の体験通所者が退院を目指

して訓練中という状況です。

そんな中で、巣立ち風の大家さんのご兄弟の方

からお話を頂き、巣立ち風から３０ｍほど離れた

土地に、２階建て・９部屋のグループホームを立

てて下さることになりました。今月中には着工し、

来春には完成する予定です。

（着工を待つだけの状態です）

巣立ち会で新しく新築アパートの借上げをす

るのは、２００５年春に巣立ちホーム調布第５・

第６の運営開始以来です。

詳細は次号でお伝えします。お待ち下さい。

平成１９年度 巣立ち会決算報告

貸借対照表 （単位：千円）

脚注１．減価償却累計額 9,675

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 176,121 63,012 113,109 流動負債 15,507 14,288 1,219

現金預金 135,677 49,411 86,266 未払金 3,533 2,274 1,259

未収金 32,399 7,202 25,196 預り金 7,915 7,452 462

立替金 1,264 700 564 前受金 2,369 2,270 99

前払金 6,780 5,698 1,081 仮受金 53 53

給料預り金 1,635 2,291 △655

固定資産 30,129 30,012 116 負債の部合計 15,507 14,288 1,219

基本財産 10,000 10,000 純資産の部

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

その他の固定資産 20,129 20,012 116 基本金 29,300 29,300

車輌運搬具 3,141 4,059 △918 国庫補助金等特別積立金 2,974 4,321 △1,346

器具及び備品 4,405 4,659 △254 国庫補助金等特別積立金 2,974 4,321 △1,346

権利 12,400 11,153 1,247 次期繰越活動収支差額 158,468 45,114 113,353

ソフトウェア 181 139 41 次期繰越活動収支差額 158,468 45,114 113,353

当期活動収支差額 113,353 15,609 97,743

純資産の部合計 190,743 78,736 112,006

資産の部合計 206,250 93,025 113,225 負債及び純資産の部合計 206,250 93,025 113,225
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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 13,905 13,477 428

就労支援事業収入計 13,905 13,477 428

支
出

就労支援事業支出 9,475 12,188 △2,712

就労支援事業支出計 9,475 12,188 △2,712

就労支援事業活動資金

収支差額
4,430 1,289 3,140

福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

私的契約利用料収入 1,052 1,052

利用料収入 34,352 34,362 △9

事業収入 10,450 33,830 △23,380

自立支援費等収入 135,724 135,573 151

寄附金収入 26,250 28,872 △2,622

雑収入 3,554 6,189 △2,635

受取利息配当金収入 3 35 △32

会計単位間繰入金収入 458 458

補助事業等収入 119,027 95,565 23,462

福祉事業収入計 330,872 335,938 △5,066

支
出

人件費支出 117,249 117,604 △354

事務費支出 97,467 96,226 1,240

事業費支出 7,809 8,084 △275

会計単位間繰入金支出 458 458

福祉事業支出計 222,984 222,374 610

福祉事業活動資金収支

差額
107,887 113,564 △5,677

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入施設整備等収入計

支
出

固定資産取得支出 1,796 2,963 △1,167

施設整備等支出計 1,796 2,963 △1,167

施設整備等資金収支

差額
△1,796 △2,963 1,167

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

財務収入計

支
出

財務支出計

財務活動資金収支差額

予備費

当期資金収支差額合計 110,520 111,890 △1,369

前期末支払資金残高 48,723 48,723

当期末支払資金残高 110,520 160,614 △50,093

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 13,477 3,905 9,572

就労支援事業収入計 13,477 3,905 9,572

支
出

就労支援事業支出 12,188 3,611 8,576

就労支援事業支出計 12,188 3,611 8,576

就労支援事業活動資金収支

差額
1,289 293 996

福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

私的契約利用料収入 1,052 1,550 △498

利用料収入 34,362 28,580 5,781

事業収入 33,830 24,373 9,456

自立支援費等収入 135,573 119,361 16,211

寄附金収入 28,872 11,142 17,730

雑収入 6,189 6,027 161

国庫補助金等特別積立金

取崩額
1,346 1,492 △145

補助事業等収入 95,565 26,057 69,508

福祉事業収入計 336,791 218,585 118,206

支
出

人件費支出 117,604 96,079 21,524

事務費支出 96,226 90,897 5,329

事業費支出 8,804 10,823 △2,739

減価償却費 2,485 2,070 415

福祉事業活動支出計 224,401 199,870 24,530

福祉事業活動収支差額 112,390 18,714 93,675

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収
入

受取利息配当金収入 35 3 32

会計単位間繰入金収入 458 15,713 △15,255

事業活動外収入計 494 15,716 △15,222

支
出

会計単位間繰入金支出 458 15,713 △15,255

事業活動外支出計 458 15,713 △15,255

事業活動外収支差額 35 3 32

経常収支差額 113,715 19,010 94,704

特
別
収
支
の
部

収
入

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入 733 △733

基本金取崩額 2,000 2,000

その他の特別収入 4,017 3,292 724

特別収入計 6,017 6,025 △8

支
出

基本金組入額 2,000 6,000 △4,000

固定資産売却損及び処分損 362 134 227

国庫補助金等特別積立金

積立額

その他の特別損失 4,017 3,292 724

特別支出計 6,379 9,427 △3,047

特別収支差額 △362 △3,401 3,039

当期活動収支差額 113,353 15,609 97,743

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

前期繰越活動収支差額 45,114 29,504 15,609

当期末繰越活動収支差額 158,468 45,114 113,353

基本金取崩額

基本金繰入額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動収支差額 158,468 45,114 113,353
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厚生労働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」への

出張講演をおこないました

当会では、メンバーが施設外に出向いて自分自身の体験談

や今の生活について話す活動を「出張講演」と呼んでいます。

この度、当会の田尾が構成員として参加している、厚生労

働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」

から依頼があり、６月１９日（木）の午後に行われた第４回

検討会に、メンバーの４名が参加して体験談発表をおこない

ました。

いつもと変わらぬ出張講演とはいえ、今後の日本の精神保

健医療福祉の方向性をも動かす可能性もある検討会です。

付き添いの職員の方がむしろ緊張するような状況です。

会場に入ると、使ったこともないマイク付の座席が各自用意されており、後ろには傍聴席までありました。

一気に緊張感が高まりましたが、ふたを開けてみると４名それぞれが２、３分の短い時間のなかで的確に自分

の今の状況を話していました。

厚生労働省からは、事前に以下７つの点を入れて話をして欲しいとの要望がありました。

①どういう病気で何年入院していたか②入院のきっかけは？③どうして退院しようと思ったか④退院まで

の間不安だったことは？⑤退院して良かったこと、入院中と変わったこと⑥退院して苦労したこと⑦退院して

良かったと思うか。

検討会に出席された方の中には、当事者から直接こうした話を聞く経験が無い方も多かったはずです。発表

後の質疑応答時間には、どことなく「何を聞けば？」といった戸惑いの雰囲気も感じられました。そんな中、

検討会の構成員であり、以前講演にも来て頂

いた広田和子さんが質問をされ、メンバーの

発表に力強い後押しをして下さいました。

そして検討会終了後、メンバーのもとに走り

寄り、ひとりひとり温かく抱きしめて労をね

ぎらって下さいました。

厚生労働省という、いわば我々の歩む道筋

づくりを担っている場に脚を踏み入れたこ

とは、メンバーにとっても、スタッフにとっ

ても非常に良い経験となりました。これを機

に、更なる体験談発表の場が広がることを期

待したいと思います。 （林田）

＜体験発表を終えて＞

主治医に聞いたら、厚生労働省は病院のトップだとも言って

いました。これで精神病院という病院が、私たちが厚生労働省

で話したことを参考にして、何か変わってくれたら、私たちが

言った意味があると思いました。 （宮口）

初めてのことで緊張しましたが、自分の思ったことが言えて

良かったです。これからも色んなことに挑戦してみたいなと思

いました。

退院できたのも、こひつじ舎の皆さんのおかげです。

皆さんもいい作業所を見つけて、早く退院してほしいと思い

ました。 （横山）
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２００８年 巣立ち会ビアガーデン

各地で記録的な大雨が降った翌日の８月２９日、

毎年お楽しみのビアガーデンが、巣立ち工房の屋

上で開催されました。

皆さんの願いが通じたのか、当日は運よく天候

にも恵まれて、約７６名の参加がありました。

今年も嬉しいことに、吉祥寺病院や武蔵野中央

病院の職員さんや、そのお子さん・ご近所の方な

ども大勢来て下さいました。

（ちょうちんも光って雰囲気満点）

枝豆に始まってちらし寿司・フランクフルト・

サーモンのマリネやサラダ等、各所が腕をふるっ

て持ち寄った食事に加えて、差し入れで頂いた物

がところせましと並びました。

飲み物もビールやサワー、ソフトドリンクとい

う定番に加えて、片隅ではバー「極楽」がこの日

限りの臨時営業。バーテンダー長門＆会田の作る

２０種類以上の怪しげなカクテルをうっとりと飲

みながら、ようやく涼しくなってきた夜風に当た

りました。

そしてメインイベントは、こひつじ舎の２人組

バンド、玉川氏（ギター）と林氏（キーボード）

によるその名も「メリーメリー」（“こひつじ”に

引っ掛けたネーミングだそうです）の演奏です。

（「メリーメリー」のお２人。左・玉川氏、右・林氏）

初のステージということでしたが、オリジナル

の曲を中心に、メロウな曲の数々がビアガーデン

にぴったりで、会場からも拍手喝采でした。

巣立ち会も利用者が１５０人を越える大所帯と

なり、皆で集まれるような合同行事が少なくなっ

てしまいました。そんな中で、新年会とこのビア

ガーデンの年に２回の集まりは、貴重な各所の交

流の場にもなっています。

飲んで、話して、笑ってと、それぞれがゆった

りとした雰囲気の中で思い思いに楽しんで、あっ

という間の２時間半でした。

最後は皆で花火も楽しみ、夏の終わりの夜に、

皆で楽しくゆったりと過ごすひと時は最高に贅沢

な時間ではなかったでしょうか。

（巣立ち工房 小引）

蒸し暑さも吹っ飛ぶようなホットな演奏

で、さわやかなビールを楽しめるような、

巣立ち会が始まって以来初の屋外ライブが

実現できました。（こひつじ舎 玉川＆林）
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こだわりの味！ 新潟県南魚沼産

特別栽培コシヒカリ「隠寮」

平成２０年度（新米） 10 月から販売開始

２㎏ 2,200 円 / ５㎏ 5,500 円

（税込・配送料込み）

（私たちがオーナーです。稲刈りにも参加します）

ご注文・お問い合わせはこひつじ舎へ (TEL･FAX 042-488-4433)
特別栽培米（化学肥料と農薬を極力使わない）の味をぜひ一度ご賞味下さい。

巣立ち工房に新車が納車されました

巣立ち工房では、東京都から援助をいただき、

新車を購入しました。

なんと今、人気沸騰中のＴＯＹＯＴＡ ＮＯＡ

８人乗りです！

工房の駐車場で、シルバー色の車がひときわ目

立っています。今、一番の工房期待の星です。

メンバーさんから新車の乗り心地について訊

いてみました。

「最新機能搭載で良かった」

「出発、止まる際もスムーズに感じる」

「涼しくて快適、乗り心地が良い」

「クッションが良くて座り心地が良い」、

「車内はゆったりとしていて広く感じられる」

と、嬉しい声がたくさん挙がっています。

新しい車が来たことで、大人数で公園清掃に出

かけることが出来るようになりました！

今後も行動範囲がどんどん広がりそうで嬉しい

限りです。 (楠)

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・鴨志田）

編集後記

管理職に昇進して早や３ヶ月、順風満帆、酒とバラの

日々と思いきや、妻に第二子の妊娠が発覚！一応想定内

ではあったとはいえ、また子育てパパに戻るのかと思う

と心中は複雑。風呂に入りながら一人で唸っていたら、

居間から息子（５歳）のバカ笑いが。それを聞いてたら

どうでもよくなってきた。何とかなるよな。 （長門）


