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巻頭言

本人が覚えていない病気の経過を長いスパンで見てくれ
ている情報が不足し、同じパターンでの再発やケアの滞り

～福祉はどこに行く～
理事長になって 1 年半が過ぎました。川崎市を退職して
から 2 年のブランクがありました。このブランクの間に
いろいろなことが大きく変わって戸惑っています。もし
かしたら在職中の最後の何年かも変わりつつあったので
しょうが、自立支援法に追いついていくだけで精いっぱ
いで、そういった変化の兆しを見逃していたのかもしれ

を起こすことになります。そういう人たちを見ていると、
A さんの主治医の、長期的に見た判断の意味の深さを後か
ら感じます。連携する時に、自分の見える場面だけでなく、
自分の見えないところでどんな思いで利用者に関わって
いるか、現在ばかりでなく、過去から学び、長い将来その
人が良かったと思える設計を考えられる空想力が、家族も
含めて連携をしていける手掛かりになると思っています。

ません。今、一番課題に感じていることが、利用者の方
のフォロー体制のネットワークです。
私の原点はリハセンターに就職した頃のいろいろな出
会いです。特に初めて担当した A さんのことは強烈な印
象を残しています。デイケアに来て 1 年、A さんの変化
を見て仕事のやりがいを感じていた頃、A さんの家族に
異変が起こりました。妹の受験勉強の邪魔をしだして手
が付けられない状況になっていました。その時主治医は
すぐ入院という判断をします。当時私は随分憤りました。
結局 A さんを家族が邪魔者扱いしたのではと。同時に入
院という結果しかできなかったことに自分のふがいなさ
も感じていました。自分はこの仕事に向いていないので
はとも考えました。そのとき主治医が私に声をかけてく

自立支援法になって、個別支援計画を立てる人、それに
基づき現場でケアする人、形は整っています。でも、それ
ぞれが自分の業務をこなすのに精一杯で、お互いの立場を
思いやったり評価のずれが出てくる背景に考えを巡らし
たりする余裕がないように見えます。３障害共通土俵に立
てたことは良いのですが、障害の面が前面に出、医療の面
が遠くなってしまったように見えます。病気も併せ持った
存在であり、その障害の部分は可変的であること、評価に
おいては自己評価と他者評価にずれがあるばかりでなく、
関わる人によっても差異が出てくること（特に短い時間し
か会わない人にはいいところを見せたい）を頭においてケ
ア会議に臨めば、もう少しケア会議が生きてくるように思
えます。

れたこと、A さんのケアはこれからも長く続く、家族が
疲弊しては行けないのだと、特に親亡き後面倒を見るの
は妹さんになるから、妹さんに A さんのダメージを与え
てはいけないと。
もみの木寮やグループホームに来る利用者を見ている
と、家族との縁がぷっつり切れてしまっている人が多く

行政主導だった川崎市の精神福祉が、「官から民へ」と
いう時代の流れの中で、それぞれが手一杯で、総合的な地
域ケアをしていくために何をしていけばいいのか、見えに
くくなっているのがつらいです。ふれあいの会の将来的な
方向性も定めかねています。そんな手探り状態での理事長
ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

ケアのネットワーク作りの大変さを思います。家族と切
れてしまうと、保証人や支援体制が切れるばかりでなく

1

（理事長

尾崎

幸恵）

（平成 26 年 8 月 1 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）

オレンジふれあい活動報告

バザー参加報告

平成２6 年
８／４（月）

平成２７年
アゼリアバザー

１／１０（土） ええんじゃないか祭り

8／20（水）
・９／１７（水）幸区社会福祉協議会

１／１５（木） メンタルヘルス講座

10／１3（月）

健康まつり

１／２１（水）
・２／１８（水）幸区社会福祉協議会

１0／17（金）

川信ザー

3／１４（土）
・１５（日） 文化センター祭り

１0／18（土）

はぁ～とまつり

３／２１（土）
・２２（日）

１0／18（土）
・19（日）

幸区民祭

さくらフェスタ日吉

３／２５（水） 幸区社会福祉協議会

１0／22（水）

幸区社会福祉協議会

４／１５（水） 東芝販売

１１／１（土）

平間中学校バザー

４／２２（水） 幸区社会福祉協議会

１１／８（土）

多文化フェスタ

４／２５（土） メルシー祭り

１１／８（土）

プラザ祭り

５／１５（水） 川信ザー

１１／９（日）

南部市食鮮まつり

５／２７（水） 幸区社会福祉協議会

１１／１１（火） 武田病院販売会

５／３１（日） 神奈川県庁

１１／１２（水） 東芝販売

６／６（土）

１１／１３（木） 福祉大会

６／１７（水）
・７／１５（水）幸区社会福祉協議会

１１／１９（水） 幸区社会福祉協議会

８／２６（水）
・９／１６（水）幸区社会福祉協議会

Ｂｕｙかわさき in 溝の口

１１／２７（木）ふれあいバザールみぞのくち
１１／３０（日）ボランティアタウンフェスタ

１０／１４（水） 川信バザー

１２／１０（水） アゼリアバザー

１0／1７（土）

１２／１５（月）
・１７（水） 東芝販売

１0／1７（土）・1８（日）

１２／１８（木）
・２２（月） 東芝販売

１０／２１（水） 幸区社会福祉協議会

１２／2４（水） 幸区社会福祉協議会

１０／２３（金） 東芝販売

はぁ～とまつり
幸区民祭

１０／２４（土） 平間中学校バザー
１０／３１（土） 多文化フェスタ
１１／３（火）

健康まつり

１１／７（土）

プラザ祭り

１１／８（日）

南部市食鮮まつり

１１／１７（火） 福祉大会
１１／１８（水） 幸区社会福祉協議会
１１／１９（木） 武田病院販売会
１１／２６（木） ふれあいバザールみぞのくち

11/3（火）健康まつり販売風景

１１／２９（日） ボランティアタウンフェスタ
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行事活動報告
平成２６年
８／２２（金） 暑気払い。川崎日航ホテル『ナトゥーラ』で食事会を行いました。
９／９（火） なかはら会バスハイクで『葛西臨海公園・水族園』に行きました。
１２／２６（金） 忘年会。さいか屋『鮨辰』で食事会を行いました。
平成 2７年
１／９（金） 新年会。ピッザ・サルバトーレで食事をした後、映画
『ベイマックス』を鑑賞しました。
１／３０（金） 法人主催で岡田澄江先生をお迎えし『コミュニケーションの力

を高めよう』をテーマに研修を行いました。
２／６（金） もちつき会。センターふれあいで７種類の味のお餅を食べました。
２／１３（金） 避難訓練を実施しました。
５／２９（金） 外食会。
『スエヒロ館』で食事会を行いました。
６／１５（金） 避難訓練を実施しました。
８／１４（金） 暑気払い。ご近所にできた『スエヒロ館』で食事会を行いました。
１０／９（金） 『焼き肉苑』で食事会を行いました。
１１／１３（金） なかはら会バスハイクで『ラーメン博物館・ズーラシア』に行きました。

今年度よりかながわ県民センター１階の
「ともしびグッズコーナー」にて手芸品の
販売が再開しました。お近くにお越しの際
は是非お立ち寄りください。
【営業時間】
火曜日～土曜日 10～16 時（※祝祭日等
により変動する場合があります。
）
【HP アドレス】
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5
53073/
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活動報告
【センターふれあい】
【行事活動報告】
平成２６年

赤い羽根共同募金にて・椅

＊８／２２（金）暑気払いで鮨辰に行いました。

子テーブルを買い替えさせ

＊１０／３０（木）大江戸温泉物語に行きました。

ていただく事ができまし

＊１１／２１（金）避難訓練を実施しました。

た。ありがとうございます。

＊１２／２４（水）クリスマス会を行いました。
＊１２／２６（金）忘年会で串揚げ家族に行きました。
平成２７年＊１／６（火）ピッザ・サルヴァトーレにて新年会を行いました。
＊１／３０（金）法人研修会に参加しました。（法人全体）
＊２／６（金）餅ゆき会をセンターで開催しました。（法人全体）
＊７／３（金）ソレイユの丘に法人行きました。
（法人全体）
＊８／２５（火）暑気払いで若竹に行きました。
≪誕生会≫毎月手作りのお菓子を作りお祝いします。誕生月の人がいない月は茶話会をします。
コーヒーはおかげさまで予想を上回る売り上げとなり施設内でも愛飲者が増えています。今後も皆様
に美味しいコーヒーをお届けできるように努力していきます。
しかし近年世界的なコーヒー豆の値上がりが続いており一年前と比べ三割も原価が増えてしまってい
ます。今度も嗜好品としてのコーヒー価格は上昇傾向にあるとのことで心配していますができるかぎ
りお求めやすい価格で販売致します。
担当中谷まで。利用者の募集も行っておりますのでよろしくお願いします。
電話番号 044-556-6299 担当中谷

☆各種ギフトもご用意しております。

平成 26 年 6 月より産休代替としてふれあいに入っていただいた齋藤職員が今年９月末に契機を終えまし
た。利用者さんと切磋琢磨しコーヒー作業を牽引していただき本当にお疲れ様でした。今後のご成功を心
よりお祈り申し上げます(^o^)／
皆様いかがお過ごしですか？
段々過去の人になりつつある齋藤です。私にとって当時も今もセンターは大
切な場所。きょうも明日も皆様が安心して集える場所でありますように心よ
り願っています。見守りが下手くそな私を沢山の皆様に見守っていただきま
した。心より御礼申し上げます。一緒に過ごしてくださり、本当に本当にあ
齋藤さんより

りがとうございました。
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グリーンふれあい
【活動報告】
平成２６年
＊ 誕生会を兼ねての食事会をしました。
７／１５（火）あみやき亭 ９／１６（火）ストーンバーグ

１０／１４（火）すし常

１１／１８（火）かつくら

＊ ８／５（火）避難訓練を実施しました。
＊ １２／２５（木）クリスマス会を行いました。

平成２７年
＊ １／１３（火）新年会を越後叶家で行いました。
＊ １／２３（火）避難訓練を実施しました。
＊ 誕生会を兼ねて食事会をしました。
４／１４（火）美濃戸

５／１９（火）鮨辰 ７／２１（火）てっぴ ９／１（火）浜焼太郎

１０／２０（火）焼肉苑 １１／１０（火）牛角
＊ ７／２８（火）避難訓練を実施しました。
＊ １１／１３（金） なかはら会のバスハイクに参加しました。

赤い羽根共同募金より助成をいただき、

シャッターが新しくなりました！
買い換え前のシャッターは老朽化のため
シャッターをおろした状態

鍵が壊れてしまい施錠ができない状態でし
たが、新しいシャッターで無事施錠もでき
るようになり、安全性が高まりました！

シャッターを開けた状態

【運営委員会報告】
＊平成２７年１／２３（金）＜平成２６年度第２回グリーンふれあい運営委員会＞
【報告事項】ミーティング、活動報告、メンバー関係、職員関係、研修報告、対外関係、法人関係、会計報告
【検討事項】修繕費積立金について、その他
＊平成２７年７／２４（金）＜平成２７年度第１回グリーンふれあい運営委員会＞
【報告事項】ミーティング、活動報告、メンバー関係、職員関係、研修報告、対外関係、法人関係、会計報告
【検討事項】洗濯機等利用料について、その他
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あしびな
【活動報告】
＊誕生日の方の好みのメニューで誕生日をお祝いしました。
メニューは例えば・・・ピザーラのピザ、とんかつ、おさしみ（近所の魚屋さんの特盛り）、とんかつ、おすし
＊ 避難訓練を実施しました。
Ｈ26 ９／17（水） 地震

Ｈ27

３／１９（水） 火災（中原消防署立会）

Ｈ27

11／１１(水) 地震

＊ Ｈ27 1／２（金） おせちとお雑煮で新年をお祝いしました。
＊ なかはら会行事に参加しました。
Ｈ26 年度 １／９（金）もちつき

Ｈ2７年度 １１／１３（金）バスハイク（ラーメン博物館）

＊ 入居者ミーティングを 2 か月に 1 回行っています。
＊ 運営委員会を年 2 回行っています。

～

防災について

～

あしびなでは、防災用にいろいろな食糧を備蓄しています。毎年 9 月頃に地震を想定した避難訓練と話
合いを行っており、その際保管してある食料の種類や期限を確認し、災害時に備えています。
また、ライフラインの停止を想定しエネルギーを節約しながら調理する体験も行っています。今年のメニ
ューは「ありあわせの材料で作るにゅう麺」「防災用味付けごはん（アルファ米）食べ比べ」「5 年保存羊羹」。
にゅう麺はカセットコンロに大なべ一つで短時間で調理ができ、具は残り物の野菜や肉、練り物などでＯＫで
す。麺のゆで汁はそのまま味付けすると、とろみと塩分がきいてかえって美味しいくらいでした。羊羹も長
期保存用とは思えない味わいで、災害時の強い味方になりそうです。
これ 1 箱で 1 日 3 食分。
カレーや缶詰などが入っており、温める
装置（？）もついています。

パンの缶詰。ふわふわで普通に美味しい。賞
味期限が切れるのをみんな待っています。

ＮＡＳＡ開発のコンパクトな
超長期保存食。高価だけど賞
味期限 25 年は魅力です。シチ
ューや洋風雑炊など。

登山者にはお馴染のアルファ米、以前と比べ
味は各段に向上しました。松茸ご飯まであ
り、水戻し湯戻し両方可能。

＊新人紹介＊

ストレス解消は

７月にあしびなに入居した Y・N です。
・グループホームに入る前は、宿泊型自立訓練施設桜の風に約１年間いました。
・日々の生活…週３回就労継続支援ハーモニー通所
・趣味…読書、音楽鑑賞、プレステ、サッカーを観ることなど。
よろしくお願いします。
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ハードロック！！

川崎ふれあいの会研修会報告
川崎ふれあいの会では、毎年様々なテーマを設け、研修会を行ってい
ます。昨年度はみんなでＳＳＴを体験しました。

＊ コミュニケーションの力を高めよう ＊
日時：平成２７年１月３０日（金）１４：１５～１６：００
場所：セツルメント診療所３階ホール
場所：参加者：１６名
講師：岡田 澄恵先生（フリーランスソーシャルワーカー）

初対面の人や友人などと会話をする時に

★自己開示のレベルを考える★

まず始めに考えることとして…

自己開示って何？
自己開示とは、他者に自分の気持ちや考え、プライバシーを話したり伝えたりすることです。
私たちは普段、初対面の相手に対し、どのような判断のもとに自己開示を行っているのでしょうか？
まずはウォーミングアップ
① 病気の名前を出さないのはどのような場所ですか？
② 名前や所属を言わないようにする時は、どのような相手でどのような場所ですか。
③ 収入を細かく話さない相手は誰ですか。
④ 携帯や住所を教えない相手は誰ですか。
⇒ 最初に各項目について全体で意見を出し合い、その後小グループに分れて「初対面の人に対しての自己
開示について」をテーマに実際にやり取りを体験してみました。
やりとりを見る・聞く・意見を出し合う
前半の体験の中で「上手な断り方について学びたい。」との意見が出されました。
そこで後半は、
「新聞の勧誘の人がきた時」などのテーマを設定し、何組かの人にロールプレイを行っても
らい、参加者みんなで意見を出し合いました。

《研修を通して感じたこと》
精神障害をもつ方への支援のツールとして、今やとてもポピュラーになったＳＳＴ。今回体験したのはほ
んのさわりですが、参加者の皆さんがとても積極的に考え、楽しんで役割を演じている姿が大変印象的でし
た。研修というより交流会みたいな時間だったな、という感想を持ちました。和やかでざっくばらんなお人
柄と魅力的な話術をお持ちの講師の岡田先生に負うところが大きかったと思います。続編を期待していま
す！ありがとうございました。
（記：小川・石渡）
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【平成 2６年度 理事会・評議員会
★４/１

議事報告】

【苦情解決窓口のお知らせ】

＜第 1 回理事会＞

①理事長の互選、理事長職務代理人の承認
★５/23

＜第 2 回理事会・第 1 回評議員会＞

①平成 25 年度事業報告

②平成 25 年度決算及び監査報告

③理事会・評議員会開催日程
★９/５

④人件費積立金取崩し

＜第 3 回理事会＞

①物件賃貸保証人
★12/５

①平成 26 年度上期決算
★3/27

＊ 情報の開示について ＊

＜第 4 回理事会・第２回評議員会＞

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきま

②平成 26 年度補正予算

しては、法人本部にて随時公開しております。また、

＜第 5 回理事会・第 3 回評議員会＞

①平成 26 年度補正予算
③平成 2７年度予算

ホームページにも公開しておりますので併せてご覧

②平成 2７年事業計画・施設長任命

④新･経理規程

下さい。 【ＵＲＬ】

⑤現･経理規程廃止

http://www.kawasakifureai.org

川崎ふれあいの会では、利用者の方々が中心となり、活き活きとした地域生活を送るために様々な活動を行
っております。支援の現場では日々運営努力を重ねておりますが、より充実し、安定したサービスの提供を実
現させるために、皆様のご協力、ご支援を賜りたくお願い致します。

社会福祉法人川崎ふれあいの会へのご寄付
① 法人事務所、または各施設に直接ご連絡ください。
② 銀行振り込みの場合、以下の口座にお願いします。
横浜信用金庫
口座名義人

平間支店

社会福祉法人

普通

１０９７２１

川崎ふれあいの会

理事長

尾崎幸恵

※ 銀行振り込みをしていただいた際は、必ず法人本部へご一報ください。
領収書等の発送のため、ご住所を確認させて頂きます。
(2000 円以上のご寄付は、確定申告での寄付金控除の対象となります。)

お手数ですがご協力お願い致します。
ＴＥＬ： ０４４－５４９－０３５６

＊ ご寄付のお礼

ＦＡＸ：

０４４－５４９－０２５６

＊

Ｅメール： info@kawasaki-fureai.or.jp

★ 編 集 後 記 ★

以下の方々に、ご寄付いただきました。法人の運

ふれあい法人ニュース第 21 号はいかがでしたでしょうか？

営に活用させていただきます。

理事長が代わり新体制になって 2 年目、各施設とも試行錯誤し

ありがとうございました。

ながら頑張っております。
今後も皆様に関心を持っていただける広報誌をお届けした

小島真理子
他匿名希望５名

いと思いますので、是非ご意見ご感想をお寄せください。それ

敬称略

では、第 22 号でまたお会いしましょう♪

（平成 26 年 8 月 1 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）
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【広報担当一同】

