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「一番長くグループホームに携わってきました」 

特定非営利活動法人 たま・あさお精神保健福祉をすすめる会 理事 市川悦子 

 

1996 年 12 月、柿生のマンションに「生活ホーム あんじょうやりや」が開所しました。縁あっ

て入居者の兄さんたちと夕食を囲むようになって 20 年。少々サバを読むと人生の半分を SKY で

過ごしたことになります。会えば笑顔で声をかけてくださる多くのメンバーさん、各事業を支えて

くださった地域関係者の皆さん、つたない私を一員とし数々の難問を共に乗り越えてきた役職員の

皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

また、法人本部時代、この総会の季節に感じてきたこととして、SKY 会費の郵便振替通知のご

署名を見るたびに、それぞれの思いで SKY を支えてくださっている会員お一人お一人がおられる

ことをありがたく感じてまいりました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。 

一番長くグループホームに携わってきました。発足当時は精神障がいを主とする施設も少なく、

小さなグループホームでできることを、と独自事業の地域夕食サービスを積極的に展開した時期が

ありました。現在は地域相談支援センターもでき、アパートで一人暮らしをしながら訪問看護やホ

ームヘルプサービスなどを利用するスタイルも定着しました。そこで、SKY のグループホームは

「支援付き住居」という位置づけをより進め、基本的に共同性を求める人を利用の対象としていま

す。グループホームでは個別支援計画をつくるために、ご本人の目標や夢を共有していますが、希

望や意欲などは一人きりでは湧いてこないこともあります。職員や他の入居者との関係の中で、や

りたいことに気づいたり、小うるさい職員につきあってやってみたら案外よかったりすることもあ

って、希望やキッカケは、そんな関係の場で生まれるものでもあることを大事にしたいと考えてき

ました。少人数の仲間や職員との関わりの中で経験した信頼関係や人付き合いのコツが、新たな

人々、新たな支援者との関係を結んでゆく力になって、グループホームの外にも安心して過ごせる、

暮らせる場が広がることを願って支援をしています。 

NPO 法人として事業を継続していくためには、これまでみんなで「振り絞って」きた力を、み

んなが幸せな気持ちで出し合っていくための仕組み・枠組みづくりが課題だと感じています。今後

ともご支援ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 
かながわピネル賞を受賞しました 

平成 28 年度「かながわピネル賞」を SKY が受賞し、12 月 9 日表彰式 

が行われました。かながわピネル賞は、平成 3 年度に神奈川県精神保健 

福祉センターが受賞した「保健文化賞」の受賞を記念し賞金等を基に創 

設され、神奈川県における地域精神保健福祉に寄与する取り組みに対し 

て授与される賞です。（写真は、三橋理事長と元 SKY 理事の金森氏） 

 



 

JR 東日本との地産地消メニューでますます人気沸騰の多摩川梨ジャムが、なん

と今度は中学校給食の献立に採用されました。そんな夢のような話が舞い込んで

きたのは昨年の 11 月。東橘中学校栄養教諭の富田先生より「かわさき育ちのものを

使いたいと考えていて、新聞などで多摩川梨ジャムを知り、ぜひ中学生に食べさせ

たい」とお話がありました。川崎市では平成 29年 1月から、東橘、犬蔵、中野島、はる

ひ野の 4 校で中学校給食がスタートするということで、計 3000 人分という大型注

文でしたが、大変光栄なお話にメンバーの皆さんもスタッフも、喜んで受けることを

決めました。メンバーの中には母校だという方もいて、とてもうれしそうな姿が印

象的でした。梨ジャムは、はっぴわーくの紹介とともに２校ずつ 1月 30日、31日に提

供され、とても美味しかったとの報告を写真とともにいただいたので、皆さんにも

お伝えします。私たちが作った梨ジャムが、川崎に住むたくさんの子供たちに給食と

いう形で食べてもらえたことは、本当にうれしい出来事でした。 

JR とのコラボに引き続き、この大きな挑戦を無事に終えることができ、私た 

ちにとっても大きな自信となりました。これからもこの経験と地域との繋がり 

を大切に、お客様に喜んでいただけるジャムを一生懸命作っていきたいと 

思っています。 

 

 

 今年のお正月明けの 1月 5 日、はっぴわーくに出勤するとポストの中に洗っ

たジャムの空き瓶（リサイクルで集めています）とお手紙が入っていました。封

筒を開けてみると、なんとまぁ！かわいいイラスト入りのメッセージ。「今まで

食べたジャムの中で一ばんおいしいぐらいとてもおいしかった」というその内

容にも感動し、皆でまわして読みました。新年早々嬉しい出来事に元気をもら

い、はっぴとしても感謝感激で、うれしくて通信の記事にしようと思ったので

すがお知らせしようにも連絡先が書いてなかったのであきらめていました。 

そんな中、ジャムのお客さんとして一人の女性がいらっしゃいました。その

方が「以前、うちの孫がこちらにお手紙を書いたみたいなのですが…」と一

言。まさにこの女の子のおばあちゃんだったのです。晴れてご承諾いただき

記事にすることができました。通信が完成したら皆のメッセージとともに送ろ

うと考えています。（女の子のお名前は伏せさせていただきました） 

 

 

 

献立内容…白パン、多摩川梨ジャム、マカロニグラタン、ひじきのサラダ、牛乳 

 









百合丘地域生活支援センターゆりあす 
みなさん、こんにちは。ゆりあすは今年で１０年目を迎えることができました！ 

今回はゆりあすで行われている活動の数々を「ゆりあす年表」にしてご紹介したいと思います 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆりあす年表～ゆりあすの一年間～ 

お花見 

書道 

法律相談会 

花火大会 

バスレク～横浜中華街・マリンタワー～ 

北リハフェスタ 

麻雀大会（年２回開催） 

クリスマス会 

ランチタイムコンサート（年３回開催） 卓球大会 

就労ミーティング 

スライドショー 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月

１１月 

３月 

１月  

昨年より新プログラムが 

      スタート！ 

食べて飲んで歌って♪ さぁ、１年の始まりです 

ゆりあす縁日オープン！ 

輪投げ・的あて・射的 

パターゴルフ・カラオケ 

高得点で豪華景品ゲット！？ 

マッシーと遊ぼう 

（奇数月第 4土曜日） 

毎回テーマを決め写真を投稿し、みんなで褒め合う会。 

優秀作品には豪華景品が送られます！！ 

サイコドラマで踊って 

歌って笑顔になる 

安心できる楽しい 

グループワークです 

ゆりあす麻雀クラブ 

交流はもちろん 

頭の体操と脳の活性化にも 

なり健康的でオススメです！ 

4行 

合唱クラブ「ゆりあーず」毎週水曜日活動中 

年１回の発表を励みに日々みんなで楽しく歌っています♪ 

食堂をホールに、弾き語りやピアノ演奏など 

素敵な音楽で午後のひとときを♪ 

１２月 

＊ここでご紹介した内容はほんの一部です＊ 

もっと知りたい！！という方はこちらまで 

http://www.sky1995.com/ （HPにて毎月の予定公開中） 

にてえ 

９月 

１０月 

２月 

どんど焼き 

新百合ヶ丘ツリー 

街中に咲くひまわり 

（年６回開催） 

優勝したぞ！！ 

優勝チームは 
  作戦会議も真剣!? 

乾杯～!! 

http://www.sky1995.com/


リレートーク vol.11 吉岡 育美 ゆりあすクイズ！！ 

問題 1 ゆりあすの名前の由来はなんでしょうか？ 

①百合丘の明日を ②YURI-US（百合丘の私たち） 

③ ゆかいで りっぱな あなたが すき 

 

問題 2 ゆりあすのランチはいくら？ 

①300円 ②400 円 ③500 円 

第５回全国ピアスタッフの集い 
H28.11.12-13 in 県立保健医療福祉大学 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

地域相談支援センターひまわり 

情報発信局 ひまわりレーダー 

 平成２８年６月に政府で閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」。その中で、『地域共生社会』

を目指すことが掲げられました。地域共生社会とは、あらゆる住民が役割を持ち、公的サービスと協働

して支え合いながら暮らすことのできる地域のこと。その実現には、①『他人事』になりがちな問題を

住民が『我が事』として捉えること、②公的サービスを現状の『縦割り』から『丸ごと』に変革するこ

とが重要と謳われています。 

   「我が事」「丸ごと」って？？ 

かつての日本は「遠くの親戚よりも近くの他人」のことわざにもあるように、住民同士の助け合いが

当たり前でした。核家族化・共働きの増加など社会は大きく変化し、助け合い精神や地域のつながりが

薄れ、地域で果たせていた役割を公的サービスが代替する時代になりました。 

しかし、障害分野・高齢分野・育児分野などサービスが整うにつれ、いわゆる「縦割り」サービスの

弊害である「制度の狭間」の課題が出てきました。生活課題は複雑化しており、縦割りではない『丸ご

と』のサービスが求められているのです。 

また、地域のつながりが薄れた結果、「社会的孤立」の課題が出てきました。高齢者・障害者・子ど

も…あらゆる住民の生活基盤は地域です。身近で起こった問題を他人事ではなく『我が事』として捉え、

支え合いながら暮らせる地域づくりが重要となっています。 

「支え手」と「受け手」という従来の福祉のあり方からの転換…今年の夏を目途に検討を続けるそうで

す。ひまわりは障害や年齢に関係なく相談のできる場所です。今後も、人と人、地域と人をつなぐお手

伝いができるよう「丸ごと」の支援に取り組んでまいります。 

ピア活動の報告 

あなたは猫派？それとも犬派！？ 

ここ最近、猫人気が犬人気を上回り空前の猫ブー

ム！！巷にはかわいい猫グッズが溢れ猫カフェ

も人気ですね。犬派の私はこの現象がとても羨ま

しい。ちなみにこれまで２匹の犬を飼ってきたの

ですが、我が家に来るワンちゃんたちは何故かＢ

ｉｇになる傾向が…。今はペットが飼えないので

いつかちっちゃくてかわいいワンちゃんがほし

いなと夢見て、写真を眺め我慢の日々です。 

当事者研究って 
難しいな・・・ 
自分の苦労ネーム、何
にしようかな？ 

ピアを始めた 

きっかけ等を話してきました。昼に 

皆で海で弁当を食べてきました。 

第 8回ピア活動地域交流会 

クイズの答えは

このページの 

どこかに隠れて

いるよ！ 

Ｈ29.3.14 inエポック中原 

年に１回市内のピア活動を 
している方と交流しています。 

ゆりあすクイズの答え：問１①②「あす」には２つの意味が

あるんです！知ってましたか？問２①美味しいと評判です 



◎メンバーの声◎ 

はじめやり始めた時は糸が吊ってしまったり、粗い生地から

糸を出さないように縫ったり、工夫するのが大変でした。 

細かく縫うのが難しいですが、出来上がると達成感があっ

て、嬉しい！ 刺繍糸の色を選ぶのが楽しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刺繍入りぞうきんを 

バザー等で販売しています！ 

☆パサージュたま☆ 

☆きたっぴぃ☆    など。 

ぜひ手に取ってみてください。 

お待ちしております! 

きた作業所の“刺繍入りぞうきん”とは…？ 

雑巾生地に鉛筆で下絵を描き、刺繍糸で一針

一針、丁寧に縫っています。 

「ぞうきんとして使うのがもったいない！」と 

言われるほど、 

皆さんが仕上げる刺繍はとてもきれいです☆ミ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

金・土曜日 11：00～16：00 OPEN!! 

レモングラスごはんのカレーライス 500円・ハーブバターがたっぷりの

自家製トースト 350円・シフォンケーキなど季節のデザート 400円・

ハーブティー各種 300円など…  ・駐車場、車いす対応トイレ有 

「皆様のご来店をメンバー・職員一同お待ちしております！！」 

心をこめて準備しています！ 
私たちは、毎週金・土曜日に喫茶店「ハーブカフェ ららら」を営業しています。 

お客様に喜んで頂くため、各プログラムのメンバーが様々な取り組みをしています。 

園芸：暑い日も寒い日もハーブガーデンの手入れは必須。販売用の 

ハーブ苗や店内に飾る花のプランターも準備します。 

調理：美味しい！の一言のため、野菜のカットサイズにもこだわります。 

    お得意様にも楽しんでいただけるよう新メニューも開発します。 

ハーブティー：0.1g単位の調合で味を追求し、素敵なティータイムを 

演出します。 

クラフト：らららならではの商品を用意しました。お買い物も楽しんでください。 

クッキー：お土産にはぜひこれを。変わらない伝統の味を継承しています。 



 

  

 

SKY メンバーの日常を切り取ったホットな投稿をお送りする「みんなの広場」。 

今号も素敵な作品がたくさん集まりました！お楽しみください★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくらスタジオ K 

実は、自動車をよけながら撮った写真です。 

ゆりあす 井上 幸男  

「君に逢えたら・・・」 

春の色が 街を彩る  

道行く人々の 足取りさえ軽く  

時を待つのは たやすい事だから 

何かが始まる ときめきがいいね  

夢は熱く その胸で燃えているか  

日々の暮らしに 流されてはいないか 

昨日までの しがらみを解き放つ  

素直に振る舞う 風がそよげば  

明日が輝く すべてはひとつ   

君に逢えたら 君に逢えたら  

君に逢えたら 君に逢えたら  

 

春の空に 想いが駆ける  

あなたの優しさが 心に満ちてくる   

僕は陽気な 淋しがり屋なのさ  

口笛を鳴らす 癖が治らない  

愛は強く 切なさを越えているか  

見えないものに 立ち向かっているか  

安らぎを探す 遥かな旅  

つまづいてしまう 僕を許してくれ  

少しは大人に なれたはずだよ  

君に逢えたら 君に逢えたら  

君に逢えたら 君に逢えたら  

カンタービレ 夢常甚足  

「不倫の女」   

こんなに好きなのに 好きと言えない僕 

 僕はあなたのくちびるをうばいたい 

 そっと吸って貴女の目を見る 

 貴女は泪を流していた 

 そっと泪はほほをつたって消えていった 

 その時貴女を グット引き寄せ だいた 

 泪は止まらなかったが 僕は悪いことを 

 しているのかと思った 

 そうではないと信じたかったが 

 止まらない泪を 流れている泪を見て 

 罪悪感におそわれた 僕は何をしているか 

 自問自答したがわからない 

 僕は逃げた どれだけ逃げたかわからない 

 僕は泣いた 泪が止まらなかった 

 わからない女 気持がまったくわからない 

 もう二度と逢えないと想うと 

 泪が僕のほほを流れ消えていった 

 

があでん・ららら コロリン 



 

「みんなの広場」では、みなさんの投稿を募集しています。写真、絵以外にもエッセイや詩など、 

ぜひ作品の一言コメントも添えてお寄せください。お待ちしていまーす♪ お問い合わせは職員まで 

ゆりあす 堀部 敦 「内田勘太郎さんと」 

東京・狛江のライブスペース  

add 9th（アドナインス）にて。 

2000 年 7 月 22 日。一応言っとくと 

憂歌団（ゆうかだん）のギタリストです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくらスタジオ 沢 紀一 「自画像」 

何としても芸術の意識だけは失いたくない。 

紙ひこうき 武ちゃん「一番機発進‼」 

 

 

 

 

 

があでん・ららら ももいろめがね 

「目の覚めるような黄色の菜の花畑。 

小さい春をみつけました。」 

 

ゆりあす マルコ   

県立高根森林公園。名前は女の子のタカネちゃん。

男の子のひがしくんです。 

 

「going my way」 紙ひこうき 色羽匠 

私は生きたい 自分の人生を  

よりよい社会を作ろう 

不正義を無くそう 終わらせよう 

努力しても思う様にいかず壁に囲まれ動けない 

目標があるから進めるんだ  

夢があるから超越できる 

苛立ち迷いは真剣な証拠  

照れくさくて中々言えないけど 

仲間が支えてくれる ならば一歩踏み出そう 

誰でも最初は怖い 何もしないで後悔するより 

何かをして後悔した方がいい 

諦めない 今までもそうしてきたように 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川崎きた作業所 井関 久美 



SKYtter    SKY 職員のつぶやき～ vol.２ 

 

原稿の依頼を受けてから、何を書こうかと思いをはせていましたが、浮かんでくるのは「つれづれなるまま 

に…」のフレーズ。そこはかとなく書いてみようかと思います。 

ここ数年で好きな会話。年齢あるある。この年になるとどこかしら調子が悪い。そんなこと 

を同年代の方と共感できるのが楽しいです。今は右の肩。理由もなく痛みます。そして朝 

の気持ち悪さ。これは夜の食べ過ぎが原因です。少し前には指にしびれがあって、これは 

少し怖くてネットで調べたりしていました。…そんなわけで、いくつか独自の健康法を行っ 

ています。まず、朝やるのが「肩倒立」これは毎日続けています。これをやってから、動悸 

が改善しました。週末にはヨガを 30分ぐらいでしょうか、気になる所をほぐします。これを 

さぼると、肩こりがすぐ出現。そして気になるのが、頭の老化防止！！ちょいちょい私大丈 

夫かな？と思うエピソードがあるので、ＴＶで見たカマンベールチーズの認知症予防効果 

を信じ、2～3日に 1回食べています。効果のほどはわかりませんが、好きな食べ物でもある

ので、続いています。 

そんなわけで、「つれづれなるままに…」書いてみたら、私の健康法になったという結果でした。なんといって

も体が資本。よく食べ、よく寝て、よく動き、いきいきと働いていきたいなーと思う今日この頃です。 

 

FROM: はっぴわーく・ 

川崎きた作業所  嘉門さん 

■委員会報告 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 広報委員会より ＜ＳＫＹホームページのご案内＞ 
ＳＫＹホームページでも様々なイベント情報や活動について「新着お知らせ」にアップしています。 

ぜひ、ＳＫＹホームページ http://www.sky1995.com/ に遊びに来てください！ 

■新職員紹介と異動報告 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 はっぴわーく 佐野航太さん 

３月からはっぴわーくに勤務をしている佐野航太と申します。海外生活をするという挑戦を終え、これからは仕事

という場でまた新たな挑戦をしていきたいと思っています。楽しむことを忘れずに頑張りますので、これからよろ

しくお願いいたします。 

 ひまわり・ゆりあす 八木聖香（みか）さん 

3月 27 日からひまわりとゆりあすに勤務しています。これまで町田市の地域活動支援センターや八王子市の

グループホームで精神障害者の方を対象にご支援をしてきました。ヨガを毎日の糧にしながら、みなさんと

いつも笑顔でお会いしたいなぁと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 ひまわり 三橋良子さん 4月 1日から「ふらっと」へ異動しました 

 はっぴわーく 吉岡育美さん 4月 1日から「ゆりあす」へ異動しました 

■編集後記                                           

は～るがき～た～は～るがき～た～♪と思っていたら、あっという間に暑い暑い夏が来るんですよね。季節の移り変わりが

とってもよくわかる職場なので、嬉しい反面、いつも追われているような…。山積みの仕事を植物のせいにしちゃダメです

ね。みなさんの記事を手に取り改めて、仕事もプライベートも今を大切に、季節の移ろい、人生の節目、変わらない自分と変

わっていく自分、大切にしたいなと思いました（栗） 

SKYtter  ～SKY 職員のつぶやき～ vol.8 
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