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「青い T シャツ」

に込められた願い

この青いＴシャツ（愛称：青Ｔ）には、
人知れずいつもたった一人ぼっちで悩み続ける方に向けて、
隣にいる誰でもかまわないから

何時でもかまわないから

「ひとりで悩まないで

少しだけでもかまわないから

誰かに話してみませんか」

というメッセージが込められています。

さまざまな悩みや心配事、心の病気などを抱えている方のために、相談窓口や
生きがいづくりの場などを案内する宮崎県民向け情報サイトです。

ホームページアドレス

http://www.m-aot.net
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平成19年12月、愛知県大府市で認知症高齢者自立度Ⅳと認定されている91歳男性が列車には
ねられて亡くなられた。自宅から1人で外出しての徘徊中に、駅の改札を通り、ホームから線路
に降りて事故にあわれたとのことである。車による人身事故では車に責任を帰することが多い
のに対して、列車によるものは、ほとんどの場合には、その人に責任を帰するとのことである。
ただし、鉄道会社も損害を請求することはほとんどなく、一応その姿勢はみせるものの、それ
は株主総会における損金の説明の為のものであるという話をきいたことがある。ところが、今
回は損害を請求し、平成25年8月9日の名古屋地裁も平成26年4月24日の名古屋高裁も、当時85歳
で要介護１と認定されている妻の見守りに過失があった（夕方にちょっとまどろんで、その時
4 4 4 4

に玄関の徘徊センサーのスイッチがはいってなかった）として監督義務違反での損害賠償命令を
下した。亡くなられた方がどのような医療と介護を受けておられたかはさだかではないが、そも
そも現行の介護制度では24時間見守り続けることは困難である。たとえ施設に入所しても、無
断外出を100%防ぐことは無理であろう。その証拠に、平成25年度に認知症の行方不明が10,322
人で、死亡確認が390人との報道があったばかりである。そして、平成25年度に世帯主が65歳以
上の世帯では単身・夫婦のみが65%を超え、今後更に増加していくと推計されている。65歳以
上の方の13%（462万人）は認知症で、12%（400万人）は軽度認知機能低下という状態にあると
いわれており、まさに老々介護、認認介護の事態なのである。県内でも、平成25年には47人の
方が行方不明で警察に届け出がされ、残念なことに7人の方が亡くなられている。
その様な中、認知症はもとより、他の精神疾患についても入院から地域へと施策の変更がす
すんでいるが、そもそも昭和の頃までと違って、地域における見守り、つながりといった機能
が消滅した現在の社会環境で、地域包括や地域連携は可能であろうか。
ところで、今年の4月1日から精神保健福祉法が改正されて、保護者制度が廃止された。これ
まで、精神疾患の治療において、家族は家庭裁判所で保護者として選任され、「治療を受けさ
せること」、「医師に協力すること」、「医師の指示に従うこと」や「自身を傷つけまたは他
4

4

4

4

人に害を及ぼさないように監督すること」等多くの義務を負わされてきた。そして平成10年頃
までは、第三者に対する損害行為に関して保護者の監督義務違反を問われて損害賠償を命じら
れることもあった。しかし、これでは家族がもたない、ひいては精神科医療そのものがもたな
いという議論を15年近く続けて、今回の法改正に至ったわけである。冒頭の司法判断に、時代
の逆行を感じている精神保健・福祉・医療関係者は私だけではないであろう。
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第 53 回 宮崎県精神保健福祉大会
テーマ : 神話のふるさと

高千穂でひろげよう

親和のまちづくり

● 開催日時 / 平成 25 年 10 月 22 日（火）
●場

所 / 高千穂町武道館

● 参加人数 /530 名

●大 会 内 容
(1) アトラクション

高千穂夜神楽

(2) 式典（表彰）
宮崎県知事表彰

6名

宮崎県精神保健福祉連絡協議会会長表彰

6 名、2 団体

宮崎県精神科病院協会会長表彰

12名

(3) 体験発表
「私の生い立ち」

羽石

恵美子

「職業指導員として、想う事」

川野

菊子

(4) 特別講演
講師

演題「ふつうの暮らしを目指して」
大阪人間科学大学教授

辻井 誠人氏

(5) 展示・販売コーナー
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特別講演

「ふつうの暮らしをめざして」
精神障がい者にとって、
「普通の暮らし」とは、めざさなければ
手に入れることができないのか。地域移行をすすめることは、何も
特別な暮らしを提供することではなく、誰もが当たり前と感じてい
ることを手に入れるためのものであるが、それができない現実があ
ることが、講演のタイトルに表れています。
精神障がい者が病院の中でしか生きられない状況は、政策的に歴
つじ い

まこと

辻井 誠人 先生

大阪人間科学大学
人間科学部 社会福祉学科 教授

Profile
1962 年生まれ
1988 年〜 2001 年
大阪府社会福祉専門職員として、保健所、

史的に隔離・収容を進めてきた歴史が一つの要因としてあります。
昨今、社会的入院、長期入院の解消を目指して、さまざまな実
践がありますが、大阪府では、全国に先駆けて社会的入院解消研究
事業（のちの地域移行支援事業）を立ち上げ、その実践および効果
について講演していただきました。
その後の追跡調査により、地域移行支援事業を活用された方、全

精神保健福祉センター、
府庁主管課に勤務

員を対象に調査をした結果としては、退院後は、地域で『普通に暮

2001 年〜

らしている』ことがわかり、8 割近くが今の生活に満足していると

大阪人間科学大学人間科学部社会
福祉学科に勤務

回答が得られています。
精神障がいがあると、
「普通の暮らし」ができない社会は不幸で
不完全な社会であることを自覚し、社会的入院の解消への取組と併
せて、誰もが安心して暮らせる地域づくりの重要性を提言していた
だきました。
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宮崎県精神保健福祉連絡協議会会長表彰

氏名
住所 / 所属 / 職種

功績概要
平成 18 年に「日南市あさがお精神障がい者家族会」に入会し平成
19 年度から会長代理、平成 24 年度から会長として家族会活動を支え
ている。

かわばた

さだとし

平成 17 年 4 月から平成 20 年 3 月まで、就労移行支援事業所「お

川畑 貞利

おぞら園」の家族会会長としても活動し、地域での障がい者の支援に

■日南市

熱心に取り組んできた。温厚で親しみやすい人柄は、会員を元気づけ、

■日南市あさがお

精神障がい当事者からも厚い信頼を得ている。

精神障害者家族会
■会

長

さらに、地域生活支援センターと密接に連携を取りながら、ピアサ
ポーターの養成支援など地域支援にも積極的に取組んでおり、その功
績は多大なものがある。
現在は、ACT（包括的地域生活支援プログラム）の管内での実現
に向けて、熱意をもって地域での活動を行っており、その活動に対す
る姿勢は、後に続く者の模範となるものである。
平成 19 年に社会福祉法人あおぞら理事長に就任。社会福祉法人あ
おぞらの事業として就労継続支援事業所太陽や太陽家族会の運営を行
い、講演会や交流会の開催や地域の方との交流の場の提供等を実施し

かわじ

川路

よしふみ

芳文

■都城市
■社会福祉法人あおぞら
■理事長

ている。
また、精神障がい者の就労支援においては、特に職業訓練に力を入
れており、実践で活かされるような能力の開発に向けて、様々な作業を
手配する等積極的に取り組んでいる。
平成 8 年より都城家族会の活動を開始し、長年にわたり、多方面から
精神障がい者の自立と社会参加の促進に尽力しており、地域における
精神保健福祉に対する理解を深めるための普及啓発に貢献した功績は
大きい。
平成 22 年 3 月に団体を立ち上げ、自殺予防フォーラムの開催や自殺
予防週間の街頭キャンペーンなどの普及啓発活動をはじめ、電話相談

とくていひえいり

特定非営利
かつどうだんたい

事業、自殺予防パトロールなど幅広い活動を行っている。
平成 23 年 1 月に空き店舗を利用したつどいの場の ｢茶のん場」を開

活 動団体

設し、ひとり暮らしの高齢者の語らいの場を提供するとともに、月 1 回

こばやしハートム

の男性を対象にしたつどいの場も設けている。

■小林市
■特定非営利活動団体

「茶のん場」の開設は地元の皆さんとの交流の中で、地元の皆さんを
巻き込んで会場が広がっており、みんなで住みよい、生きやすい地域
作りを目指して活動が広まっており、自殺予防活動に寄与している。
また、西諸地域精神障がい者文化交流会「こすもす祭」にも平成 22
年度から参加し、精神障がい者との交流活動も行っている。
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氏名
住所 / 所属 / 職種

功績概要
昭和 56 年に協和病院に就職し、昭和 57 年から精神科ソーシャ
ルワーカーとして、精神障害者の相談及び社会復帰の支援活動に
従事してきた。持ち前の温厚な性格で患者・家族はもとより、病
院スタッフからの信頼も厚く、行政や各関係機関とのコーディネー

ひろ せ

む

つ

こ

廣瀬 ムツ子
■日向市
■協和病院
■精神保健福祉士

ターとしても優れた能力を発揮し、精神障害者の地域生活を支え
ている。
また、平成 11 年に精神保健福祉士資格を取得、その後、認知症
ケア専門士資格取得等多くの資格を取得して幅広い知識で地域を
支援している。
さらに、保健所における地域移行支援事業担当者連絡会等でも
積極的に役割を果たしており、病院内外において多くの人々に尊
敬され、関係機関からの信頼は厚く、地元の若手精神保健福祉士
の模範となっているなど、その功績は大きい。
平成 19 年 4 月以降現在に至るまで、精神障がい者をはじめ知的障
がい者、身体障がい者に対する生活訓練及び就労継続支援として利用
者に働く場を提供し、利用者が社会復帰できるように施設長として活

か

い

けい こ

甲斐 啓子
■延岡市
■すまいる作業所施設長
■看護師

躍している。利用者には一人一人に合った作業を提供しており、作業
所の利用を中止した方に対してもいつでも受け入れる体制を取るなど
細やかな支援体制に配慮している。
また、地域に開かれた事業所として、地域の高齢者を対象に健康教
室を開催したり、夏休みには子供たちと工作を実施するなど、地域住
民との交流の場を設け、地域に密着した活動を行っており、利用者、
家族はもとより、地域住民からの信頼も厚く、精神障がい者の自立と社
会参加の促進に尽力した功績は多大である。
平成 13 年 3 月から、NPO 法人談笑会高千穂焼作業所の指導員
となり、利用者 20 名の作業及び日常生活の指導にあたっている。
平成 18 年 5 月には NPO の法人化、平成 23 年 7 月には就労継

かわの

川野

きく こ

菊子

■高千穂町
■高千穂焼作業所
■職業指導員

続支援 B 型への移行に携わってきた。
作業指導だけでなく、手話を交えた歌などのレクレーション指
導や趣味を活かしたパッチワーク等の縫い物指導、経験を活かし
たパソコンの指導を職員、利用者ともに行っている。
明るい性格で、職員・利用者の方からの信頼も厚い。
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氏名
住所 / 所属 / 職種

功績概要
平成 13 年 6 月、精神障がい者社会適応訓練事業所に登録され、
現在までに 8 名の精神障がい者を受けて入れてきた。
現在、訓練者 1 名と訓練終了後引き続き雇用している 1 名に対

ゆうげんがいしゃ

有 限会社

して、社会復帰の支援を行っている。
き

ぶどうの樹
■高千穂町
■精神障がい者社会
適応訓練事業所

職業訓練については、代表者を中心に構成員全員で取り組み、
医療機関と連携しながら、生活全般の悩み相談や人間関係づくり
の支援を行うなど、働きやすい職場環境を提供し、精神障がい者
の社会復帰に貢献している。

平成 18 年 4 月に自ら NPO 法人を設立し、精神疾患等の当事
者への支援として写真を通した活動支援を精力的に行っている。
こばやし じゅんいち

小林

順一

■宮崎市
■特定非営利活動法人
もやいの会会長
■写真家

また、平成 20 年度から 5 年間、NPO 法人宮崎県精神福祉連合
会の理事を務め積極的に活動を行ってきた。
精神障がい者当事者への日中・居住・就労支援や地域住民に対
する精神疾患及び障がい者の理解促進を推進する研修事業など活
動している。
さらに、保健所で開催している統合失調症家族教室において当
事者家族として講話を行うとともに、難病患者・家族交流会にお
いて写真の講師として積極的に協力を行っている。

−8−

受賞者の声

このたび、第 53 回宮崎県精神保健福祉大会において宮崎県精
神保健福祉連絡協議会会長表彰をいただき、誠にありがとうご
ざいます。
平成 16 年、長年、勤めていた仕事を終え、
「日南あさがお会」
に参加するようになりました。いろいろと活動する中で、
ある日、
会長をやってくれないかとの依頼がありました。
断れなくて、当初は「自分のような者が…とか、希望される
方がいらっしゃればいつでも交代しよう。
」との思いで会長代理
という形で引き受けました。
しかし、種々の活動を通していろいろなことを学ぶ中で、もっ
日南あさがお会
会長 川畑 貞利（日南市）

と積極的に関わらなくてはいけないと思うようになりました。
よく言われるように、家族会の目的は「支えあい、学びあい、
働きかけあい」だと思います。その結果、オーバーな言い方に

なるかもしれませんが、一人ひとりの小さな活動が大きな力になって実を結び、当事者や家族
に笑顔が見られるようになるのではないか。そのためには周囲の方々の理解も欠かせません。
このようにして、地域の人にも、温かく受け入れてもらえるような、住みよい街・日南市がで
きることを願うようになりました。
ありがたいことに、日南市には先達の努力による「精神・知的・身体」の 3 障がい者、及び
その家族をいろいろな面でサポートしてくれる「憩いの間」という機関があり、市の施設の中
にその事務局があります。この事務局をベースにして、他の障害の方々とも今まで以上に連携
して活動していきたい。家族会の上部組織・行政の方々にもいろいろとご指導いただきながら
活動していけたらいいなと思っています。
昨年（平成 25 年）
、私は、みんなネット全国大会に参加させていただきました。その基調講
演において、日本障害フォーラムの藤井克徳さんから「精神保健福祉の現在・過去・未来」と
いうタイトルの講演を聞きました。その内容は①日本の精神保健福祉は他の障がい分野の福祉
に比べて遅れている、②医療中心の傾向が強い、③当事者への支えが家族依存中心になってい
るなどでしたが、話の内容は私の思いと全く重なるものでした。
藤井氏が、最後に家族会運動に必要なのは、
「絆」
、
「楽天性」
、
「運動は裏切らないという信念」、
「障がい者権利条約を北極星にして進もうとする姿勢」だと。私はこれら数々の言葉に深く感動
いたしました。この思いを胸に今後、活動していきたいと思います。
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受賞者の声

「皆様に感謝」
この度、宮崎県精神保健福祉連絡協議会会長表彰を頂き誠に
ありがとうございました。
社会福祉法人都城あおぞらは平成 14 年に法人化を行いまし
た。その後、平成 19 年に就労継続支援事業所 B 型として活動し
現在に至ります。私が理事長へ就任後現在まで、全てが成功し
たわけではありません。何度も壁にぶち当たりましたが、その
度に皆様方に支えられ乗り越えることができました。本当に感
謝いたしております。
社会福祉法人 都城あおぞら
理事長 川路 芳文(都城市)

社会では事業所に通所されておられる利用者のニーズに沿っ
て、社会参加や自立に向けての取り組みが課題になってきてお
ります。社会福祉法人都城あおぞらでは、障がいをもたれた方

一人一人に向き合うために利用者を過度に増やすことのない支援体制をとっております。
利用者一人一人を理解しその方のニーズに沿った支援というものは容易なものではありませ
ん。利用者との会話や関わりを大切に、また利用者あっての私たちですので日々利用者の方へ
の感謝の気持ちを忘れずに取り組んでいきたいと思います。
さらに家族の方には事業所のことや、利用者のことなどで協力していただいております。事
業所名が太陽ということもあり、この事業所が精神障がい者のために光をてらせる事業所を今
後とも目指していきたいと考えております。この度の表彰誠にありがとうございました。
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受賞者の声

この度、宮崎県精神保健福祉連絡協議会会長の表彰をいただ
きありがとうございました。
私たちの住む西諸県地区（小林市、えびの市、高原町）は、
県内でも自殺率の高い地域です。そこで、何とかこれを抑える
ことが出来ないものかと「一日に 30 人と話そう会」という会を
立ち上げました。
現在は、高齢者のつどいの場である「茶のん場」の開設を中
心に、フォーラムの開催や街頭キャンペーンなどの普及活動を
はじめ、電話相談事業、自殺予防パトロールなど自殺抑止の活
動をしております。
NPO法人こばやしハートム
代表理事 尾崎 幸廣（小林市）

それらの活動を通じて小林保健所からお誘いを受け、毎年行
われていた西諸地域精神障がい者文化交流会「こすもす祭」に
参加させていただくようになりました。

我々の関わりは、来場者にコーヒーを振る舞う等のまだまだ小さいものですが、これに参加
させていただいたおかげで、精神障がい者をとりまく諸々の問題に触れることができました。
精神障がい者の方々、家族会の方々、行政の方々、病院その他の施設の方々のご苦労も知る
ことが出来、大変ありがたい勉強をさせていただいたと感謝しております。
そう言う訳で、まだまだ表彰を受けるには早すぎたところもございますが、これからも会員
一同、出来る限りの協力をして行きたいと思っております。誠にありがとうございました。
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受賞者の声

この度は宮崎県精神保健福祉連絡協議会の表彰をいただき、
感謝すると同時に恐縮に思っております。
昭和 56 年に医療法人向洋会協和病院に勤務し、現在に至って
おりますが、その当時の精神病院は、狭い病室に 6 人のベッド
が並び、カーテンも仕切りも何も無く、プライバシーを守れる
環境ではありませんでした。入院して 10 年・20 年以上経過して
いる長期入院の患者様が大半で、入院以来病院の外に一度も出
たことがない患者様も多くいました。精神障がい者にとっては、
暗く長い歴史がありました。
精神保健福祉法に改正され、精神障がい者の人権・処遇も徐々
精神保健福祉士
廣瀬 ムツ子（日向市）

に改善され、精神科病院も新しく建て替えられ、個室やカーテ
ンも設置されプライバシーを尊重される環境になってきました。
入院医療から地域生活中心へと障害者自立支援法も成立し、当

院も自立訓練事業所・グループホーム・共同住宅・地域活動支援センターを併設。平成 22 年に
本人の意向に添って地域生活を送る事が出来るよう支援するサービスとして、地域移行・地域
定着支援事業が始まりました。しかしながら、病気への偏見・差別意識等は、根強く存在して
おり、未だに社会復帰は足踏み状態です。
私が、精神保健福祉士として、今日まで勤めてこれたのは、患者様のおかげと感謝しており
ます。仕事がうまくいかずに、辞めようかと何度も何度も思いましたが、病棟に行くと、患者
様から、「元気がないよ」
「がんばってね」と励まされ、その都度、元気をもらって今日に至り
ました。
今回、このような晴れがましい表彰を頂けたのも、患者様・ご家族のおかげと思っております。
感謝の気持ちを忘れずに、少しでも支援できたら幸いに思います。
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受賞者の声

今回、精神福祉事業において、当施設の事業を評価していた
だき深く感謝しております。
私どもも、精神福祉事業において精神障がい者への理解・雇
用問題を考え活動しておりますが、このように表彰していただ
いたことで、今後も自分達の活動に自信を持ち、変わりゆく社
会の中で協調性を持ちながら事業をすすめていかねばと感じて
おります。
現在、精神障がい者の方々を取り巻く社会は充実するよう整
えられてくる一方、厳しい現実の中で社会復帰や自立を余儀な
くされていく方々も多くいらっしゃいます。その中で、精神障
特定非営利活動法人 すまいる
施設長

甲斐

啓子（延岡市）

がい者がよりよい生活を送り、充実した人生が送れるようサポー
トしていくことも私どもの事業の一環です。今後の時代の波に
より、新しい考え方やサポートの方法も変わっていくかと思い

ますが、柔軟に受け止め思いやりの心で支援していきたいと考えております。また、精神福祉
事業への推進を図るべく、当事業所の職員の教育・福祉活動への推進を深め今後より一層の努
力をしてまいります。
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受賞者の声

このたび、第 53 回宮崎県精神保健福祉大会「高千穂」開催で
宮崎県精神保健福祉連絡協議会会長表彰を受ける事になり、私
のような者がと、本当に驚きましたが、有難く頂くことにしま
した。
振り返ってみますと、最初の頃は、作業所の意味も全然わか
らず毎日皆と一緒に作業しながらの日々でした。
指導員として何を指導すればいいのかもわからないまま、県
や行政が行ってくれる研修に何度も参加し、少しずつ障がいを
持った人の気持ちが理解できるようになりました。
施設長の指導、利用者さんから学んだ事も多々あり、思いも
高千穂焼作業所
川野 菊子(高千穂町)

しなかった場面に出会う事もあり、法律も次々と変わり、考え
方も変え、これを現実として受け止めなければなりません。
私の作業所には、不安障がいの男の人がいます。自分の部屋

から 6 ヶ月間という永い間、出て来る事が出来ませんでした。
私は、何とか彼を部屋から出してあげようと、毎日彼の家に通いやっと出て来てくれ、彼の
顔を見た時には二人で手を取り合って涙したものでした。
こんな素晴らしい体験が出来た事は、私にとって誇りでもあり、精神保健福祉大会で、この
体験の発表の場も作っていただき、発表する事が出来ました。
少しではありますが、私なりに自信がもてるようになりましたが、まだまだ精神障がいはも
ちろん他の病気に対しても、偏見の目があるように思われます。
当事者の為にも、まずは家族の方が理解し、行政や病院、作業所が一体となり、一日でも早
く自立、社会復帰が出来るように、私なりに支援していきたいと思っています。
これからも私の体が続く限り、精神障がい利用者さんを始めいろんな障がいを持った人との
交流、又、支えあっていこうと考えている所です。
今回の受賞に対しては、施設長、職員の皆様のご協力があったからだと深く感謝しております。
受賞有難うございました。
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受賞者の声

21 年前、初めて就労支援のお話を頂いて以来、つい数年前ま
で長年にわたり勤務して下さった M さんを始め、みなさん大変
誠実に私たちの業務を支えて下さいました。
その間、様々なことがありました。新しい方が入って、気持
ちが不安定になられたり、順調に過ごしておられたのに突然、
思いがけない言動をとられたり……など、それぞれに大変なこ
とももちろんありましたが、その都度、国見ケ丘病院と高千穂
保健所の担当の方々が親身に対応してくださいました。
支援期間が終了しても仕事を継続して下さるのが一番ですが、
そのうえ、M さんの相棒の I さんが退院され、結婚もされたこ
有限会社

ぶどうの樹

(高千穂町)

とは、私たちにとっても大変嬉しいことでした。
また、ほかの方も、車の免許を取得されたりと、時間をかけ
ながらではありますが、みなさんが社会復帰への努力をされる

姿は、私たちにとっても、刺激であり、沢山のことを学ばせていただきました。
現在勤務して下さっている K さんも 10 年ほどになりますが、パートの女性 2 人とともに、
良いチームワークで働いて下さっています。
これまで続けてこれたのも、そのようなみなさんのお蔭であり、今回の受賞は大変恐縮して
おりますが、一方で、改めて身の引き締まる思いでもあります。
今後とも、微力ではありますが、お力になれるよう努めて参りたいと存じます。
今回は本当にありがとうございました。
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第13回宮崎県障がい者
スポーツ大会の結果について
日

時 : 平成26年5月11日
（日）

場

所 : 宮崎県総合運動公園 宮崎エースレーン（ボウリング）

・選

手

1,608 人

・役

員

248 人

・ボランティア

312 人

・警察音楽隊

うち精神障がい者
バレーボール

ミニバレーボール

2 チーム 17 人
15 チーム 116 人

グラウンド・ゴルフ 38 チーム 240 人

30 人

373 人

2,198 人

大会結果
●バレーボール

優 勝 江南よしみフェニックス（宮崎市）
第 2 位 江南よしみ B チーム（宮崎市）

●ミニバレーボール
優 勝 1 パート

若草クローバー Z（宮崎市）

2 パート

どんぐりチーム（日南市）

3 パート

若草クリニック（宮崎市）

4 パート

絆（延岡市）

●グラウンド・ゴルフ
優 勝 A コース

たんぽぽ館（小林市）

B コース

若草クリニック（宮崎市）

C コース

虹の丘 B（宮崎市）

《第 14 回全国障害者スポーツ大会 バレーボール競技 九州ブロック地区予選について》
日

時 : 平成26年5月25日
（日）

場

所 : 佐世保市体育文化館（長崎県佐世保市）

出場チーム: 第 12 回宮崎県障がい者スポーツ大会バレーボール競技で優勝した江南よしみフェニッ
クスチームが出場した。九州ブロック大会で優勝した場合、全国大会（長崎がんば
らんば大会）への出場権を獲得することになる。
本県は 1 回戦で熊本県を接戦で破り、続く 2 回戦では、福岡市に惜しくも敗れた。
優勝は福岡県、準優勝は佐賀県チームだった。
※第 13 回宮崎県障がい者スポーツ大会で優勝した江南よしみフェニックスは、来年度開催の九州
ブロック予選への出場権利を獲得した。来年度の全国大会は和歌山県で開催予定。
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第13回宮崎県障がい者スポーツ大会に参加して
（医）清芳会 井上病院デイケア

ミニバレーボール
チーム 井上ソニック

・一生懸命プレーしました !
（結果は残念でしたが…勝ち
たかったです。
）
・良いトスが上げられ、良いスパ
イクが打てました。
・昨年と同成績でした。
・緊張して思い通りのプレーができなかった。
・一生懸命しすぎてとても疲れましたが、良い試
合ができました。

グラウンド・ゴルフ
チーム 井上ハッピー

・楽しく和気あいあいとプレーできました。
・芝の読みが難しくてホールインワンを
出せなかった…。
・宮日新聞に写真が掲載されました!
初めてでビックリしました。
・みんなと楽しくプレーできて良
かったです。
・ 良いグラウンドで、気持ち良く
良いプレーができました。スコ
アも良かったので嬉しかったです !
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グランド・ゴルフ（Cコース）3位入賞チーム
谷口病院さざえチーム〜メンバーからのひとこと 〜
今回、初めて県スポーツ大会に出場しました。
約 2 ヶ月前からグランド・ゴルフを始め、週に 1、
2 回の練習をしてきました。右股関節が悪いので
自信がなかったのですが、母のクラブを使用し、
勇気をもらいながら行いました。
素晴らしい施設、木の花ドームの人工芝生の
上で小走りすることもでき、楽しくプレーするこ
とができました。
by M・Y

雄大な太平洋を目の前に、海の幸山に恵まれ
た環境に位置する谷口病院。その素晴らしい環
境の中、利用者一同が一丸となりグランドゴルフ
の練習に励み、待ちに待った県スポーツ大会に
参加しました。なんと大会始まって以来の上位
入賞（第 3 位）すごく嬉しかったです。これも
日頃からの院長先生の活動・練習場所等の環境
作りのご配慮のおかげと感謝しています。
これからも元気に練習を頑張っていきたいです。

今まで何度もグランド・ゴルフの選手として参
加していましたが、第 3 位入賞の成績は初めて
でとても嬉しいです。これも日頃からグランド活
動において一致した練習に励み、チームワーク
のおかげだと思います。
これからも活動に励み、来年も是非、県スポー
ツ大会の選手として頑張りたいです。

by N・M

グランド・ゴルフ（Cコース）2位入賞チーム
芽立ちの会 A チーム〜 メンバーからのひとこと 〜
今年は、惜しくも 2 位でしたが、皆と
参加できて嬉しかったです。
来年は優勝目指します !!
by E・I
全体としては、まぁまぁの成績
だったが、個人の成績がいまいち
であった。
by S・W
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by H・U

特定非営利活動法人ハッピーデイズ
こころの駅ハッピーパーク

平 成 26 年 5 月 11 日（ 日 ） 第 13
回宮崎県障がい者スポーツ大会が開催
されました。
こころの駅ハッピーパークからは新
富町を代表してグラウンドゴルフの部
に「笑顔」と「元気」の 2 チームが
出場しました。
グラウンドゴルフ愛好者や初めてこ
の競技に参加される方など、皆さん 3
位入賞という目標を掲げ当施設のグラ
ウンドで練習を行いました。
当日、緊張のせいか練習どおりにい
かず惜しくも 3 位入賞を逃しました
が、団体競技の素晴らしさやスポーツ
の楽しさを肌で実感することができま
した。目標に向かって懸命にプレーす
る姿勢は印象的でした。
今回、大会に出場した皆さんの声を
まとめました。

「初めてこの競技に参加しました。練習どおりにいか
ず悔しい思いをしました。
来年は上手くいくように頑張りたい。
」

「午後の部から出場しました。ホール

「まだまだ練習が足りないな

インワン賞を獲得しました。まさか出

と思いました。頭も使わない

るとは思っていませんでした。練習以

と上手くいかないと感じた。
」

上の結果が出て良かった。
」
「大会に出ようか迷っていました。チー

「ハッピーパークに来てから毎
年大会に出場していますが毎年、思

ムメンバーから参加の誘いがあって出

いどおりの結果が出ず悔しい思いをしています。で

場を決めました。疲れたけど、良い思

も、みんなと参加できてとても楽しいです。
」

い出になりました。
」
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宮崎県障がい者スポーツ大会
グラウンドゴルフに参加して

椎葉村役場 福祉保健課 なごみの会 「なごみんぐ」
私は今年で 4 回目で、初めてホールインワン
を入れて、とても嬉しかったです。最初は緊張

グラウンドゴルフが楽しかったです。またお願
いします。
（S.K）

しすぎて力が出し切れなかったので、後半でホー
ルインワンを出せたのが嬉しかったです。

今年こそは優勝を願って、盾（たて）を椎葉
（N.O） に持って帰ると思うのですが、なかなか優勝で

とても楽しかったです。初めて出た時よりも、 きません。今年は、ホールインワンを 1 回出して、
練習も一生懸命になり、みんな上手になり、楽

調子が上向き状態だったので、その後も 2 回 3

しくプレーができる様になりました。また、宮崎

回と出したかったのですが、思う様にいきません

に行って試合をするのも楽しくなり、グラウンド

でした。優勝するには何回もホールインワンを出

ゴルフも大好きで、時々、お年寄りの方としてい

さないとダメだなと思いました。来年はもっと練

ます。私は、優勝はしなくてもちょっと良いとこ

習して優勝したいと思います。
（N.T）

まで行きたいという夢があるので、ちょっとうる
さくなってしまい、皆さんが疲れたのではないか
と心配もしました。そして、自分も疲れて体調を

私は 2 回目の出場でしたが、自分と同じ病気を
持つ人が、県内の各病院にこんなにたくさんいる

壊した年もあったけど、今年はバッチリでした。 んだなあと思ったのが、第一の印象でした。もっ
また、元気で行きたいです。
と積極的に、プレーする人としない人がコミュニ
（M.M） ケーションがとれればと思います。順位を気にす

グラウンドゴルフはみんなで試合をして楽し

るのもいいけど、大会に関係している方々のサ

かったです。これからも参加をしますので、また

ポートがあっての事なので、充実した大会になれ

お願いします。

るように、来年も大会が盛り上がるようになれれ
（S.M） ばと思います。みなさん、どうもお疲れ様でした。
（S.K）

− 20 −

医療法人

隆誠会 延岡保養園

精神科デイケア

絆

第13回宮崎県障がい者スポーツ大会に参加して『初出場で初優勝!』
延岡保養園デイケア絆チームは、宮崎県障がい者スポーツ大会のミニバレー競技に初めて出
場しました。初出場という不安と期待の中、デイケア絆チームは見事に『優勝』を勝ち取りま
した。
出場した選手の声を紹介します。
イエーイ ! 優勝しました♪実力、チームワーク、
ミラクルを兼ね備えた最高のチームでした。そし
て、私たちを支えてくれた監督への熱い思いが優
勝にもつながったと思います。来年も頑張ります !!
（Y.O）

サーブの上手い T さんや、アタックの上手い
K さん・S さん、全般的に上手な O さん等がいて、
負けるとは思っていませんでした。優勝した事を
嬉しく思っています。(A.M)

思い通りのプレーが出来なかっ
たけど、優勝したことを嬉しく思い
ます。これもスタッフさん達のおか
げです。試合を終えてみて、楽し
くいい思い出になりました。(H.S)

色々な人達の思いを胸

自分 のコンディショ

に臨んだ大会でした。優

ンはイマイチでしたが、

勝出来たのは、チームワー

チーム一丸となって頑張

クの良さと協力してくれ

り優勝出来ました !!
(S.K)

た全ての人達のおかげだ
と思います。ありがとう
ございました。(S.O)
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宮崎地域精神保健福祉協議会
当協議会は、宮崎市、宮崎郡及び東諸県郡における精神保健及び精神障がい者福祉の推進を
図ることを目的に活動しています。

こころの健康づくり講演会
●日

時：平成26年2月4日（火）

●場

所：宮崎県総合保健センター 大研修室

● 参加者：約50名
●内

容：講演「精神障がい者の地域生活の安定を
目指して〜就労支援の実践から〜」

●講

師 ：社会福祉法人清樹会 ブライトハウス住吉
管理者

岩下 博子 氏

障がい者の QOL（生活の質）の向上に向けての雇
用拡大や幸福追求のための工賃向上を目指す意義について話をしていただきました。また自閉
症のケースから、障がい者自身に自己選択・自己決定・自己責任を認識させる必要性と重要性
を学ぶ機会となりました。
参加者からは、
「可能性を伸ばしていくというやりがいのある仕事をしていきたいと感じた」
「信頼関係を築き障がい者が本来もっている力を引き出すようなエンパワーメントの考え方を基
盤としていきたい」等、障がい者の自立に向け前向きな意見が多く寄せられました。
してい
日頃より練習
会を楽しみに
ない
年１回のこの大
と何とも言え
る
ま
インワンが決
ます。ホール
です。
えるのが醍醐味
爽快感が味わ

宮崎市内精神科病院球技大会
● 開催日：平成25年6月11日
●場

所：生目の杜運動公園 はんぴドーム

● 参加者：211名
●内

容：グランドゴルフ

大会当日、ドーム内は熱気に包まれ、各コースで
白熱した試合が繰り広げられました。
参加者それぞれの満足度が高く、非常に有意義な
大会となりました。

協議会だより
「ゆとり」
の発行
精神保健福祉に関する情報提供と協議会の活動を中心に編集した、宮崎地域精神保健福祉協
議会だより『ゆとり』第 18 号を発行しました。
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日南串間地域精神保健福祉協議会
当協議会は日南市、
串間市内の19の関係機関並びに団体で構成されています。
地域における精神保健
福祉に関する知識の普及・啓発のための講演会、
研修会及び会報
「潮騒」
の発行等の事業を行っています。

スポーツレクリエーション交流会
● 開 催 日：平成25年10月31日（木）
●場

所：日南総合運動公園

● 参加人数： 107名
アジャタ
成

績：優
：2

勝 谷口病院デイケア
位

谷口病院デイケア

：頑張った賞 県南病院デイケア
ミニバレー
成

績：優
：2

勝

谷口病院デイケア

位

つくし会

：頑張った賞 県南病院デイケア

参加者の中には、この日のためにミニバレーの練習をしてきた方も多くいらっしゃいました。
アジャタはほとんどの参加者が初体験でしたが、全ての玉入れが終わり、良いタイムが出ると
みんなでハイタッチをしたりと笑顔あふれる楽しい時間を過ごしました。

障がい者地域移行促進強化事業（基礎研修）
● 開催日：平成25年8月26日（月）
●場

所：南郷ハートフルセンター

●参加者：35名
●内

容：講演「カウンセラーに学ぶ〜ストレスへの
気づき方・付き合い方〜」

●講

師 ：医療法人十善会

県南病院
臨床心理士

辻 翔太 氏

地域住民、当事者及び関係者に向けて、
『ストレス
への気づき方・付き合い方』と題して研修会を開催
いたしました。

協議会だより
（潮騒）
の発行
精神保健福祉に関する情報提供、協議会活動を中心に編集し、平成 26 年 3 月に日南串間地域
精神保健福祉協議会だより「潮騒第 22 号」を発行しました。
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都城北諸地域精神保健福祉協議会
当協議会は都城市、三股町における精神保健福祉の推進を図ることを目的に活動しています。
主な活動としては、家族会等への活動助成や精神障がい者支援ネットワークを結成し、講演会
や普及啓発イベントの企画、協議会だよりの発行を行っています。

こころの健康づくり講演会
●日

時：平成26年1月18日（土）10:00〜11:35

●場

所：都城保健所 多目的室

（病院関係者、
民生委員児童委員、
一般の方等）
● 参加者： 57名

●内

容：講演「地域移行・定着支援について」

● 講 師：都城地域活動支援センター オリオン
所長

山元 克也 氏

精神保健福祉士

中西 里美 氏

当事者が病院から退院し、地域で安心して生活で

講演会の様子
きるように支援するための制度やオリオンの具体的な活動内容について、個別支援の事例を挙
げてお話がありました。これからも、当事者との信頼関係を大切にし、地域住民の方々と共に
互いに手を取り合いながら支援していきたいとのことでした。

ふれあいニュースポーツ大会
●日

時：平成25年11月30日（土）10:20〜12:20

●場

所：都城市勤労青少年体育センター

● 参加者： 58名（当事者、病院関係者、一般の方、学生ボランティア等）
●内

容：講師にレクレーション協会の方々を迎え、

4 つのチームに分かれて順番に各競
技（輪なげ、ミニテニス、ディスゲッ
ター等）を回り、チーム賞の表彰や
抽選会等を行いました。当事者と一
般の方との交流の場面も見られ、参
加者それぞれが競技に熱中し楽しい
時間を過ごされていました。

ミニテニス及びディスゲッターの様子

議会だより「オアシス」の発行
平成 26 年 2 月に協議会だより「オアシス」を発行しました。精神保健福祉大会の様子や相談
支援専門員等について紹介しています。
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西諸地域精神保健福祉協議会
西諸地域精神保健福祉協議会では、
小林市、
えびの市、
高原町における精神障がい者の福祉の増
進と地域における精神保健の向上を図ることを目的に活動しております。

こすもす祭
精神障がいへの理解を深めていただくことを目的に、平成 25 年 11 月 20 日に小林市文化会館
において、文化交流会（通称 : こすもす祭）を開催しました。当事者や家族、ボランティア、地
域住民の方々など約 340 名の参加がありました。地元で生活されている当事者の方が、日頃の
想いやデイケアに参加しての感想など「私達の声」と題して発表していただきました。参加者
からは、「前向きに頑張っている姿に感動しました」
「良かった」などの感想をいただきました。

ステージの部
家族の外は知り合いのない小林で暮らすようになっ
て淋しかった。入院をきっかけにデイケアに通い始め
たところ、友達も増えて居場所もでき楽しい気持ちが
わいてきました。ひとりで悩まずデイケアで相談もで
きるようになり、自分の病気のパターンもわかってき
体験発表

戸高一成先生による講演

認知症や予防方法について
わかりやすくお話をされました。

ました。これからもデイケアに通うことで生活リズムを
整えてできるだけ入院しないようにしたいと思います。

ほたるネット劇団による介護劇

小渕洲明流洲春会の皆様

とても楽しくて会場が笑顔一杯になりました。

交流の部
当事者の方々や地域のボ
ランティアの方々が一緒に

喫茶コーナー

なって、参加者の方々と小
物作りをしたりコーヒーサー
ビスを行いました。

小物（コラージュ）作り
レクリエーションコーナー

− 25 −

西都児湯地域精神保健福祉協議会
西都児湯地域精神保健福祉協議会では、
西都市、
高鍋町、
新富町、
西米良村、
木城町、
川南町、
都農
町における精神保健及び精神障がい者福祉の推進を図ることを目的としてレクリエーション交
流会、研修会など様々な事業を行っています。

レクリエーション交流会
平成 25 年 11 月 8 日（金）に新富町体育館
にて開催しました。参加団体は、西都病院・西
都病院デイケア、高鍋町デイケア、新富町デ
イケア、都農町いちょう会、川南町精神障害者
福祉会、こころの駅ハッピーパークの 7 団体で、
総勢 99 名が交流を深めました。カローリング

カローリング

が初めての方も多くいましたが、回数を重ねるに

アジャタ

つれて得点を取れるようになりました。アジャタでは混合チームを作り、みんなで協力してタイムを競
いました。参加者からは「楽しかった」
「カローリングをまたやりたい」という声が聞かれました。

成人発達障害の理解を深める研修会
●日

程：平成26年1月10日（金）

●場

所：高鍋保健所

● 参加者： 42 名
● 講演・グループワーク・ワークショップ :
当事者の講話 /「困り感がなかった私〜過剰適応に
よる二次障害〜」相談員の講話 /「当事者会に

講演

おける桐山さんとの関わりとその変化」

会話形式で進められた楽しい講演で、桐山氏の過去

ワークショップ「当事者・支援者・家族を対等

の出来事から発達障害者の行動の裏にある考え方の一

につなぐイイトコサガシ」
●講

例を学びました。また、みんなで楽しくイイトコサガシを

師：熊本県発達障害者当事者会Little bit
顧問相談員：山田
理

事：桐山

しながら発達障害者が安心してコミュニケーションに取

裕一氏

鈴氏/加藤

イイトコサガシワークショップ

り組めることも体験しました。今回の研修で成人発達障

英二 氏

害者との対話の重要性を再認識しました。

精神保健・医療・福祉の社会資源集、社会資源マップの改訂

出前講座

精神障がい者の方々が地域

平 成 26 年 3 月 11 日

で生活する時に利用できる社

（火）に西米良村保健セ

会資源の詳細情報を掲載し

ンターにて、民生委員・

た資源集やマップを平成 25

児童委員を対象に精神

年度版に改訂しました。

障害者の理解と対応に

資源集 & マップ

ついて出前講座を行いました。
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出前講座

日向入郷地域精神保健福祉協議会
当協議会は、
日向市、
門川町、
美郷町、
諸塚村、
椎葉村内の25の関係団体と115人の賛助会員に
より構成され、
精神保健及び精神障がい者福祉の推進を図ることを目的に活動しています。

さわやか交流会
●日 時：平成25 年6 月28 日（金）
● 場 所：サンドーム日向
● 競技種目：玉入れ

毎年恒例となった玉入れは今年度で 9 回目と
なり、医療機関や市町村のデイケア、作業所な
どから 108 名の参加がありました。
玉入れは、誰でも参加できる競技として大変
好評で、チーム一丸となり好タイムを目指して
頑張る姿が見られました。
参加者から「おしゃべりが楽しかった。
」
「また参加したい。
」等の感想が聞かれました。
来年度は、競技種目を変更して行う予定です。

こころの健康づくり講演会
●日

時：平成25年9月27日（金）

● 場 所：日向保健所多目的ホール
● 演 題：「看護職のメンタルケアについて」
● 講 師： 鮫島

哲郎

先生（鮫島病院院長）

宮崎県看護協会との共催で、看護師を対象とした講演会
を開催しました。
心身ともにストレスを抱えやすいと言われている看護師
を対象とし、こころの健康を保つための知識や対応方法を学んでいただきました。49 名の参加があり、
看護職の労働実態についてを理解していただきながら、仕事のやりがいや生きがいについて等を振り
返る機会となった様です。

地域家族会合同研修会
●日 時：平成26年1月17日
（金）
● 場 所：日向保健所
●内 容：家族会及び市町村デイケアからの活動紹介及び家族交流会

家族会会員以外の家族にも参加していただき、家族交流会を
行いました。キャッチボールのお弁当を頂きながら、家族同士でな
ければ話せない思いが話され、体験の共有や情報交換等が行わ
れました。研修会を通じて、家族の役割を考える時間となりました。

− 27 −

延岡地域精神保健福祉協議会
当協議会は、
延岡市における精神保健及び精神障がい者福祉の推進を図ることを目的として、
延岡
地域スポーツ大会、
こころのコンサート、
『こころの広場』
発行などさまざまな事業を行っています。

延岡ハートフルスポーツ大会
●日

時：平成25年10月31日（木）

● 参加者：184 名
●場

所：延岡勤労者体育センター、妙田緑地

今回で 20 回目の開催となり、グランドゴルフとミニバ
レーの 2 種目で競技が行われました。今年度から特別
賞を設け、たくさんのチームが様々な賞を受賞しました。
地域のボランティアの方や九州保健福祉大学の学生に
も協力していただき、大会は大盛況でした。

こころのコンサート
●日

時：平成25年12月16日（月）

● 参加者：約200名
●場

所：延岡総合文化センター

小ホール

今回で 8 回目の開催となりました。9 団体が参加し、
歌やダンス、演劇、お楽しみ抽選会などバラエティに富
んだ内容でした。会場はほぼ満員となり、笑顔に包まれ
たコンサートになりました。

こころの健康づくり講演会
●日

時：平成26年1月31日（金）

● 参加者：130 名
●内

容：講演「こころといのちの絆について考える
〜今を大切に生きる〜」

●講

師：杉浦

貴之氏（ピアノ : 川原

みゆき氏）

がんを患い余命宣告を受けた経験をもとに全国各地
で講演やライブ活動を行っている杉浦貴之さんとピアノ
伴奏者の河原みゆきさんをお迎えしてトークライブを開催しました。
「生きることの大切さを感じた」
「元気をもらった」等多くの感想があり、すばらしい講演会となりました。

こころの広場
心の健康づくりと精神障がい者支援、精神保健福祉情報の提供を目的として、年 1 回発行し、
会員、関係機関、当事者及び家族、ボランティア等へ配布しました。
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西臼杵地域精神保健福祉協議会
当協議会は、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町における精神保健及び精神障がい者福祉の推進を図るこ
とを目的として、現在、団体会員 (24 団体 )、個人会員で運営し、啓発活動を中心に事業を進めています。

ピアサポーター派遣事業
平成 25 年 12 月 19 日、平成 26 年 3 月 17 日に国見ヶ
丘病院で開催しました。
西臼杵地域における精神障がい者への生活支援を行
うことを目的として、ピアサポーター派遣事業を実施し
ました。在宅で暮らす方と入院している方がピアサポー
てイメージすることができるよい機会
となっています。事業では、参加者が
自分の思いを自由に話すことができる
ように、ゲームで交流を深め、参加者
を 6 名程度のグループに分けて話し合
いを行うなどの工夫をしています。

!!

参加者からは、
「参加して良かった」

参
加
者
で
輪投げを
楽しみま
した

ターを交えて交流することで、退院後の在宅生活につい

等の感想も聞かれました。

こころの健康づくり講演会
●日 時：平成26年3月15日
（土）
● 参加者：47名
●内 容：演 題:
「お酒とメンタルヘルス」
● 講 師：武田龍一郎氏(宮崎大学安全衛生保健センター教授)

この講演会では、お酒が身体に及ぼす影響とアルコー
ル依存症についてお話いただきました。講演会には民
生委員児童委員や医療関係者など地域の支援者となる
方々に御参加いただき、皆様、頷きながら熱心に先生の
話に耳を傾けておられました。

家族のつどい
国見ヶ丘病院及び管内三町と合同で、精神障がい者の家族が抱えている気持ちを表現する場や、
家族同士の交流を深める場、病気を理解する場をつくることを目的として開催しています。平成 25 年
度は２回開催し、計 20 名の家族が参加されました。
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精神障がい者支援組織・グループの動き

特定非営利活動法人 宮崎県精神福祉連合会
理事長 立本 久子
宮崎県精神福祉連合会では「もっと楽しくて面白い家族会にしよう」と初めて企画した『おも
しろ演芸スポレク大会』を 1 月 25 日新富町体育館で開催した所、200 名余りの参加がありました。
ダンスやゲームなど、地元愛好会の皆さんの指導よろしく、参加者は息弾ませて踊り飛び跳ね
ていました。また、新富町のふたば家族会やハッピーパークに通う当事者、県内各地の家族会に
よる演技披露もあり、大きな拍手につつまれていました。

小林から参加した方は「ものすごく楽しかったです。高齢者の多い家族会と若い人達との交流
もあって良かったです。また企画してください」と大好評でした。
宮精連では今年も 9 月 28 日に宮崎市総合体育館にて開催します。会場で会いましょう。お友達
も一緒に !
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「アルコール健康障害対策基本法」推進のために
宮崎県断酒友の会

会長

米崎

邦雄

今日まで、公益社団法人全日本断酒連盟は永年、アルコール依存症対策を国に対し、アルコー
ル問題議員連盟を軸にいろいろな意見を述べてきました。しかし、もう少しのところで挫折し
ていました。
今回、医療関係者より、日本アルコール問題関連学会を中心に、アルコール関連問題基本法
推進ネット（アル法ネット）を立ち上げ、多く国民的支援団体を結集することができました。
特にアルコール問題議員連盟には格別の働きをいただき、昨年 12 月 7 日に法案が成立しました。
私達アルコール依存症者にとって、初めての法律であり、個々的に飲酒運転、未成年者の飲酒
の法律はあっても、アルコール依存症を基本とする法律はありませんでした。この法律の成立
はこれからの断酒会活動に大きな力となると思います。私達会員家族は断酒会に入会し、
「断酒
会にもっと早く出会っていたら、こんなに苦労しなかったのに…………」みんな思っていまし
た。アルコール依存症者本人、そして家族も「飲んだくれ、意志が弱い、癖が悪い」と思い、
誰にも相談する勇気がありませんでした。依存症で身体をダメにし、仕事を失い、信用も、プ
ライドもズタズタ状態、経済的にも破たんし、家族からは罵倒され、ケンカが絶えない、とう
とう家族も離散すれすれか、離散でした。そんな状況でも酒を飲まなければ、生きていけませ
んでした。もし、学校教育の場で、アルコール依存症の知識と回復の方法を知っていれば、もし、
内科診療で「アルコール依存症疑いあり」と言われたら、もし、飲酒運転で捕まった時、警察
がアルコール依存症の疑いがと指導してくれたら、もし、DV、酩酊で救急医療の消防士がいっ
てくれたら。もし、近所の知人がアルコール依存症のことを知っていれば……。こんなに苦労
せずに断酒会に出会っていたかもしれません。私たちの生活の場に潜むアルコール依存症を間
違った知識や、偏見がなければ、もっと早く治療に結びついたと考えます。アルコール依存症
は心の病気である以上、これからも多くの人がなりうる病気だと思います。私達断酒会会員家
族は、アルコール依存症からの回復と同時に人としての生き方のノウハウを持っています。こ
の社会的資源をより多くの市民に伝える責務を果たすべく、この法律を県内の関係者会議に生
かしていきたいと思います。
また、今日まで 11 月 10 日は「断酒宣言の日」から断酒強化週間に立法化されましたので、
県民へ大きくアピールできる行動を企画します。
公益社団法人
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全日本断酒連盟

宮崎県断酒友の会

精神障がい者支援組織・グループの動き

ルピナス倶楽部の動き
会長

児玉

一生

平成 25 年 12 月 1 日より、
「宮崎県精神障がい団体連合会ルピナス倶楽部の会」会長は、川越
竹光氏から児玉一生に代わりました。
私たちルピナス倶楽部は、宮崎県精神保健福祉センターを拠点として、月 1 回定例会を行い、
年 2 〜 3 回発行する会報「ひまわり」を通じて、県内の精神障がい者、その家族及び県民の皆
様に精神障がい者を理解いただき、偏見・差別をなくす活動を行っています。
また、生きる絆とでも申しあげましょうか共生の社会を理想とし、目指しています。
平成 25 年度のルピナス倶楽部は、会員増が困難なこともあり、前年度と同じく、当事者への
呼びかけ等、ルピナス倶楽部が楽しい当事者会になるよう、役員はじめ運営委員のできる範囲
で活動を行うことを目的としました。
会員募集のチラシを作成して（ポスター 100 枚、チラシ 700 枚）
、各病院、各クリニック、地
域支援活動センターなどに発送しました。
座談会は、
2 回開催しました。第 1 回目は、
いつものメンバーのみで開催しましたが、
第 2 回目は、
お茶をたて、皆さんに振る舞い、和気あいあいとした雰囲気の中で行われました。
その効果として、作成したポスターやチラシを見ていただくことで、ルピナス倶楽部の存在
を広めることができているのではないかと思われました。問い合わせも何件かあり、座談会に、
数名の新しい方が参加されて、自身の悩みなどを語られたり、和やかな交流の場になりました。
また、各々が普段思っていること、気になることなどの発言があり、皆の思いが自然に語られ
る良い場になる印象を受けました。地道な活動ではありますが、とても大切なコミュニケーショ
ンを含めた事業が行われたと思います。
平成 26 年度は、9 月 20 日（土）に、ルピナス倶楽部ピア交流会を開催します。宮崎県内の
当事者活動（ピア活動）をされている団体・個人のみなさんに参加を呼びかけています。お互
いの活動をわかりあうために、
各団体紹介、
「これからのあなたの夢は ?」
「活動費について」など、
何でも話せる場にしたいと思っています。
小さな規模ではありますが、総会とピア交流会を同日に開催して、次のステップになるように
取り組んでいきます。
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障がい者の就労促進等に取り組む事業所

特定非営利活動法人

こころ

「

「働きたい
笑顔の暮らし」
」を

応援します!!

こころは障がいのある人が地域生活において安心して働き暮らすことを支えることを目的としてい
ます。また、地域住民とのつながりを大切にし、地域福祉が充実することで全ての住民が暮らしやす
い地域をつくることを目指しています。

こころは６つのサービスを提供しています !
就労継続A型事業 〈定員15名〉
「労働者」として働きながら、一般企業への就職を目指す
事業内容 水産事業部（海産物の加工・配送・事務業務など）
清掃事業部（高齢者施設の委託清掃）

就労継続B型事業 〈定員10名〉
就労機会と生活活動を通じて、次のステップへ
活動内容 弁当／惣菜制作／ショップでの販売／保育園の委託清掃
農産物選別委託作業等

生活介護事業

〈定員15名〉

必要な日常生活上の支援から相談・助言まで幅広くサービスを
提供します
活動内容 事業所内の委託清掃／弁当配達／農事／委託作業
芸術活動／余暇活動

共同生活援助

等

〈定員8名（女性のみ）
〉

地域での少人数の共同生活をお手伝いします
・こころ高野原ホーム・こころ藤田ホーム

相談支援
一人ひとりにあったサービスを効果的に利用するためお手伝いします
特定相談／障がい児相談／一般相談

日中一時支援

〈定員４名〉

家族の一時的な休息などを目的として、障がい児（者）の日中
活動の場を提供します

お問い合わせ先

宮崎県都城市梅北町 4200 番地
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TEL:0986-39-4905

明日への希望に向けて
特定非営利活動法人

えびの福祉作業所
所長

鬼脇千代子

★明 る い 作 業 所

まず、明るい楽しい作業所であること。明日への希望を持った

★ 助け合う作業所

ひとりひとりの人格を尊重し、障がいの個人差を理解し、お互
いに助け合う気風を育てる。

★ 意欲的な作業所

勤労の尊さ、働く喜びを知り、進んで働く意欲を育て、活気の

健康で生き生きとした明るい雰囲気作りに努める。

ある作業所に努める。

先代所長が、常日頃おっしゃっていた言葉を胸に、仲間と共に一生懸命に、そして、楽しく毎日過ご
しています。
私達えびの福祉作業所は、就労支援事業所として、園芸・陶芸・内職等の作業に力を入れ、利用者
の就労を支援し、工賃向上に努めています。余暇活動時間は少ないのですが、地域での活動を積極的
に参加するようし、全員参加型で、その人に合ったポジションで、個々の力を発揮し、自信が持てるよ
うに心掛けています。また、地域の方々とふれあうことにより、いつでも気軽にお声かけしていただける
ような環境作りを目指しています。
利用者の皆さんと過ごして、十数年経ちますが、皆さんの毎日の純粋な笑顔を見ると、疲れていても
落ち込んだ時も、元気をもらえ、本当に助けられます。
これからも、精神障がい者・知的障がい者・身体障がい者の方々との交流を継続的にさせていただ
きながら、お互いの障がいを理解しあい、共に明日への希望に向けて、活動していけるように、そして、
皆さんがえびの福祉作業所へ気軽に足を運んでいただけるように、私達職員一同日々精進して、支援
に取り組んでいきたいと思います。

仕事初め恒例のそば打ち

販売イベントの様子

えびの市産業文化祭

畑で草取り作業

田の神さぁ踊り大会
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平成25年12月より
就労移行支援事業を開始しました!!
NPO法人しろはと工房（高鍋町）

理

念

障がいがあるから出来ないと諦めるのではなく、障がいがあっても出来ることが誰にでも必ず
ある。私たちは、この想いを常に抱きながら皆さんと一緒に活動していき、必要であれば支援を
行っていきます。工房を利用する目的も将来の夢もこれまで育ってきた家庭環境も、ひとりひと
り違っています。だからこそそれぞれに合わせた計画を作成し、その計画に沿って活動し問題点
が発生したら見直しを行なっていきます。いろいろな社会制度、社会資源を有効に活用しながら
工房に関わるすべての人が笑って過ごせる施設、地域社会をみんなで築いていき、避けては通
れない「親亡きあと」を見据えて、ひとつでも出来ることを増やし、力強く有意義に生きていく

● 事業内容
就労移行支援事業 就労継続支援事業Ｂ型
日中一時支援事業

!!

（中学生以上、学校が長期休暇中のみ）

作業内容は…
○ 農作業
（生姜、
キャベツ、
ピーマン 等）
○ 野菜のパッケージ作業
（委託作業）
○ SAORI織り
（手織り）
・縫製
○ 各種イベント販売等
（COOP高鍋店
に毎月出店させて頂いています。
）

今後に向けて
平成 25 年 12 月より就労移行支援事業を開始し
ました。移行のメンバーは就職に向けて、実習や
施設内訓練を頑張っています。就職を目指す方々
の希望をかなえる事ができるよう支援していきた
いと思います。

お気軽にお立ち寄り下さい!!

〒 884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋 299

TEL・FAX

0983-22-0602
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広い畑で
の農業
も
頑張って
います！
！

○ お菓子作り
（ケーキ、
クッキー等）

[ 事業所地図 ]

は
クッキー
ケーキ・
中です！
好評販売

● 主な活動内容

移行
の
メ
ンバー
は就職
向け職
に
場
実
習
や施設
練
を
内訓
頑
張って
います

力を養って欲しいと願っています。

宮崎県精神保健福祉連絡協議会だより
平成 25 年度事業実績
1. 会議開催
(1) 第1回総会
（平成25年5月20日）
① 精神保健連絡協議会会則の一部改正について
② 役員の改選について
③ 平成24年度事業実績について
④ 平成24年度決算について
⑤ 平成25年度事業予算
（補正）
について
⑥ 報告事項
・第12回
（平成25年度）
宮崎県障がい者スポーツ大会の開催実績について
・第53回
（平成25年度）
精神保健福祉全国大会の開催について
(2) 第1回理事会・第2回総会
（平成25年8月5日）
① 新規会員の入会承認について
② 役員改選等について
③ 精神保健福祉功労者に対する「平成 25 年度宮崎県精神保健福連絡協議会会長表彰」の
選考について
④ 精神保健福祉みやざき
（第53号）
の発行について
⑤ 報告事項
・第53回精神保健福祉大会の進捗状況について
(3) 第3 回総会
（平成26 年3 月10 日）
① 平成26年度事業計画について
② 平成26年度当初予算について
③ 第54回精神保健福祉大会について
④ 報告事項
・第53回精神保健福祉大会について

2. 大会開催
(1) 第12回宮崎県障がい者スポーツ大会
平成25年5月12日
（日）
宮崎県総合運動公園ほかで開催
参加者

2,257名
（選手数1,653名）

(2) 第53回精神保健福祉大会
平成25年10月22日
（火）
高千穂町武道館にて開催
参加者

530 名

3. 精神保健福祉功労者表彰
(1) 第 53回精神保健福祉大会時に表彰状授与 8件
（個人6名、
2団体）
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4. 支援・助成
(1) 宮崎県精神福祉連合会
(2) 宮崎県断酒友の会
(3) ルピナス倶楽部

5. 普及・啓発
(1) 機関誌「精神保健福祉みやざき
（第53号）
」
の発行・配布
（1,000部）
(2) 啓発誌「心の健康
（№68）
」
の作成・配布
（8,000部）
(3) 専用ホームページの運用
(4) 検索システム
「こころ安心・相談ネット
（愛称:みやざきこころ青Tねっと）
」
の運用
(5) 自殺予防リーフレットの配布

6. その他
(1) 九州精神保健福祉協議会理事会 （宮崎市）
平成25年11月22日開催
(2) 全国精神保健福祉連絡協議会総会
（青森県）
平成25年10月24日開催

平成 26 年度事業計画
1. 大会開催
(1) 第13回宮崎県障がい者スポーツ大会
平成26年5月11日
（日）
開催、
宮崎県総合運動公園他
（宮崎市）
(2) 第54回宮崎県精神保健福祉大会
平成26年10月17日
（金）
開催予定

会場:小林市文化会館

2. 精神保健福祉功労者表彰
第54回宮崎県精神保健福祉大会時に表彰状授与予定

3. 普及・啓発事業
(1) 機関誌「精神保健福祉みやざき（第54号）
」
の発行・配布
（1,200部）
(2) 啓発誌「心の健康（№69）
」
の作成・配布(8,000部)
(3) 広報媒体
「専用ホームページ」
の運用
ホームページアドレス（http://www.miya-seiren.com）
(4)「こころ安心・相談ネット（愛称:みやざきこころ青Tねっと）
」
の運用
ホームページアドレス（http://www.m-aot.net）
(5)「自殺予防啓発活動基金」
事業
一般県民向けの啓発グッズを制作する基金事業
(6)「自殺対策強化月間（3月）」
関連普及啓発
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パネル展示、チラシなどの配布

4. 各種団体に対する助成
(1) 宮崎県精神福祉連合会が実施する啓発活動等への助成
(2) 宮崎県断酒友の会が実施する啓発活動等への助成
(3) ルピナス倶楽部が実施する啓発活動等への助成

5. 総会・理事会の開催
(1) 第1回総会
（平成26年5月下旬開催）
平成25年度事業実績・決算承認、
役員改選、
精神保健福祉大会など
(2) 第 1回理事会
（平成26年8月上旬頃開催予定）
会長表彰者決定、機関誌発行など
(3) 第 2回総会
（平成27年3月上旬頃開催予定）
平成27年度事業計画・当初予算など

6. その他
(1) 九州精神保健福祉協議会理事会
（長崎県）

平成26年11月開催予定

(2) 全国精神保健福祉連絡協議会総会
（徳島県） 平成26年10月開催予定
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宮崎県精神保健福祉連絡協議会

役員名簿
平成26年5月26日現在

役

職

氏

名

機関・団体名等

長

髙宮

眞樹

宮崎県精神科病院協会

副 会 長

三山

吉夫

宮崎大学

常務理事

松田

裕

宮崎県精神保健福祉センター

所長

理

事

後藤

勇

宮崎地域精神保健福祉協議会

代表

理

事

谷口

浩

日南串間地域精神保健福祉協議会

代表

理

事

河野

一成

都城北諸地域精神保健福祉協議会

代表

理

事

内村

大介

西諸地域精神保健福祉協議会

理

事

中林

永一

西都児湯地域精神保健福祉協議会

代表

理

事

田中

洋

日向入郷地域精神保健福祉協議会

代表

理

事

吉田

建世

延岡地域精神保健福祉協議会
宮崎県精神科医会 会長

理

事

植松

昌俊

西臼杵地域精神保健福祉協議会

理

事

石田

康

宮崎大学医学部臨床神経科学講座

理

事

古郷

博

宮崎県精神科診療所協会

理

事

長友

重俊

宮崎県福祉保健課長

理

事

川原

光男

宮崎県障害福祉課長

理

事

立本

久子

宮崎県精神福祉連合会

理

事

米崎

邦雄

宮崎県断酒友の会

理

事

矢野

光孝

宮崎県障害者社会参加推進協議会

監

事

山崎

睦男

宮崎県社会福祉協議会

監

事

藤﨑 淳一郎

会

会長

名誉教授

宮崎県保健所長会

代表

代表
教授

副会長

理事長

理事長
会長

事務局長

会長

● 役員数:理事18名（会長1名、副会長1名、常務理事1名を含む）、監事2名
● 役員任期:平成25年4月1日~平成27年3月31日（2年間、新任者も同じ）
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代表
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885-0012 都城市上川東3-14-3

886-0003 小林市大字堤3020-13

884-0004 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1

883-0041 日向市北町2-16

882-0803 延岡市大貫町1-2840 延岡保健所内

882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1

880-0013 宮崎市松橋1-1-32

都城北諸地域精神保健福祉協議会

西諸地域精神保健福祉協議会

西都児湯地域精神保健福祉協議会

日向入郷地域精神保健福祉協議会

延岡地域精神保健福祉協議会

西臼杵地域精神保健福祉協議会

宮崎県精神科病院協会

宮崎県精神科診療所協会

一般社団法人

一般社団法人

880-8515 宮崎市原町2-22

880-8501 宮崎市橘通東2-10-1

880-8501 宮崎市橘通東2-10-1

880-0032 宮崎市霧島1-1-2

889-1911 北諸県郡三股町大字長田1270 老年期精神疾患センター内

宮崎県福祉保健課

宮崎県障害福祉課

宮崎県精神保健福祉センター

宮崎大学名誉教授

880-0123 宮崎市大字芳士80

医療法人慈光会

古賀総合病院

宮崎若久病院

野崎病院

高宮病院

一般財団法人弘潤会

医療法人真愛会

社会医療法人同心会

880-0945 宮崎市福島町寺山3147

880-0916 宮崎市大字恒久5567

880-0841 宮崎市吉村町大町甲1931

880-0041 宮崎市池内町数太木1749-1

889-1692 宮崎市清武町木原5200

井上病院

医療法人清芳会

所在地住所

中央保健所内

県福祉総合センター内

宮崎大学医学部附属病院精神科

郵便番号

880-0032 宮崎市霧島1-1-2

宮崎県保健所長会

病院・診療所名

880-8515 宮崎市原町2-22

宮崎県障害者社会参加推進協議会

賛助会員

880-0913 宮崎市恒久6丁目9-11

宮崎県断酒友の会

立本久子様方

880-0873 宮崎市堀川町165番地

特定非営利活動法人 宮崎県精神福祉連合会

吉田病院内

889-0511 延岡市松原町4-8850

宮崎県精神科医会

県福祉総合センター内

889-1692 宮崎市清武町木原5200

社会福祉法人

宮崎県社会福祉協議会

宮崎大学医学部精神医学教室

880-0001 宮崎市橘通西1-5-3 細見クリニック内

高千穂保健所内

高鍋保健所内

コーポはまゆう7F

日向保健所内

小林保健所内

都城保健所内

日南保健所内

889-2536 日南市吾田西1-5-10

所在地住所
中央保健所内

日南串間地域精神保健福祉協議会

郵便番号

880-0032 宮崎市霧島1-1-2

組織・団体名

宮崎地域精神保健福祉協議会

正会員

宮崎県精神保健福祉連絡協議会

0985-51-1548

0985-51-3111

0985-24-5678

0985-39-8988

0985-39-5396

0985-85-2969

電話番号

0986-52-5800

0985-27-5663

0985-32-4471

0985-26-7074

0985-28-2111

0985-26-2950

0985-53-6030

0985-29-6816

0982-37-0126

0985-22-3145

0985-85-2969

0985-35-1000

0985-60-2671

0982-72-2168

0982-33-5373

0982-52-5101

0983-22-1330

0984-23-3118

0986-23-4504

0987-23-3141

0985-28-2111

電話番号

FAX番号

ホームページ

平成 26 年 8 月現在

0985-52-7394

0985-51-3114

0985-22-1571

0985-39-0067

0985-39-2410

0985-85-5475

FAX番号

0986-52-5573

http://www.miyazaki-wakahisa.com/

http://www.koujunkai.jp

http://www.takamiya.or.jp

http://www.kgh.or.jp

http://www.inoue-hp.net

http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/hospital

ホームページ

0985-27-5276 http://www.pref.miyazaki.lg.jp

0985-26-7340 http://www.pref.miyazaki.lg.jp

0985-26-7326 http://www.pref.miyazaki.lg.jp

0985-23-9613

0985-26-2950

0985-53-6030

0985-29-6816 http://www5.ocn.ne.jp/~mkaren

0982-37-0233

0985-27-9003 http://www.mkensha.or.jp

0985-85-5475 http://www.med.miyazaki-u.ac.jp

0985-38-1711

0985-60-2672

0982-72-4786

0982-33-5375

0982-52-5104

0983-23-5139

0984-23-3119

0986-23-0551

0987-23-3014

0985-23-9613

会員名簿
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郵便番号

電話番号

0986-23-2863

内村病院

小林保養院

国見ヶ丘病院

県南病院

協和病院

鮫島病院

医療法人浩然会

医療法人信和会

医療法人和敬会

医療法人十善会

医療法人向洋会

医療法人望洋会

880-0824 宮崎市大島町南窪 814-4 マルコービル 105

880-1101 東諸県郡国富町大字本庄 1407

880-0001 宮崎市橘通西 1-5-3

北野メンタルクリニック

向陽の里診療所

医療法人ハートピア

883-0041 日向市北町 1-2

880-0806 宮崎市広島 1 丁目 17-21

みずのメンタルクリニック

医療法人聖心会

中村クリニック

880-0912 宮崎市大字赤江 830-1

サザンクリニック

ポレスターアーバンシティ広島 1F

880-0905 宮崎市中村西 3-2-33

こごうメンタルクリニック

細見クリニック

882-0052 延岡市萩町 52

早稲田内科神経科医院

野田クリニック

880-0933 宮崎市大坪町西六月 2197-1

医療法人社団凌雲会

医療法人芳明会

880-0031 宮崎市船塚 1-2

889-1607 宮崎市清武町加納 1-29-2

医療法人社団静心会 近間クリニック

0985-32-7830

0982-50-0855

0985-50-5771

0985-35-1100

0985-75-7752

0985-22-7588

0985-55-1777

0982-35-7789

0985-53-3030

0985-85-6006

0985-24-6662

0985-25-0085

福永内科神経科医院

0985-73-1811

0983-43-0143

881-0023 西都市大字調殿 1010

880-0879 宮崎市宮崎駅東 1-6-7

0982-63-2211

889-0623 東臼杵郡門川町宮ヶ原 4-80

0982-52-2409

0982-54-6801

0982-54-2806

0987-72-0224

0982-72-3151

0984-22-2836

0984-23-2575

0987-23-1331

0982-37-0126

医療法人あいクリニック

西都病院

883-0033 日向市大字塩見 11652

883-0033 日向市大字塩見 14168

883-0021 日向市大字財光寺 1194-3

888-0001 串間市大字西方 3728

882-1102 西臼杵郡高千穂町大字押方 1130

886-0003 小林市堤 2939

886-0002 小林市水流迫852番地1

887-0034 日南市大字風田3861

889-0511 延岡市松原町4-8850

882-0863 延岡市緑ヶ丘5-14-30

医療法人りっか会 ピア・メンタルささき病院 880-0211 宮崎市佐土原町下田島 21230

医療法人恵喜会

田中病院

谷口病院

医療法人同仁会

特定医療法人浩洋会

吉田病院

医療法人建悠会

瀧井病院

延岡保養園

医療法人隆誠会

医療法人社団慶城会

0986-22-0280
0982-33-6396

0986-25-1315

都城新生病院

医療法人一誠会

885-0093 都城市志比田町3782

一般社団法人藤元メディカルシステム 藤元病院 885-0055 都城市早鈴町17-4

永田病院

0986-52-5800

0985-28-2801

885-0084 都城市五十町5173

所在地住所

医療法人恵心会

880-0804 宮崎市宮田町7-37

一般社団法人藤元メディカルシステム 大悟病院 889-1911 北諸県郡三股町大字長田1270

若草病院

病院・診療所名

医療法人如月会

FAX番号

0985-32-7831

0982-57-3627

0985-50-5663

0985-38-1711

0985-75-2979

0985-22-7587

0985-55-1789

0982-34-0085

0985-54-5151

0985-55-0886

0985-24-7008

0985-25-5882

0985-72-0640

0983-43-3625

0982-63-2211

0982-52-2403

0982-53-7313

0982-54-3319

0987-72-5967

0982-72-3153

0984-22-5341

0984-22-6442

0987-23-7739

0982-37-0233

0982-35-3370

0986-25-1958

0986-25-2473

0986-23-2238

0986-52-5573

0985-20-0819

ホームページ

http://www.nakamura-cl.com

http://www9.ocn.ne.jp/~hosomicl/index.htm

http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~kogomentalclinic/

http://www.houmei.or.jp

http://www.ai-clinic.pro

http://www.peer-ricka.jp

http://www.h7.dion.ne.jp/~tanaka_h

http://keijoukai.pr.miten.jp/modules/myalbum1/

http://www.sameshima-hp.jp

http://www.kyowahospital.jp/

http://www.kennan-hospital.or.jp

http://www.kunimigaoka.or.jp

http://www.uchimura-hospital.jp/

http://www.taniguchi-hospital.jp

http://www.yoshidahospital.or.jp

http://www.ryuseikai.com

http://www.shinsei-hp.jp

http://www.fujimoto.or.jp

http://www.fujimoto.or.jp

http://www.miyazaki-wakakusa.or.jp

