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巻頭言
～時代は変わった！

何をすべき？～

ほかの障害福祉分野に大分追いついてきたが、他の分野の
枠で補助金や制度を整備されたものが精神の場合は実情

私が理事長になって丸 5 年が過ぎた。最初の何年か

にうまくはまっていかないものがある。例えば事業所に所

は職員対策で明け暮れた。職員の募集をかけてもなかな

属しているだけで精神的に安定する利用者は多いが、出席

か反応がなく、採用してもすぐ退職したり、病休者も不

しなければ利用人数にカウントされず補助金の対象外と

安定だった。ふれあいの今後を見据えての長期計画を立

なってしまうなど、例を挙げればきりがないほど出てく

てなくてはいけないと思うものの、日々の対応に追われ

る。結果、事業所の運営を圧迫しているだけでなく、補助

ていた。それが一昨年 6 月からは初めて職員体制が安定

金の対象とはならないケアにも追われ、職員の疲労も限度

し、人事異動も行えた。私が理事長就任当時は、事業所

いっぱいまで来ている。１周遅れではなく少し差は縮まっ

間の人事入れ替えが必要とわかっていても、とても人事

たが、表面トップにいるように見えていたことが大分後退

に手を付けられるような状況ではなかった。オレンジや

してしまったのではないか？

事務局が超過勤務にならないようにするための方策を考

精神障害者のケアは、ライフサイクルへの支援であると

えようとしていた矢先、常勤職員 6 名の内半分の 3 名が

先輩方から教わった。人それぞれではあるが、大雑把には、

年度内に退職という事態になり、その延長線上にセンタ

初期は医療支援、回復してきたら就労支援や日中生活訓練

ー閉所というとてもショックな出来事に続いた。

の場所探し、親が高齢化してきたら住居の設定、作業能力

この 5 年間、どうして行政が動いてくれないか、補助

が低下してきたら緩やかな日中生活の場所へ転換、利用者

金は減る一方で経営もきつい、みんな自分の職場のこと

が高齢化してきたら早めに高齢者ケアにシフトしていく

で手一杯で精神保健福祉の今後の方向性を考える場が持

よう援助する。また、一つの団体だけで援助するには限界

てない等々、もどかしい思いをいっぱい抱えていた。そ

があり、医療（精神障害者の方々が病気を併せ持った存在

の昔、精神保健に関わる人たちが仕事外で研究会を持っ

であること、医療の充実、連携が不可欠である）も含めて

ていたことがある。そこに本庁の方を講師で呼んだ時そ

関係団体のネットワーク、役割分担が必須である。言葉で

の部長さんはこう言っていた。
「精神保健福祉は１周遅れ

は、関係者間のケア会議とかはあるが、それぞれが役割を

のトップランナー」。当時はその意味がよく分からなかっ

きちんと取れているのか疑問に思うことがある。そもそ

たが、今の状況を見ながらその言葉をこんな風に解釈し

も、じっくりケースワークできるような環境が、保健福祉

ている。
「ちょっと見ただけではトップを走っているよう

センターにも相談支援事業所にもない。行政も膨大な事務

に見える。例えば、住居施策を取ってみても、知的障害

量に追われている。

の場合、地域から離れたところで大きな施設に入居して

いろいろ嘆いていても、時代の変化を認めていくことか

いるが、精神の場合（川崎の場合？）、グループホームも

らしか始まらない。変わってしまった時代の中でもあるべ

町中にあり地域とつながって生活している。しかし全国

き姿を模索したい。かつて精神保健に関わっていた人は、

的な視野、法体系の面からみれば数は圧倒的に少なく、

どういうモデルが精神障害者ケアに有効であったと思え

そういう意味では１周どころかもっと遅れていたかもし

るのかを伝えていく義務があると思う。その上で、他の障

れない」と。

害とは違う特性に合った補助金体制やケアモデルを模索

自立支援法になり補助金の算定方法が変更になり提出

したい。ただ、その前にまずは元気を取り戻したい。鶏が

書類も増えたが、大きな変化はこういうことだったのか

先か、卵が先か…この経営難や業務過多の状況では打開策

と思う。今まで１周遅れだったのが制度や法整備の面で

を思いつけない…そんなジレンマの中に今私はいる。

（理事長 尾崎 幸恵）

はじめに
みなさんこんにちは。巻頭言にありました通り、地域活動支援センターふれ
あいは、平成 30 年度をもちまして、閉所の運びとなりました。例年、法人内
各事業所の活動報告や法人研修会、合同レク等の報告をさせていただいている
法人ニュースですが、今年度は地域活動支援センターふれあいの閉所を受け、
11 年の歴史を振り返ってみることにしました。

地域活動支援センターふれあいの生い立ち
平成 18 年 4 月より数回、川崎市から“新体系サービスへの移行希望アンケート調査”がありまし
た。このアンケートは、平成 20 年度までに新しい枠組みの、どの事業へ移行を希望するかを問われ
るものでした。当時は“地域活動支援センター”ではなく、“小規模通所授産施設”という事業体
系で運営をしており、名称も“ショップふれあい”でした。場所
は今と同じ下平間です。上記アンケートを受け、今後どうしてい
くかを、メンバーミーティングだけでなく、勉強会を開催したり、
理事会・評議員会、運営委員会、職員会議等でも議論を重ねまし
た。最終的に平成 19 年度までは小規模通所授産施設を続け、平成
20 年度から地域活動支援センターへ事業を移行するという結論
となりました。

地域活動支援センターは憩いの場へ

➡

平成 19 年度は小規模通所授産施設ショップふれ
あいを運営しながら、少しずつ平成 20 年度の地域
活動支援センターへの事業移行へ向けた準備をす
すめました。まず大きなこととして、授産作業（手
芸品製作、販売）を古市場にある今のオレンジふ
れあいへ移していきました。授産作業は全てオレ
ンジふれあいで行い、地域活動支援センターは憩
いの場として OPEN を目指したのです。

➡

地域活動支援センターふれあい OPEN にむけて
いよいよ平成 20 年度の OPEN が近づいてきました。まず行ったの
が、登録希望の 34 名の方へのアンケートでした。開所日、開所時間
の他、どんなプログラムをしたいか等希望をうかがいました。また、
授産作業が全てオレンジふれあいへ移ったところで、内装工事も行
いました。喫煙希望の方も多く、喫煙所もつくりました。何もない
ところから皆でつくりあげていき、平成 20 年 4 月 1 日地域活動支援
センターふれあいが OPEN しました。

平成 20・21 年度
地域活動支援センターふれあいとしての初年度は、1 日の平均利用人数が 10.6 人と多く、にぎやかに
スタートしました。オレンジふれあい（働く場）が終わってから一息つきにくる方もいました。家族
相談の日をつくるなど、まだまだ始まったばかりで、試行錯誤の段階でした。法人と横浜のセサミ工
房と合同で、宿泊旅行も楽しみました。（H20.10 西伊豆、H21.6 伊東温泉）

映画鑑賞「少林少女」、鎌倉散策、
キリンビール工場見学、味の素工場
見学、日本民家園散策、等々力緑地
散策、国立新美術館、築地・浜離宮
散策、映画鑑賞「アトム」、しなが
わ水族館、池上梅園
OPEN より 1
年半経った、平成 21 年 9
月に開催しました。利用

平成 21 年 10 月に幸区の保健師さんに協力

者、関係者、その他多くの

いただき開催しました。
事前に 1 週間分の

方に出席していただき、振

飲食を記入しましたが、私もかなり偏っ

り返りと今後の活動につ

ていました。みなさん、教わったことは

いて話合いました。

役立っていますか？

平成 22～25 年度
新規登録が伸び悩んだ時期です。“できてしまっている輪に入りづらい”という声もあり、平成 23
年度からは、ビギナーデイを水曜日に導入し、少人数での食事会、DVD 鑑賞会、ヨガ等のプログラムを
取り入れました。また、“何かやることがあった方が通いやすい”という声から、平成 25 年度はミー
ティングで軽作業の導入について話合いました。法人と横浜のセサミ工房と合同で、日帰り旅行も楽
しみました。（H22.10 河口湖&ぶどう狩り、H24.9 忍野八海&富士山五合目）
上野動物園、NHK スタ
ジオパーク、中華街&日本丸見学、
羽田空港、東京タワー、いちご狩
り、八景島シーパラダイス、ズー
ラシア、サントリー武蔵野ビール
工場、木下大サーカス、東京駅・
ふくろうカフェ、日帰り温泉

平成 23 年 7 月、川崎市危機
管理室の方にご協力いただき、日々の備えについてお話しいただきました。
一人暮らしの方も多く、
皆さんメモをとったり、
質問をしたりしていました。
講座終了後、避難訓練と災害伝言ダイヤルの練習をしました。

平成２6 年度
【職員】中谷、齋藤（６月～）
【外出レク】10 月：大江戸温泉物語
【コーヒー作業開始】
憩いの場として開所し、フリースペースの利用、昼食作りや DVD 鑑賞などを行っていましたが、
４月より新しくコーヒー作業を始めました。製品のパッケージやシールなどデザインを考えたり、
マニュアルを作成したり準備は大変でしたが、作業を行う利用
者は一人ではなく一緒に作業する仲間がいることや飲んだ人
からの「美味しい」の言葉を励みに通所されていました。
製造したコーヒーは利用者や職員の他、ともしびグッズコー
ナー（かながわ県民センター内）、オレンジふれあいのバザー
などで販売され、多くの人にご愛飲いただきました。

平成 27 年度
【職員】中谷、齋藤（～９月）
【外出レク】７月：ソレイユの丘
【新規利用者への取り組み】
センターふれあい、オレンジふれあいの新規利用者の募集を目的として、川崎市内（川崎区、幸
区、中原区）の相談支援事業所や病院や診療所などを訪問し、訪問が難しいところには資料を送付
するなど施設の紹介を行いましたが、結果には結びつきませんでした。訪問を重ねながら、ふれあ
いのような日中活動の場を必要としている人が潜在的にいるのではないかと感じつつも、どこでど
のように結びついていけるのか分らない状況でした。

平成 28 年度
【職員】中谷、保科
【外出レク】7 月：アクアパーク品川
昼食（品川駅構内エキュート）⇒アクアパーク（フリータイム）
猛暑の中でしたが、館内は涼しく、光のドルフィンパフォーマンスは光と音、イルカの華麗なパ
フォーマンスがマッチしていました🐬
【事業所内活動】
コーヒー作業開始当初は、憩いの場として
利用する方と同じ空間で作業を行うこと
が上手くいくのか心配していましたが、お
互いの活動を尊重できたことで自然に溶
け込んでいきました。

平成２９年度
【職員】中谷(～７月)、保科、川原(７月～)、非常勤：尾崎
【外出レク】６月に鎌倉散策
昼食⇒鶴岡八幡宮⇒小町通散策＆お茶休憩
ちょうどアジサイの時期と重なり、賑わっていました。
６月とは思えないほど暑い日で、涼を求めてお茶休憩、かき氷やあんみつ、
サイダーなど思い思いのものをいただきました。
【変更、復活しました♪】
１月から、毎月配布しているスケジュール表の変更を行いました。表裏だったものを表のみとし、
カラー刷り、イラストを入れるなどして、見やすくなりました。
プログラムでは、以前実施をしていましたがしばらくお休みしていましたＤＶＤ鑑賞会、お散歩が復
活しました。ＤＶＤ鑑賞会では、毎回リクエスト表はぎっしり埋まっていて、決めるのを悩んでしま
うほどでした。お散歩の復活第 1 回目は多摩川に行きました。土手などにお花が咲いていてとてもき
れいでした。風の強い日でしたがベンチに座ってお茶で一服したり、帰りがけにお惣菜やさんで唐揚
げを買ったり、有意義なものとなりました。その後、いつの間にかお散歩の帰りにはランチをするよ
うになり、お散歩も楽しみでしたが、外でのランチも楽しみの一つになりました。小雨が降っていて
も行きましたよ。

平成 30 年度
【職員】保科(～7 月)、川原、菅(～７月)
【外出レク】５月に横浜中華街散策
昼食⇒中華街散策⇒山下公園（フリータイム、希望者は氷川丸見学）⇒お茶休憩
中華街で食べる中華は気分も違って美味しく頂きました🍜
山下公園は色とりどりのお花が咲いていてとてもきれいでした。氷川丸は、思った以上に船内をたく
さん見て歩くところがあり、途中疲れてデッキのベンチで休憩された利用者もいました。
【創作プログラム】
評議員（当時）の大山さんに講師をお願いし、絵手紙と和紙のちぎり絵を教わりました。
本格的に教わり、みなさん集中して個性豊かな作品が出来上がりました。作品をみんなで見せあって
盛り上がりました。その他、暑中お見舞いや、
年賀状を書いたり、折り紙で小物入れを作りま
した。皆さん、手紙は送る相手を想像しながら、
心を込めて書かれていました。折り紙では、好き
な絵柄をじっくりと選び、折っている途中で目と
指先が疲れることもありましたが、手伝ってあげ
る方もいて全員無事完成出来ました。
【閉所に向けて】
センターの閉所が決まり、残り少なくなる中、次の通所先の見学や体験に進む方が多くなり、徐々
に利用者さんの通所人数が減り、寂しくなっていきました。その間に行われたクリスマス会、忘
年会、新年会、ふれあい合同交流会や最後の食事会では久しぶりに会う利用者さんもいて、近況
報告などで会話が弾んでいました。最後の食事会は、普段よりも多くの方が参加されました。

川崎ふれあいの会 合同交流会
川崎ふれあいの会では毎年法人全体の研修会を行っていますが、平成 30 年度は川崎ふれあいの会４つ
の事業所（センターふれあい・オレンジふれあい・グリーンふれあい・あしびな）合同での「ふれあ
い合同交流会」がセンターふれあいで平成３１年２月６日（水）に開催され、利用者１８名、理事長、
職員４名、非常勤職員２名の２４名が参加しました。
センターふれあいが３月で閉所となることから、外食会など外へ行くよりもセンターふれあいがどの
ような場所だったのか知ってもらいたいとの声もあり、センターふれあいでの開催となりました。
当日プログラム
１０：３０

開場

１１：００

開会のことば

１１：１０ 「センターでのこれまでの活動について」
食事（お弁当、お茶）
１２：３０

ゲーム

１３：２０

閉会のことば

🎤センターふれあいでのこれまでの活動について
センターふれあい利用者２名の方が、センターの成り立ちから思い出に残っていることまでを発表し
ました。食事会のエピソードでは、「ふれあいの食事会に参加して、諦めない力がつき、皆で作る楽
しさを知りました。また自分に自信がついたので、夫の実家でも安心して料理を作ることが出来まし
た。夫の母より、とても楽できたわという言葉をいただき嬉しかったです。」との声も頂きました。

🍚昼食時間🍴
当初の予定よりも早く進行し、少し早めの昼食となりました。
お弁当は、「公益財団法人 神奈川県社会復帰援護会 地域活動支援
センター バンブーハウス」さんに注文し、唐揚げメインで、他には
煮物、マカロニサラダ、酢の物、胡麻和えにフルーツとボリューム
あるお弁当でした。
参加者からは、「唐揚げが大きくて食べごたえがある。また食べ
てみたい」などの声が寄せられました。
皆さん、お話をしながらも美味しそうに黙々と食べられている姿が印象に残っています。

なぞなぞ・ビンゴ大会
午後からは４チームに分かれ、ゲームの開始です。なぞなぞクイズからスタートし、事業所の垣根を
超えて各チームシンキングタイム。簡単に答えが出る問題もあれば、なかなか答えまでたどり着けな
い問題もあり、みんなで悩みながら考えたり、なかには、スマートフォンで調べようとしたりする人
もいたりと出題者からするとシメシメ、回答者からするとうんざり？（笑）だったかもしれません。

いざ答え合わせの時間です。各チームが積極的に回答発表していて、時に、答えが分かれることも。一体
どっちなんだという数秒の緊張感も面白みが増した一因ではないでしょうか。

なぞなぞクイズが終わると次はビンゴゲームのスタートです。ビンゴのボールを回したい人が
３名いて数回に分けて担当してもらいました。一投ごとに声が上がり、「よし開いた！」という人
もいれば「なんだよ。中々開かないなー」とホワイトボードに書かれた数字を凝視している人もい
ました。１０数投目には、ビンゴになる人も出てきて景品選びに夢中になっていました。
景品は、理事長や職員、非常勤職員の提供で様々なものがあり、折りたたみ傘や石鹸、エコバッグ
などがあり、最後の人でも困ることなく受け取っていました。

閉会のことば

終わりに

ふれあい合同交流会の当日は、あいにくの雨でしたが、多くの参加者が来場されました。

各事業所が集まる貴重な機会であり、中には初顔の方もいたことでしょう。最初は緊張されている方
もいたと思いますが、自己紹介や昼食と時が経つにつれ、皆さんの笑顔が増えてきたと思います。
午後は、さらに交流を深めてもらおうと４チームに分かれゲーム行い、まったりとしたチームもあれ
ば、気合十分のチームもありとそれぞれの雰囲気が垣間見えました。
センターふれあいが無くなるのは残念ではありますが、今回、センターふれあいで実施できた意義が
あったと思います。私も今回のふれあい合同交流会に携われて光栄です。ありがとうございました。

【平成 30 年度 理事会・評議員会

【苦情解決窓口のお知らせ】

議事報告】

川崎ふれあいの会では、苦情解決窓口を設置してお

★６／４

＜第１回理事会＞

★６／２０

＜第２回理事会・第１回評議員会＞

ります。詳しくは各事業所におたずね下さい。

★８／２４

＜臨時理事会＞

＜第三者協力委員訪問状況：H30.7.1～H31.3.31＞

★１０／２９

＜第３回理事会＞

オレンジ･･･８／３１、１／３０、３／１

★１１／２１

＜第２回評議員会＞

センター･･･１１／６、２／１８

★３／１３

＜第４回理事会＞

グリーン･･・８／３０、３／１９

★３／２２

＜第３回評議員会＞

あしびな･･・９／６、２／７

【監事、評議員】
評議員・・・大山
原

頼子さん

監事・・・

裕樹さん

【情報の開示について】

退任
就任

社会福祉法人川崎ふれあいの会の情報につきまして

浦田

泉さん

退任

は、法人本部にて随時公開しております。また、HP に

石澤

洋さん

就任

も公開しておりますので併せてご覧下さい。

大山さん、浦田さん、長い間ご尽力いただきありがとう

【URL】 http://www.kawasakifureai.org

ございました。心より感謝申し上げます。

✿ ご寄付のお願い

✿

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
平間支店
普通 １０９７２１
口座名義人 社会福祉法人 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

ＦＡＸ：

０４４－５４９－０２５６

Ｅメール： info@kawasaki-fureai.or.jp

★ 編 集 後 記 ★

【ご寄付のお礼】
以下の方々に、ご寄付いただきました。
法人の運営に活用させていただきます。
ありがとうございました。
小島真理子 金内勝 株式会社東芝
他匿名希望 1 名

敬称略

（平成 30 年 7 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)
niti
made

第 25 号ふれあい法人ニュースは、平成 30 年度を以って閉所
いたしました「地域活動支援センターふれあい」を特集しまし
た。今年度からは 3 施設となりますが、皆様が安心して川崎ふ
れあいの会を利用していただけるよう日々努めて参ります。
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
いと思いますので、是非ご意見ご感想をお寄せください。
【広報担当一同】

