
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講期間：平成 29年4 月17 日（月）～ 7 月26 日（水） 

開催日時： 月～金１３：３０～１５：３０ （一部１０：００または１０：３０～） 

受講定員： 各クラス １５名前後    学費： 無料 

※希望者多数の場合は、定員の都合により参加いただけない場合があります。ご了承ください。 

 

申込み方法： 受講申込み及びコース内容確認は、下記にご連絡ください。 

リカバリーカレッジ担当： 小林 Tel: 0422-34-2761（巣立ち会） 

E-Mail: sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 

ウェブサイト： http://sudachikai.eco.to/katudou/pia-support.html   
三鷹 リカバリーカレッジ 検索 

平成 29 年度春期 

三鷹市ピアサポート事業 

こころの元気回復市民講座 

「リカバリー」とは、「困難なライフイベント（疾患・障がい、離別、失業等）」を 

抱えながらも意義ある、満足のいく人生に立て直していくための概念です。そして、 

リカバリーカレッジとは、自分の人生をより豊かにするために、自ら主体的に 

こころの元気回復を目指す学びの場です。あらゆる立場の方が対等に学び合います。 

 

 受講生 ご感想 （平成 28 年度冬期より） 

『弱い私を皆さんが認めてくれて、そして応援してくれたことが

印象に残りました。』 ／「当事者研究」より… 

『自分で決意して高めていく、しゅくしゅくと。出来るかな、どう

かな、と不安だったけれど、「みなさんと話しているうちに」いけるよ

うな気持ちになっていました。』／「自尊心について」より… 

『立ち止まり、過去を振り返ることが未来のためになる。目の

前や未来への思いばかり募っていた自分に気が付きました。』/

「気分の波について」より… 

 

三鷹地域では三鷹市と社会福祉法人巣

立ち会が連携して、市の公共施設にて行

われます。講座内容には、 

①「リカバリーへの道」②「セルフケ

アの方法を学ぼう」③「こころとからだ」

のカテゴリーがあります。より豊かに生

きるための手助けとなる講座が満載で

す。多くの方々のご参加をお待ちしてお

ります。 
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リカバリーカレッジって何だろう？～受講前オリエンテーション～ 

4／19（水） 13：30～15：30 三鷹市市民協働センター （全一回）  

 本講座では、初めて受講したいと希望される方を対象に、カレッジで大切にしていること、講座内容・スケジュール、

登録方法などの説明を行い、road to recovery(リカバリーへの道)の第一歩を踏み出すための足がかりを目指し、み

なさまが安心して受講いただけるようご案内いたします。また、リカバリーカレッジ発祥の地である英国に昨年視察に伺

いましたので、その報告も併せてしたいと思います。すでに受講中の学生も参加しますので、楽しく語れる時間もとりた

いと思います。少しでもリカバリーカレッジにご興味がありましたらご参加してみてください。 

 

 意図的なピアサポート（Intentional Peer Support: IPS） 

宮本有紀（東京大学リカバリーカレッジチーム） 

6/16、7/7、7/14、7/21（金） 13：30～15：30 三鷹市市民協働センター （全四回）  

「意図的なピアサポート」（IPS）では、それぞれが抱えている問題や悩み事を中心にした会話ではなく、

新たな可能性に目を向けた、お互いにとっての学びや気づきを生み出すような関係を意図しています。IPS

は精神科分野でのピアサポートのあり方を求めて形作られてきたものですが、大切な人との関係における、

どのような場面の会話にも活かすことができます。そのような対話のあり方に触れてみませんか。 

※この講座は東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野・精神保健学分野とのパートナーシップにより提供されます。 

 

リカバリーに大切なアイテム探し ～障害年金編～ 

田尾有樹子（巣立ち会理事長） 

6／6（火） 10：00～12：00 みたかボランティアセンター （全一回） 

「リカバリーに必要なアイテム探し」～障害年金編～では、公的年金の中でもまだまだ知られていない障害

年金を取り上げたいと思います。これまで多くの障害年金の相談を受けてきた講師が、障害年金の受給に必

要な条件等をできるだけわかりやすくご紹介したいと思います。どんな質問でもお答えします。 

 

WRAP(元気回復行動プラン) 

5/23～7/25（火）(6/6,7/4休み) 13：30～15：30 （全八回） 

みたかボランティアセンター（6/13のみ 福祉コアかみれん） 

WRAPとは、困難なライフイベント（疾患・障がい、離別、失業等）を抱えていても希望を持ち、自分自

身の主導権を握り、行動プランを立てて、自分の人生の夢やゴールに向かって努力できる、そのことを普遍

化するべくアメリカの当事者たちが中心となってまとめたものです。 

WRAPはテキストなどを通じて一人で学ぶこともできますが、トレーニングを受けたファシリテーターが開

催する「クラス」に参加して学ぶことが奨励されています。このクラスでは、「WRAPファシリテーター養

成講座」を修了したピアと職員が協働し、計 8回のクラスを開催します。 

原則として全 8回出席が可能な方にお勧めしています。 

三鷹リカバリーカレッジ 講座内容 平成 29 年度春期 

 

①リカバリーへの道 （やりたいことのために） 



②セルフケアの方法を学ぼう（自分をいたわる、できることを増やす） 

 
どんなものかしら？私って 

4／28（金） 13：30～15：30 三鷹市市民協働センター （全一回） 

この講座では、心の病の体験を開示し、所定の研修を修了した＜ピア学習支援ボランティア＞が講師を務めます。 

私達は誰でも、元気に生きるために活用できる「良さ（資源）」を持っています。この講座では、お互い

を知りあうためのワークを通じて、「お互いの良さ（資源）」を探し合います。互いの良さを探し合う中

で、「本当はやりたいこと・本当はできること」が見えてくる感覚を味わってください。 

 

 

 

 

アサーション 

5/10(水)13：30～15：30 福祉コアかみれん、 5/17(水)13：30～15：30 みたかボランティアセンター（全二回） 

アサーションとは、周囲の人と気持ちの良いコミュニケーションを交わすための、考え方と方法のことです。 

自分の思いを相手に伝えるのには、少し勇気がいりますが、簡単なロールプレイなどを通して、皆さんで楽しく体験

できたらと思っています。 

ピアカウンセリング講座 

5/24～6/28(水) 13：30～15：30 福祉コアかみれん (全六回) 

ピアカウンセリングとは、同じ障害を持つ人たちなどが相手に対する傾聴（相手の話に丁寧に耳を傾けること）と情

報提供を行うことによって、当の相手が自分で自分の問題を解決していけるように支援することです。 

クラスでは、テキスト（ＪＨＣ板橋会発行）に沿って信頼関係づくりの演習、講義等を行います。演習は講座修了生

によるリーダーチームが行い、参加者と一緒に学習していきます。団体を超えた相互交流の機会にもなっています。

ぜひご参加ください。 

当事者研究ミーティング 

7/5～7/26（水）13：30～15：30 福祉コアかみれん(全四回) 

北海道浦河にある「浦河べてるの家」で生まれたプログラムです。 

このプログラムでは、当事者（参加者・メンバー）が抱える様々な生きづらさ、困りごと、ご苦労を、当事

者自身が仲間と共に、支援者とも連携しながら「研究する」（豊かな話し合いや行動の実験等）という視点

に立ちます。研究を通じて、ユニークな理解や対処法のアイデアを見出し、生活の中に新しい工夫を取り入

れたりすることが、研究の一連のプロセスです。 

各回、２時間程度のミーティングを開催します。  

病気の私、ではなく、病気は私の 

一要素です。私は、その他に 

いろんな要素や資源を持っています 

 



③こころとからだ 

 

 

 

 

みんなどうしてる？ 食事・運動・睡眠…からだの健康をめぐって 

東京大学リカバリーカレッジチーム(医師・看護師) 

5/12、5/19、5/26、6/2(金) 13：30～15：30 三鷹ネットワーク大学(全四回)  

からだの健康について一緒に考えてみませんか？この講座では、「食事」や「睡眠」、「身体を動

かすこと」、「ちょっとした身体（からだ）の気がかり」、「なかなか言われたように出来ないけ

れど、気を付けたほうがいいよねと思うこと」、「健康についてどんな人とどのように相談してい

くか」などについて、新しい研究結果を交えてみんなで考えてみたいと思います。この講座は、自

分自身のためにこれらに取り組むきっかけとなることを目指しています。 

＊この講座は東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野・精神保健学分野とのパートナーシップにより提供さ

れます。 

 

体すっきり！楽しく動いてみませんか 
千葉理恵（東京大学リカバリーカレッジチーム） 高原久美子（健康運動指導士） 

6/9（金）13：30～15：30 三鷹市市民協働センター (全一回) 

「いつもなんとなく体がだるい」、「運動は苦手だからあまり体を動かしていない」、「肩こりなど、気

になる症状がある」…そんな方はいませんか。 

この講座では、いつでも気軽に行えて、体が軽く、楽になるような簡単なエクササイズを、皆さんと一緒

にお話をまじえながら行ってみたいと思います。当日の体調に合わせて、無理なくご参加いただけます。 

＊この講座は東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野・精神保健学分野とのパートナーシップにより提供されます。 

のんびりアロマヨガ 

4/17～7/10(月)（4/24,5/1休み) 10：30～11：30 三鷹市市民協働センター（全１１回） 

ヨガには、こころとからだを調和する意味があります。一週間がはじまる月曜日の午前中にヨガを

はじめてみませんか。あまり負担のないポーズを通じて、こころとからだの調和を目指しませんか。

かすかに香るアロマも楽しみながら、ヨガでリラックスしましょう。    
       

 

 

 

 

 



 

 

クラス名 

教 室 場 所 

 

時 間 

 

日付 ＆ 曜日 

 
リカバリーカレッジって 

何だろう? 
三鷹市市民協働センター 13：30-15：30 

(全 1回) 

水曜日 

4/19 

意図的な 
ピアサポート（IPS） 

三鷹市市民協働センター 13：30-15：30 

（全 4回） 

金曜日 

6/16、7/7、7/14、7/21 

リカバリーに大切なアイテム探し 

～障害年金編～ 
みたかボランティアセンター 10：00-12：00 

  (全 1回) 

火曜日 

6/6 

WRAP 
(元気回復行動プラン) 

みたかボランティアセンター 

6/13 のみ福祉コアかみれん 

13：30-15：30 

（全 8回） 

火曜日 

5/23～7/25(6/6,7/4 休み) 

どんなものかしら？ 
私って 

三鷹市市民協働センター  13：30-15：30 

（全 1回） 

金曜日 

4/28 

アサーション ①福祉コアかみれん 

②みたかボランティアセンター 

 13：30-15：30 

（全 2回） 

水曜日 

①5/10  ②5/17 

ピアカウンセリング講座 福祉コアかみれん 13：30-15：30 

（全 6回） 

水曜日 

5/24～6/28 
当事者研究 
ミーティング 

福祉コアかみれん 13：30-15：30 

（全 4回） 

水曜日 

7/5～7/26 

みんなどうしてる？ 
食事・運動・睡眠 

三鷹ネットワーク大学 13：30-15：30 

（全 4回） 

金曜日 

5/12、5/19、5/26、6/2 

体すっきり! 
楽しく動いてみませんか 

三鷹市市民協働センター 13:30－15:30 

(全 1回) 

金曜日 

6/9 

のんびりアロマヨガ 三鷹市市民協働センター 10:30－11:30 

(全 11回) 

月曜日 

4/17～7/10(4/24,5/1休み) 

対象：原則として、三鷹市在住、在勤、在学の方 

  

教室場所 みたかボランティアセンター: 三鷹市上連雀 8-3-10第２分庁舎内  

三鷹市市民協働センター: 三鷹市下連雀 4-17-23   

福祉コアかみれん: 三鷹市上連雀 4-1-8 （四階） 

        三鷹ネットワーク大学: 三鷹市下連雀 3-24-3 三鷹駅前協同ビル３階 

＊会場へのお問い合わせはお控え下さるよう、お願いします。 

 

 

福祉コア 

かみれん 

みたかボランテ

ィアセンター 

三鷹市市民 

協働 

センター 

三鷹ネット

ワーク大学 

リカバリーカレッジ 平成 29年度 春期時間割 



 

リカバリーカレッジ 受講申込書 

 

日付   年  月  日 

 

リカバリーカレッジへお申込みいただき、ありがとうございます。 

当申込書は、リカバリーカレッジでの登録用に使わせていただきます。登録が完了致しましても、こちらからは

特にご連絡は致しませんので、当日直接会場へお越し下さい。 

 

お名前
フ リ ガ ナ

  

連絡先電話番号  

e-mail/携帯 e-mail  

 

下記、当てはまる箇所に○をお付け下さい。 

精神保健/福祉施設の 

サービス利用者 

ご家族、ご友人 精神保健/福祉施設サービスの職員、実

習生、その他 

 

ご希望の講座及び講座日を記入してください。 

 講座名 講座日 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

 

精神保健福祉サービス利用者、職員の方は、下記に施設の連絡先をご記入ください。 

施設名  

電話番号  

 

ご記入ありがとうございました。当申込書は、下記 e-mail にて送付、Fax、郵送、またはご利用施設の職員の

方へご提出下さい。 

※希望者多数の場合は、定員の都合により参加いただけない場合があります。その際はご連絡させていただきま

すので、ご了承ください。 

 

E-Mail アドレス:sudachi-kaze@sudachikai.eco.to 

郵送先：〒181-0014 東京都三鷹市野崎 2-6-42 巣立ち会 

TEL：0422-34-2761 FAX：0422-39-7781 

リカバリーカレッジ担当者：小林          

 

 



リカバリーへの道 (やりたいことのために) 

 

セルフケアの方法を学ぼう（自分をいたわる、できることを増やす） 

 

三鷹リカバリーカレッジ 平成 29年度年間講座予定 

 

秋期（ 9～12月 ）   

 
 

 

リカバリー入門 

リカバリーの実践に向けて 

リカバリーに大切なアイテム探しⅡ 

 

 

 

 

 

対人関係療法 

当事者研究ミーティング 

ピアカウンセリング講座 

 

 

こころとからだ 

のんびりアロマヨガ 

マインドフルネス 

三鷹歴史探索（仮） 

アロマテラピーとタッチングケア 

みんなどうしてる？（パート２） 

 

 

 

 

 

 

 

冬期 ( 1～3月 ) 
 

 

 

WRAP(元気回復行動プラン) 

ピアカウンセラー養成研修会 

リカバリーに大切なアイテム探しⅢ 

 

 

 

 

 

エンカウンターを体験してみよう 

当事者研究ミーティング 

リカバリーと音楽 

 

 

 

 

 

のんびりアロマヨガ 

みんなどうしてる？（パート３） 

 

 

 

 

*追加、修正のある場合は別途ご案内致します。 

 

三鷹市ピアサポート事業こころの元気回復市民講座 

三鷹リカバリーカレッジ 
連絡先： 

社会福祉法人巣立ち会 担当：小林 

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 2-6-42 
TEL 0422-34-2761 FAX0422-39-7781 


