
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「悩む力、人の痛みを感じる力を大切に」 

 

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 理事長 三橋良子 

 

新年明けましておめでとうございます。 

 平成 28 年 6 月 12 日、川崎市アートセンターで行われた総会･理事会において今期 2 年の

理事長をお引き受けすることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

このたび理事長を引き受けるにあたり、その重みに身の引き締まる思いがするとともに、

会設立以降 20 年の長きにわたり、理事長の責務を担ってこられた築根俊明理事に心より感

謝申し上げます。 

 総会当日は、設立 20 周年記念特別企画として、精神科医であり家族であり当事者でもあ

る夏苅郁子さんにご講演いただき、その赤裸々な体験に胸打たれるとともに、よいことも

悪いことも含め体験を語っていく大切さと勇気をいただきました。 

 私の兄は 1960 年代に初めて精神科病院へ入院しました。私はその家族としての体験から

ソーシャルワーカーになり、精神障害のある人の社会参加をすすめたいと仕事を続けてま

いりました。力及ばず後悔することもいろいろあります。その一方、全国を見渡せば、国

の目指す精神科病床削減は遅々としてすすまない状況がある中で、精神科病床数を抑えた

まま、先駆的に地域精神保健活動を進めてきたこの川崎市で、志を同じくする多くの仲間

とともに仕事を続けられたことは幸せなことだと感じています。 

NPO 法人たま・あさお精神保健福祉をすすめる会（略称 SKY）は平成 7 年に市民団体

として設立され、平成 17 年に NPO 法人格を取得。現在展開する 8 事業の従事者数は 65

人、延べ登録メンバー数は 650 人となり、町を歩けば、何人もの顔見知りと挨拶を交わす

ようになりました。この間、本当に多くの地域の皆様に支えられてきましたこと、感謝い

たします。 

SKY は市民団体として設立以来、当事者･家族･地域関係者とともに、悩みながら、揺れ

ながら、話し合いながらすすむべき道を選択し、事業を展開してまいりました。今後も、

市民性、地域性、当事者性を大切に、より一層の普及啓発を進めてまいりたいと思います。 

また、私たちの活動の光が届かないところにいる人たちを忘れることなく、精神障害の

ある人の悩む力、人の痛みを感じる力を、未来を切り開く意欲と希望に収斂させ、事業に

取り組んでまいります。 

 

ＳＫＹ通信  第37号 

ＮＰＯ法人 たま・あさお精神保健福祉をすすめる会 

〒214-0014 川崎市多摩区登戸 2959 川崎きた作業所内  
TEL：044-299-6526  FAX：044-922-6628  HP：http://www.sky1995.com/  

 

2017年 1月発行 

since 1995.12 

 

flowerillust.com 

. 

 



 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域活動支援センター さくらスタジオ 
平成 28年 11月 1日に「ららら」から分離し、柿生駅近くに小規模な地域活動支援センター 

として新たにスタートしました。半地下のグランドピアノがある落ち着いた空間です。 

〒215-0023 

川崎市麻生区片平 2-29-1 B1 

TEL：044-455-6722 

● 1日の利用人数 5人程度の少人数を想定した、 

初めての通所先としても安心できるフリースペースです。 

● 「映画やミュージカルなどの上映会をやりたい！」 

「書道をやりたい！」「音楽をやりたい！」 

「簡単なおやつを作りたい！」 

「何もしない癒しの時間は必須！」 

「お味噌汁や簡単なスープを作ってみんなでランチ！」 

などの利用者さんの声を集めて実行しながら、 

プログラムを試行錯誤検討中です。 

「さくらスタジオとは？」 

はじめまして！よろしくお願い致します。 



すけ  

               グループホーム ふらっと 

あんじょうやりや２０周年・すみれ 10周年     

SKYが今年設立 20周年を迎えたことは、皆さんご存知のとおりです 

SKY発足当時からの事業のひとつで、平成 8年柿生に開所した「あんじょうやりや」も 

この 12月で 20周年を迎えました。また、平成 18年向ヶ丘遊園に開所した「すみれ」も 

5月で 10周年を迎えました。長い間、グループホームを見守って下さった、近隣の方々や 

ボランティアの方々、改めてありがとうございます。 

 「あんじょうやりや」開所当初から入居されているWさんからは、「20年の間に色々な人が

新しく入居しては出て行って、交差点になっているような感じ。」「幸せでした！！」と感想を

いただきました。 

グループホームに長く住む方、卒業していく方、入居者さんも職員も悲喜こもごもの毎日。

様々な人たちとの出会いを重ねながら、生活しています。この先も、多摩・麻生の街に根付く

生活を、一歩一歩、進んでいきたいと思います。 

 

 

ホームの皆さんに聞きました。寒い冬を過ごす工夫は何ですか 

・たくさん着込んで、好きな食べ物を沢山食べる ・こたつで寝る（背中は痛いけど） 

・布団にもぐっていろいろやっている ・開脚ストレッチをする ・低めの温度でエアコンをつける 

・電気毛布でタイマーを使って眠る      ・なるべく布団を干す  

・キムチをたくさん食べて、体を温める 

・ラーメンを食べる 

 

 

 

ホーム合同バスレクに行って来ました ****** 

10月 20日木曜日、6ホーム合同のバスレクが行われました。さわやかに晴れわた 

る青空の下、すすきが美しい仙石原を左手に見てバスは進みます。箱根レイクホテルで 

豪華な溶岩焼き御膳の昼食をとり、ロープウエイに乗って、大涌谷に向かいました。 

                        ロープウエイに乗るのを怖がっていた人たちも、乗ってしま 

            うと、皆と一緒に景色を楽しんでいたようです。大涌谷は、平日にも関わらずにぎわ

っており、参加者全員がひとつずつ、名物の黒玉子を食べました。ひとつ食べると  

7年寿命が延びるというこの黒玉子、とても美味で 

した。ホームの合同バスレクが始まって、4年目に 

なります。普段はあまり外出する機会のない入居者さんたちも、積極的に参加 

してくれるようになり、今年は職員を含めて総勢 24名の参加となりました。 

今ではこの行事は、ホーム間の交流を図り、また、ホーム全体の職員と入居者 

さんたちが一体となる、とても大切な機会になっています。 

**************************************** 



 

 

 

 
9月 15日（木）はっぴわーくでは、きた作業所と合同で「施設見学会～川崎きた作業所・       

はっぴわーくってどんなとこ？～」を開催しました。 

    当日は利用検討中の当事者の方、ご家族の方、自治会長さん、関係機関の方など様々な立場の 

方にご参加頂き、紹介では 4名の利用者の方で分担して作業実演や体験発表などを行いました。 

見学した方々からも実際に利用している人の体験談や作業説明が聞けて良かったとの感想を多く 

頂き、利用希望につながる方もいらっしゃり、実りの多い見学会を開催できたと思います。 

人前で話す事・自分の体験を伝える事はとても大変なことだと思いますが、はっぴわーくを説明 

する際に利用しているメンバーさんの言葉は、聞いている方の胸に届くものがあると感じています。 

緊張しながらもそれぞれの個性で説明や発表をして下さった皆さんの感想を紹介します。 

    🌺相手に伝わるように具体的な例を挙げながら工夫して発表できたことが楽しかった。 

聞いてくれている皆さんから、感嘆の声が上がるなど反応を頂けて良かったです。 

  ★作業実演でたくさんの人に見られていたので、手先が震え、緊張して大変でした。 

でも、皆さんに見てもらえて達成感もあり、機会があったらまたやりたいと思っています。 

  ❀自分が実演し、発表したことが皆さんに届けばいいな、自分の経験が少しでも人の役に 

立てばいいなという思いで発表しました。  

  ☆初めて説明の場に出て、緊張したけど楽しかった。 

いつも自分がやっていることを説明できたのが良かった。 

      

 

 

 
はっぴわーく施設見学会報告 

 

皆さん、ありがとうございました。また一緒に発表できる機会を楽しみにしています。 

http://www.sky1995.com/
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きた作業所の“エコたわし”とは…？ 

アクリル毛糸を使用した“たわし”のことです。 

きた作業所のエコたわしのサイズは使い勝手が良いハガキサイズのみです!! 

食器洗いに使用することで洗剤をつけなくてもピッカピカに落ちます!! 

浴層洗いに使用してもＯＫ!用途は様々ですよ～ 

エコたわしはハガキサイズに編んでいくのが難しいで

す。個々にかたさが異なり、やわらかい方、かたい

方、それぞれです。誰にでも取り組みやすい作業で

人気商品の一つです!!（Ｎ．Ｍ） 

 

エコたわしは自分のペースでできるので

楽しいです!!まだ練習段階なので編み

目を均等にするのが難しいですが,製

品になることを目標に日々頑張ってます

（いちごみるく） 

 

エコたわしを初めて 1ヵ月、棒編みしか経験が

なかったので始めはまっすぐ編めず、何度も

繰り返し練習していました。初めて製品が出

来上がった時に“きれいだね”と言われて嬉

しかったです!!（Ｙ.Ｏ） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 食材の買い出し 

ステーキがいいなぁ～♪ 

予算が・・・(>_<) 

※この日のメニューは、牛肉とキノコのオイスター炒め、 

もずく酢ときゅうりの和え物、ごはん、みそ汁、柿でした。 

10:00 開所 

おはようございます！ロッカーは何番が

いいですか？ハンガーは？ 

※みなさん、好きな番号（場所）があるようです。 

ランチの後は、合唱です。日替わりでプログラムやクラブ活動をおこなって

います。詳しくはホームページで！ http://www.sky1995.com/ 

※合唱クラブ“ゆりあーず”毎週水曜（第 5 除く）14:00～14:45 

「元々、クリスマス会で歌いたくて始めました。」 

合唱クラブの発起人、Ｔ田さん。そんな思いがあったんですね。最近は男性メンバーも

増えました。今では、クリスマス会での合唱発表会が恒例となっています！ 

では。中島みゆき、歌いましょう！ 

♪ 

12:30 食事 

今日は肉の日だっけ？スーパーのチラシある？ 

14:00 合唱 

おいしいランチと、明るく楽しい合唱が有名な？！ゆりあすの水曜日。 

最近の様子とあわせて、新人職員：有澤がリポートします♪ 

百合丘地域生活支援センター ゆりあす 

※このボリュームとおいしさで、なんと 300 円！ 

肉の日、魚の日、その他の日があります。 

発声練習いきます。ほっほっほっほっ！ 

みんなそろったかな？・・・では、いただきます！！ 

ユーミンも歌いたいなぁ・・・ 

♪ 

真ん中ある？ハンガーもください。 



 
 

ＩＰＳ（個別職業紹介とサポート）って当事者主体の

職業支援なんだ～。ふむふむ。（参加者；小暮さん） 

早坂さんの母校（何とあの T 大学！）に行けて良かったです。

学校の中も案内してもらいました。（参加者；堀部さん） 

 

せっかく拾っても、捨てる人がいるとガッカリしち

ゃう・・・。みなさんもご一緒にいかがですか？ 

※タバコのポイ捨てが目につき、じゃあ拾いに行こうか！ということ

で始めたそうです。雨の日も風の日も頑張ってます。 

毎週金曜日、全体ミーティングの後に、有志でゆりあす周辺のゴミ拾いを

しています。 

ゆりあすでは、メンバーと職員が一緒に研修に参加することもあります。 

「全国リカバリーフォーラム 2016」 

 

ひまわりでは、「自宅以外で過ごせる場が欲しい」「人数が多い場所は苦手」・・・と感じている精神障害のある

方たちを対象に、平成 28 年 6 月から 10 月（8 月はお休み）まで『ひまわりランチ』を開催しました。 

麻生区には、自宅にとじこもりがちな方が多いという特徴があります。また、憩いの場に通いたいけれど不特定

多数が集まる場所は苦手な方が多いと、他の相談支援センターとの情報交換でも話題に上がります。 

ここに注目したプログラムがひまわりランチで、①小グループ、②短時間（月２回、１．５時間）、③集まりや

すいプログラム＝「食」の要素を取り入れ、企画しました。お弁当は各自持参でしたが、マダムよしこによる『レ

ンチン（レンジでチン♪）料理』も名物イベントとなりました。里芋や葉もの野菜はレンチンで立派な一品にな

ったり、一切火を使わないのに焼きそばができたりと、電子レンジの素晴らしさに参加者は釘付けになったもの

です。 

１０月には、ひまわり以外の場にもつながるよう『地域活動支援センターさくらスタジオ』に場を移し、ひまわ

りランチを開催しました。その後さくらスタジオに登録した方も数名おり、ひまわり職員が一緒に参加すること 

  もありました。 

ひまわりランチで感じたことは、『ピア』の効果です。相談の場はどうしても１対１の面談が 

基本になりがちです。しかし、仲間と触れ合う表情は面談時とは異なり、イキイキして 

いるのです。今後もひまわりランチは、仲間と過ごし、イキイキ輝ける方が増えるよう 

１年に１クールの頻度で継続していく予定です。ぜひご参加ください。 

 

http://01.gatag.net/img/201505/28l/gatag-00005481.jpg






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  「オヤジズ＆パンツァー」紙ひこうき 戦車オヤジ武ちゃんさん 

 

 

 

「東京ドーム」 はっぴわーく 坂本さん 

延長 10回村田がサヨナラホームランを打った。 

応援が楽しかった。 

          

        「夏の終わりにゴーヤジュース」 

はっぴわーく 松本セキカさん 

夏の終わりに作ってみました 

 

「旅に出かけよう」 ゆりあす 堀部敦さん    

僕が今までに行った海外旅行を順に並べますね。ちょうど 10 回 10ヵ国です。 

①ニュージーランド②フランス・イギリス③アメリカ④アメリカ・カナダ⑤イスラエル⑥中国 ⑦アメリカ・メキシ

コ⑧アメリカ⑨アメリカ・バハマ⑩オーストラリア。その概要を旅行会社・日数・誰と行ったかと共に。  

①英語の勉強の為。ホストファミリーにお世話に。オークランドのみ。JTB・10日・1人②兄一家に会いに行く

為。フランス 3日イギリス 3日でその後ツアー離団。HIS・24日位・家族③カントリーミュージックを聴くツア

ー。州はテキサス・ミズーリ・テネシー。阪急・12日・1人④サンフランシスコからニューヨークまでバス、電車

で横断。カナダはナイアガラで 1泊。阪急・16日・家族⑤聖書の舞台、特にキリストの生まれ 

た場所に行きたかった。阪急・8日・家族⑥超格安だったから。北京のみ。阪急・4日・知人 

⑦西部・メキシコは国境の町ティファナで半日。阪急・8日・家族⑧東部。首都に行きたかった。 

阪急・7日・家族⑨フロリダから 3泊 4日の大型クルーズ船。阪急・7日・家族⑩バランス的 

に南半球に行きたかった。ブリスベン・シドニー。阪急・7日・家族。 

よかったら話でもしましょう 



帰り道で咲いていた   

名前の知らない花。 

きれいなピンク色でした。 

があでん・ららら 

ももいろめがねさん 

 

    なんだかんだ       ゆりあす 井上幸男さん 

                                

風の行方など 気にしない    

まして別れた あの娘なんて   

                    

言い訳がましい 時が過ぎて   

何やら おかしくさえ思えてくる  

  

出会いや別れを 繰り返す  

選んだり比べたりの繰り返し  

  

もともとひとりの 人間だったんだと  

ビックバンから数えれば 一瞬の人生  

  

どうしてここまで 来たんだろう  

たかが 独りよがりの男なのかな  

  

夢を追う明日へと まだまだ行かなくちゃ  

昨日より少しは ましにならなきゃ  

安らぐ場所が まだ見えない  

越えられたところまで 来ていない     

 

頂に登れば 見えてくる  

下界であくせく 自分の姿  

  

人々が暮らす 夜の向こうに  

光が差し込む 希望の朝  

  

出会いや別れを 繰り返す  

選んだり比べたりの繰り返し  

  

生まれた時から 運命だったんだと      

行く先々辿れば 楽しいほうがいい  

  

振り返ることは しなくていいだろう  

いつか 記憶の壁が 崩れていくのかな  

  

夢を追う明日へと まだまだ行かなくちゃ  

昨日より少しは ましにならなきゃ  

安らぐ場所が まだ見えない  

越えられたところまで 来ていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あんじょうやりや S さん 

「人懐っこいグリちゃん（コザクラインコ♀）」  

紙ひこうき 天くまⅡ世さん 



SKYtter    SKY 職員のつぶやき～ vol.２ 

 

昨年は１０月にも関わらず関東では３０℃を超える日もあり、汗っかき

な私にとっては汗の止まらない時期が長かったような気がします。一方、

北海道は初雪が例年よりも早く、１０月の終わりには札幌でも初雪が観測

されました。これからたくさんの雪が降り大変な季節になりますが、魅力

的な季節でもあります。小学生の頃、札幌に住んでいた私から魅力的なイ

ベントの一つでもある「さっぽろ雪まつり」についてお伝えしたいと思い

ます。さっぽろ雪まつりとは毎年 2月に札幌市で開催され、雪で作った像や滑り台などの様々な作品が展示

される北海道の中でも最大級のイベントです。一番の見どころは高さ 15メｰトルの大雪像で、自衛隊と２０

０人を超えるボランティアで制作されているそうです。小学生だった私は、雪の滑り台が嬉しくて何度もす

べっていました。今は、雪の滑り台よりも会場にビールや焼きホタテが販売されている方が嬉しいです。２

０１６年には北海道新幹線も開通し、飛行機以外でも行けるようになりました。ぜひ、みなさんも冬の札幌

まで足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

FROM: ゆりあす 早坂さん 

■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 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ホームあんじょうやりや 鈴木遼さん 

皆様、6 月 1 日より新しく入りました鈴木遼と申します。今までは異なった仕事をしていたため、至らない事ば

かりですがよろしくお願いします。 

 ホームすみれ 石井美樹さん 

年度途中の入職で大変お世話になります。福祉職は 9 年目ですが、SKY での新しい刺激に毎日ワクワクしていま

す。サッカー観戦、お笑い観劇、海外ドラマ好きです。札幌出身の道産子です。よろしくお願い致します。 

 があでん・ららら 齊藤茜さん 

9月 21日より「があでん・ららら」で勤務させて頂いております齊藤茜と申します。まだ慣れないことも多いの

ですが、向上心を持ち、元気に笑顔で頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 紙ひこうき 宮崎雄一郎さん 

10月 1日より、入職いたしました。これまでは就労支援の事業所にいたので、利用者さんたちとゆっくり色々な

話をして過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いします。 

 があでん・ららら 飯坂麻里亜さん 10月 1日から「さくらスタジオ」へ異動しました 

 紙ひこうき 鹿野絵莉子さん 10月 1日から「さくらスタジオ」へ異動しました 

 ゆりあす 伊藤美津子さん 10月 1日から「ひまわり」へ異動しました 

■編集後記                                           

初めての SKY通信編集で、はらはらドキドキしていましたが、沢山の方に関わって頂き完成することができました。

今回もみんなの想いが詰まった通信になったので、沢山の方のもとに届くといいな～と思っています！（呉） 

SKYtter  ～SKY 職員のつぶやき～ vol.7 

 

 
はっぴわーく 

川崎きた作業所 
嘉門さん  

次回のつぶやき 

http://www.sky1995.com/
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