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新年を迎えて
巣立ち会

田尾有樹子

やはり巣立ちの１年は忙しい、それが誰もが思

あけましておめでとうございます。

う実感でしょう。私は昨年３月に、それまで教員

新しい年を迎えるにあたって、昨年を振り返る

を勤めていた学校の方を辞めました。残りの人生

と、いろいろなことがありました。

を巣立ちに専念するためです。教育も大切ですが、

２月には、こひつじ舎の中にルポゼといううつ
病復職支援の新しいプログラムを導入しました。

実践モデルを作っていくことも大きな意味があ

４月には、やはりこひつじ舎で厨房が完成し、

ると考えています。そのために、与えられたチャ

お弁当屋に向けての事業の準備を開始しました。

ンスや今後の精神保健福祉に必要だと思ったこ

５月には、巣立ちホーム三鷹第２のアパートを

とは躊躇せずにチャレンジしていきたいと思う
のです。

建ててもらい、シェアリングハウスＴＨと命名し、
８名の入居者を迎えています。そしてほぼ同時期

昨年はもう一つ、厚生労働省で行なわれた｢今

に巣立ち風の転居のための新しい建物を取得す

後の精神保健医療福祉のあり方等検討会｣が９月

べく、施設整備のため、土地を購入して新しい建

で終わりましたが、その委員をおおせつかって、

物を取得するための準備に入っています。

参加させて頂きました。１年半に及ぶ長い検討会

６月には早期介入・早期支援のための「ユース

でした。精神保健医療福祉のこと全般について話

メンタルサポートＣＯＬＯＲ」を立ちあげ、活動

し合うため、それでも十分に論議が尽くせたとは

を開始しています。

思えない検討会ではありました。
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大きな議論の山場は、今後の精神病床をどのよ
うにしていくかということでした。この先、統合
失調症の長期入院者は積極的な働きかけがなく
ても高齢化による自然減で病床が減ることが予
想されます。これも私には悔しいことで、直近で
もっと社会資源が増えて、地域移行が何万か見込
まれるような現状になってほしいのですが、そう
した大きな目標数値は挙げられませんでした。
この高齢者の問題に対して、現在は老人、特に
認知症の高齢者が入所する施設が無く医療難民
となっているという問題があり、その需要を精神

巣立ち会発足の経緯等から、これまでは「社会

科病院で吸収しようという議論がありました。多

的入院の解消」が事業の一番の柱になっていまし

くの反対もありましたが、この問題は「認知症の

た。しかし昨年始めた事業は、一つはそれ以外の

実態調査を待って考えていく」と棚上げにされた

疾患であるうつ病へのサービスです。また、もう

形です。空いた病床を認知症の高齢者で埋めると

一つの早期支援に関しても、結局長期慢性化した

いうのは、私にとっては全く納得できないことで

人たちを見てきて、「このようにならないための

す。

日本の医療システムのパラダイム転換がなされ
なければならない」という結論を私なりに持ちま
した。
早期発見・早期介入で、今巣立ちで行なってい
る重症化・再発を防ぐ三次予防ではなく、明らか
な発症を抑えるような一次予防が出来れば、こん
なに利用者にとっていいことはないというのが
たどり着いた結論です。どこまで可能かどうかは
未知数ですが、何とかモデル事業の指定を受けて、

ともあれ、私にとっては大変貴重な機会を与え

続けて行なっていきたいと思っています。

て頂いたと感じております。多少なりとも国の政

「夢は持たなければ、そして言葉にして人と共

策決定に関与できるということは大変光栄なこ

有しなければ実現しない」、私の持論です。何時

とであり、重要な機会でもありました。自分が発

もいつも夢を見ているようですが、それでも振り

言した内容を踏まえて、この国がどのような選択

返ってみると少しずつ何かが変わってきていま

をしていくのか、今後もじっくりと見定めたいと

す。この僅かな変化を大切に、この１年も足元を

感じています。

見ながら着実に過ごせたら、いい年になるのでは

さて、昨年の振り帰りが長くなりましたが、今

ないかと考えています。

年をどんな年にしていきたいか?

皆様のご協力・ご理解・励ましをいただければ

まずは、昨年始めたことに中身を加えて充実し

大変うれしいです。

たものにしていきたい、というのが今一番大切な

どうぞこの１年もよろしくお願い致します。

ことかと考えております。
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新年の各所紹介
巣立ち風は、巣立ち会で最初に開所した作業所

①巣立ち風
また、巣立ち風

です。皆さんに「自尊心を持って、助け合える仲

独自の仕事に、か

間と共に、地域で安心して生きがいを持って生

なり本格的な清

活」していただく為に、自立生活のための場所と

掃を行う“清掃プ

機会を出来るだけ多く提供し、作業所での生活や

ロジェクト”があ

日常の生活全般の相談にものり、利用者からの要

ります。

望に一つでも多く応えられるよう、日々努めてい

お掃除の専門

ます。

家の指導・研修を
受け、技術を身に
つけたメンバー
が、ハウスクリー
ニングやエアコンの高圧洗浄、ポリッシャーを使
ったフロア清掃等の仕事を請け負っています。
立ち上げから４年目をむかえた現在では、不動
産業者から個人宅、地域の店舗、又市役所や病院
のワーカーの方を通じての依頼まで、多くの方面
からお仕事をいただけるようになり、「巣立ち風
清掃プロジェクト」の名前がやっと定着してきた

清掃プロジェクト（窓を外して水洗い）

感があります。何件ものハウスクリーニングをこ
巣立ち風では仕事として、商品の袋詰め、柔軟

なしてきた自信に満ちたメンバーの仕事ぶりは

剤シートの折りから箱詰めまで、自動車部品の加

大変頼もしく、不動産業者の方から清掃チーム拡

工、ボール盤を用いたプラスッチク製品の加工、

大を期待する声もいただき、今、第二チームの育

チラシ折等、また最近新たに依頼を受けた自動車

成、起動に向けて力を注いでいるところです。

部品のパッキン貼りやビニール袋の汚れをチェ

他にも、病院での出張作業や、病院、地域に出

ックする作業等、さまざまな内職作業を行ってい

向いて自身の体験を語る出張講演にも多くのメ

ます。

ンバーが参加し、利用者、施設の社会参加の促進、

その他にも、三鷹市内の公園清掃や除草作業、

利用者自身のエンパワメントの発展に努力して

工賃計算の事務作業もあり、各々の能力を得意分

います。これら巣立ち風の活動が、地域、ひいて

野で活かし、役割分担をしながら仕事を行ってい

は社会全体からのより深い理解につながること

ます。

を期待しています。

地域のイベントでは、メンバーが腕をふるった
焼きそばや豚汁の販売により活動の場を広げ、好
評をいただいています。
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②巣立ち工房
巣立ち工房は、“その人らしく楽しく過ごせる場

います。
生活のリズムをつくる、仕事をする、健康を維持す

所”をモットーに日々活動しています。
平成７年１１月に開所して以来、緑あふれる地
域とアットホームな雰囲気の中で、利用者の豊か

る、皆と話をするなど、巣立ち工房は様々な目的を持
って通う皆にとっての“居場所”になっています。

な地域生活の一助になるよう作業所を運営して
販売活動
陶芸教室・展示販売

地域のお祭りやﾊﾞｻﾞｰ、病院や大学の文化祭など

陶器作りは益子焼きに取り組んでいます。

様々な催しに参加し、販売活動を行っています。

土の味を生かした素朴な焼き物です。
巣立ち工房のほか、地域の店舗での展示
販売もしています。
内職作業

自主製品

チラシ折り作業、DM 作業、箱の組み

布巾、レース編み、ヘアゴ

立てなど様々な内職作業を行っていま

ム、あみぐるみなど様々な

す。役割分担をしながら、納品までみん

物を手作りし、陶器と一緒

なで力を合わせて行います。

に工房と地域の店舗で販売
しています。

皆で楽しく過ごしてます！

公園清掃
三鷹市から委託を受けた公園
清掃の他、除草作業にも参加
ます
レクリエーション
散歩、茶話会、外食、ヨガ教室など、季節
の行事や旅行などを行っています。

障害者自立支援法への移行に伴い、工賃アップ

スケジュールや仕事の予定を確認するほか、レクリ

を目指してこれまで以上に仕事も頑張りつつ、仕事

エーションの希望や案などを出し合って決めたり、

の合間には「一息いれようか？」と茶話会を開いた

わからないことや困っていることを相談しあったりし

り、野川公園の四季を感じながら散歩をしたり、体と

ています。

心のバランスを整えるためのヨガ教室を毎月開いた

見学者や実習生などが来ると全員参加の座談会

り、毎日作業の終わりには「ひまわり体操」をしたり

や振り返りの会を開き、ひとりひとりから自分の経

と、「工房らしさ」も忘れずに活動を行っています。

験に基づいたアドバイスや温かい励ましの言葉を

また、毎日朝と昼に行われる１日２回のミーティン

送っています。

グは仕事としてメンバー全員が参加し、一週間の

7
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③こひつじ舎
「こひつじ舎」は平成１２年８月に開所した巣立ち会３ヶ所目の作業所です。
内職作業などを主として活動をしている「こひつじ舎」と、うつ病専門復職支援を
行なっている「ルポゼ」の２つで成り立っています。
こひつじ舎の仕事
こひつじ舎の１日は、ミーティングから始まります。

＜厨房＞

作業内容の確認や今日の気分を簡単に発表する

←おいしいお弁当を
作っています。

「気分調べ」などを行います。多いときは５０名近くが

今後は配達も行う

ミーティングに参加し、朝からにぎやかです。

予定ですのでお楽し
みに…

←ダイレクトメー
ルの封入や発

お弁当

送作業を行って

おいしいよ★

います。

←青果市場で野菜の
↓病院に日用品や嗜好品の配達を行ったり、病

計量や袋詰めを行っ

棟で販売を行ったりしています。

ています。
冷蔵の倉庫内での
作業なので、上着は
欠かせません。
その他にもマンション清掃、ケーキ作り、
出張講演、ポスティングなどいろいろな
仕事をやっています。
＜行事＞
１月 新年会
４月 お花見
６月 バーベキュー
７月 愛のふれあいコンサート
８月 ビアガーデン
１１月 一泊旅行
みんな仲良く、支えあって日々

１２月 クリスマス＆忘年会

を過ごせるアットホームなところ

その他…商店街のお祭り、バ

です。ぜひ遊びに来て下さい!!

レーボール大会、運動会 etc

7
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④グループホーム
巣立ち会には８つのグループホームがありま

年に一回、贅沢な外食をしたり、花見やクリス

す。入居メンバー、世話人にもそれぞれ個性があ

マス会等のイベントも行っており、イベントの時

り、ホームの雰囲気も様々です。滞在型か通過型

はいつもより豪華な献立とお酒で、日頃の仕事の

という形態によっても日頃の支援や取り組みが

疲れを癒し、明日からの鋭気を養います。笑顔の

異なります。

絶えない食卓です。
（渡邉）

今回は、夕食会の様子や新たに加わったメンバ
ーやグループホームを卒業したメンバーの声、世
＜巣立ちホーム調布第２（通過型）＞

話人の日頃の支援や思いなど、各所から盛りだく

定員６名

さんでお伝えしたいと思います！

入居者数５名

＜巣立ちホーム調布第３（通過型）＞

（数字は１２月１日現在）

定員６名

入居者数５名

巣立ちホーム調布第２・３では、今年度はＧＨ
卒業、新規入居の方が多く、２名の方が新しく入
居されました。
９月に入居された矢嶌さんは「退院して自由が
増えた。特に帰る時間や寝る時間が決まっていな
いのがいい。」と、ＧＨでの生活を楽しんでいる
ようです。
困った事があれば隣のメンバーが助けてくれ
巣立ちホーム（前面道路がすっきりしました）

たり、相談に乗ってくれたり。慣れるまで何かと
不安も多い一人暮らしも、周りに心強い仲間が多
いので、安心して楽しく暮らせると思います。

＜巣立ちホーム（通過型）＞
定員６名

（遠藤）

入居者数５名

＜巣立ちホーム調布（通過型）＞
定員５名

入居者数４名

巣立ちホーム・巣立ちホーム調布では毎週月・
木に合同で夕食会を開いています。皆で心のこも
った温かい料理を囲んで賑やかに過ごしていま
す。中にはホームのメンバー外の参加者もおり、
ＯＢもよく参加してくれています。当日１４時ま
でに連絡をしてくれれば誰でも参加できます！
お風呂とトイレ付１K の部屋です（調布第３）
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＜巣立ちホーム三鷹第２＞
定員 21 名

入居者数 21 名

〜グループホームの仕事について〜
巣立ちホーム三鷹第２の世話人をしています。
主な仕事として、利用者の皆さんの困りごとや分
からないことの相談を受け付けています。相談内
容によっては、社会資源を紹介したり、必要なサ

夕食会の様子

ービスを受けられるよう支援しています。

「いただきます」の後は、皆食べるのに夢中に

しかしながら、相談を受け付けている、と言っ

なって、一瞬の静寂が訪れます。でも、すぐにま

てはいるものの、実際は利用者の皆さんの方が地

たにぎやかになり、笑い声が絶えません。

域に精通しているというのが現状です。「あそこ

調布第４は、４つのアパートから数部屋ずつ借

の銭湯は夜行くとすいている」「あのスーパーは

りたサテライト型のホームで、一人暮らしと大差

木曜日が特売日」など、いつも皆さんから情報を

ない生活をしているため、皆が集う夕食会の時間

いただいています。皆さんから教えて頂いたこと

をとても大切にしています。（長谷川）

を蓄積しつつ、皆
さんに少しずつ
＜巣立ちホーム調布第５・第６（通過型）＞

お返ししていけ
るようにと思い
ながら、日々奮闘
しています。

第５：定員７名

入居者数６名

第６：定員６名

入居者数４名

H１８年３月の開所以来、通過型であることを

（清澤）

念頭においた支援を行ってきたことで、既に数名
のメンバーさんがこのホームを卒業し、地域でそ
＜巣立ちホーム調布第４（滞在型）＞
定員 14 名

れぞれのペースで生活を楽しんでいます。

入居者数 12 名

巣立ちホーム調布第５・第６からは、卒業して
元気に一人暮らしを送っているメンバーさんの

夕食会（週２回）の様子をご紹介します。

声を紹介したいと思います。今後も、メンバーさ

夕食会は６時開始ですが、４時すぎには、一人、

んそれぞれが自分らしい暮らしを実現できるよ
う応援していきたいと思います。
（濱井）

また一人と交流室にやってきて、会話に花が咲き
ます。難しい政治の話から芸能人のゴシップ、今
日の夕食会メニュー等々。１２名のメンバーと卒

グループホームに約３年半居ました

業生も加わり、１２畳の畳部屋は笑顔で一杯。

けど、食事会でグループホームのメンバ

女性メンバーは盛り付けに配膳に大忙し。盛り付

ーと顔が会うと懐かしくなります。

けは量ったように正確なのに、少しでも多いお皿

これからは一人暮らしなので健康に

を選ぼうと真剣な眼差しでじっとみつめている

気を付けて行きたいと思います。
（S.H）

男性メンバー達。
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厚生労働副大臣の細川氏が視察にいらっしゃいました
去る１２月９日（水）午後に、厚生労働副大臣である細川律夫氏が、巣立ち会に
視察に見えました。
巣立ち風には各作業所・グループホームから２２名のメンバーが集合し、副大臣
をお迎えしました。メンバーからは「自立支援法は今後どうなってしまうのか？」
といった現実的かつ素直な質問が飛び出し、それに対して笑顔で答えて下さる副大
臣に、多くのメンバーが安心したようです。
他にも、うつ病の方の復職支援を利用して復職を果たしたメンバーからは、こう
した福祉制度を広く周知する必要性や、日本の福
祉施策のあり方など、体験にもとづいた意見が出
されました。
巣立ち会が長年取り組んできた退院促進に加
え、復職支援や若い方の早期支援など、これから
我々が進めていく新しい課題についても耳を傾
けていただき、大変良い機会となりました。今回
の視察が今後の国の障害者福祉施策に少しでも
お役にたてますことを願っております。（林田）

大勢の利用者の声に耳を傾ける細川氏（左から 2 番目）

シンポジウムを開催します
どちらも、相談は随時受け付けております。お

度々ご紹介してきました通り、当会では今年度

気軽にご連絡下さい。

より２つの新規事業を始めております。

（なお、
「うつ病支援」
「精神疾患の早期支援」を

一つがうつ病専門の復職支援「ルポゼ」で、も

テーマにしたシンポジウムを実施します。詳細に

う一つが若年層の精神疾患の早期支援を目的と

つきましては、同封のチラシや当会のホームペー

した「ユースメンタルサポート Color」です。

ジ等をご参照下さい。
）

編集後記
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広報委員会（長門・鴨志田）

相変わらず年が明けてもぱっとしない生活だが、
まあ仕方ない。なので新年のアホな夢想です。もし
「全国精神保健福祉士餃子＆ビール選手権があっ
たら！」優勝まではいかなくても、かなりいい線は
いくと思う。あ、考えただけで楽しくなってきた。
だれか実現させてくれないかな。なんて。（長門）
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