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東京拘置所見学記
おおた社会福祉士会 監事

大山 昭典

去る 11 月 30 日、東京生活保
護福祉研究会 22 人と東武線小
菅駅近くにある東京拘置所を見
学しました。
敷地は 15 万平方メートル（東
京ドームの 6 倍）12 階建て延べ
床面積約 12 万平方メートル、首
都圏の治安を支えるわが国最大
の近代的な都市型拘置所です。
逮捕された被疑者、被告人等を
収容して逃走および罪証の隠滅
防止を図り、取り調べを行う法
務省所管の刑事施設です。当日
は、11 月 19 日に逮捕された日
産のゴーン会長も勾留されていました。
現在、職員は 788 名、収容定数 3173 名で、収容者数は約 1750 名（未決拘禁者 1100 名、
受刑者 650 名）、うち外国人は 33 か国 194 人。60 歳以上の高齢者は 12％、被疑者の容
疑は主に窃盗、覚せい剤、詐欺等によるものとのこと。
入所すると身体検査および健康診断受診後、独居室（700 室）または共同室（8 人部屋 200
室）に収容される。独居室は 3 畳のたたみ部屋にトイレとテレビがあり、布団その他身の回り品
は整頓され清潔が保たれていました。
未決拘禁者の日課は 7 時起床、7 時半朝食、運動 30 分、昼食 11 時 50 分、夕食 16 時 20
分、就寝 21 時。入浴は週 2 回。衣類、寝具、食事、日用品等日常生活に必要な物品は貸与また
は支給されるとのことでした。
一人 1 日 3 食 400 円の予算内で栄養士がメニューを作り、主食は米 7・麦 3 混合のご飯と
副食で栄養管理されている。健康管理面では医師が 11 名おり、定期的に健康診断を行うほか
看護師等も居室等を巡回しているとの話でした。
警備は厳重で、敷地内建物出入口、各フロア等至るところに職員が配置されています。私た
ち見学者もスマホ等の私物は一時預けとされました。外部関係者との面会は 1 日平均 30 件、
手紙等は約 900 通あり、書籍、新聞の閲読、テレビも視聴できると説明がありました。
私から入所者の処遇に関し質問したところ、国籍、VIP 等の身分に関係なく、居室、日課、食
事その他同一条件で、特別扱いは一切ないとのことでした。
被疑者の取り調べに関する時間制限については「検察庁の管轄なので答えられない。拘置所
は入所者の適正な収容生活を確保することを目的とした施設」とのことでした。
刑の確定した受刑者約 700 名の処遇については、前記未決拘禁者とほぼ同様ですが、矯正
処遇として炊事、洗濯、営繕の作業があるほか、余暇時間にはクラブ活動、レクリエーションの
実施、社会復帰のための活動も行っています。
なお、社会福祉士は 2 名の職員が配置されている。（2018 年 12 月 5 日 記）
（注）2019 年３月６日、日産のゴーン前会長は勾留１０８日目に保釈された。
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お花見には少し早い 3 月 20 日、小菅駅で下車して周辺を散歩しながら、「東京拘置所」の写真
を撮影してきました。（いこま）
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1 月定例会報告「新年会ぶっちゃけトーク」
おおた社会福祉士会 会長

生駒 友一

年が明けて初めての定例会は、昨年度好評だった「新年会ぶっちゃけトーク」を今年も開催い
たしました。いつもの消費者生活センターの会場で、飲食アリの新年会という形式です。参加者
は昨年より 2 名多い 16 名でした。
まず、簡単な自己紹介として、参加者ひとり一人にご所属とお名前を言ってもらいスタートし
ました。役員会からのお知らせなど事務連絡後、来年度の活動計画についてざっくばらんな意
見交換ができました。そうした雰囲気の中から、次年度２５周年記念事業は「熱海での研修旅行
に！」といった前例にとらわれない企画も生まれました。

各自がそれぞれ好きな飲み物、お菓子などを選んで席についてもらいました。
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おおた社会福祉士会 201９年度年間活動計画（予定）
会場は、例年通り大田区消費者生活センターを中心に計画予定です。
◎：講師承諾あり
４月１7 日（水）
5 月 15 日（水）

定期総会・
定例会【茶話会】「社会福祉士全員集まれ～」
拡大定例会「ギャンブル依存症問題を考える」（仮）
6 月 19 日（水）
◎田中紀子氏（一般社団法人ギャンブル依存症問題を考える会）
おおた TS ネット・おおた社会福祉士会合同拡大定例会
7 月 18 日（木） 「障がい児者への性暴力」
◎中野宏美氏（NPO 法人しあわせなみだ理事長）
定例会「特定社会保険労務士が『障害年金』についてわかりやすくお話し
8 月 21 日（水） ます。」
◎水越幸彦氏（特定社会保険労務士・元年金事務所職員・本会会員）
拡大定例会「TransitYard げんちゃんの記録」
◎中村和利氏（NPO 法人風雷社中理事長）
9 月 18 日（水） 内容重度知的障害のある青年=げんちゃんの TransitYard での自立生
活の様子を撮影した『TransitYard げんちゃんの記録１〜３』の上映と
関係者によるトークイベント。
定例会「滞日外国人の生きづらさを支える」
10 月 16 日（水）
講師：未定
定例会「フィリピンの児童養護施設『House of Joy（ハウスオブジョ
11 月 20 日（水） イ）』実践報告」
澤村信哉氏（ハウスオブジョイ事務局長兼副院長）
１２月７日（土）
２５周年記念事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」（忘年会を
・８日（日）
兼ねる。）
12 月 18 日（水） 大忘年会（研修旅行企画時に開催するためお休み）
1 月 15 日（水） 新年会ぶっちゃけトーク
定例会「介護保険制度における要介護認定の仕組みと手順」（仮）
2 月 19 日（水）
講師：未定
３月××日（×）
区民公開講座「テーマ未定」
その他候補 （一部抜粋）
・「障害者差別解消法の出前研修」
講師：東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 権利擁護担当
・「大田区内のサロン活動、大集合！」・・・ 色々な切り口でサロンや子ども食堂的な事業が増
えています。ここから「我が事まるごと」的な提案が出来るか？
・『Workers 被災地に起つ』上映会＆シンポジウム
・「今をより豊かに生きるための成年後見制度」（仮）
・「薬物依存症治療プログラム『SMARPP（スマープ）』を知ろう」（仮）
・公共マナーへのソーシャルアクション」（仮）・・・エスカレーターの片側通行、信号のない横断
歩道で止まらない車が多すぎる問題など。
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2 月定例会報告「子どもの権利を守るとはどういうことか」
おおた社会福祉士会 幹事

水越 幸彦

１．講師の話を聞きたいと思ったこと
虐待問題が大きく取り上げられている昨今、子どもの権利とは何かについて自分で考えて
見たいと思い、家庭・女性・子どもの分野を多く扱われている弁護士の馬場望先生に具体的な
弁護士の先生方の取り組みについてお聞きした。
２．子どもの権利とは
子どもの権利は日本が批准した「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）に謳われて
いる。子どもの権利に４つの柱として、①生きる権利、②守られる権利③育つ権利④参加する
権利の４つがある。一般原則としては・生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長でき
ること）・子どもの最善の利益（子どものとって最もよいこと）・子どもの意見の尊重(意見を表
明し参加できること)・差別の禁止（差別のないこと）となっている。
児童福祉法では「児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の
利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるように努めなければならない」と規
定されている。
３．子どもに関わる弁護士の活動
子どもを真ん中にして・子どもと直接関わる・子どもの支援者に関わる・親・保護者に関わる
活動を行っている。
① 子どもと直接関わる活動
・子ども事件の付添人弁護士 ・子どもの人権 110 番相談員 ・シェルターの子ども
担当弁護士 ・未成年後見人 ・子どもの手続き代理人 ・その他の「子どもの
代理人」活動
このなかで、東京弁護士会「子どもの人権 100 番」と「子ども担当弁護士の役割については、
興味深く聞いた。「子どもの人権 110 番は、今日帰るところがない子どもたち、虐待や犯罪な
どの危険から避難しなければならない子どもたちのためのシェルター（居場所）（「カリヨン子ど
もの家」にも連絡できる。
子どもシェルターは 18 歳、19 歳と未成年だけれども「児童」(18 歳未満)ではない、一時保
護所の定員オーバーや高齢児童の不適用等既存の支援・制度に乗れない、保護「未満」、不適応
の対応する最後のセーフティネットの役割をはたしている。ここでは、子どもの安全の確保や子
どもの意見の代弁者として対外的な交渉も行う。
② 子どもの支援者に関わる活動
・児童相談所の非常勤・協力弁護士・子ども家庭支援センターのアドバザー・子どもを支援する
民間団体との関わり
③ 親・保護者に関わる活動
・親の代理人としての家事事件 ・子どもに関わる民事事件・「虐待親」からの相談
上記の役割の話を聞いて弁護士は、児童相談所、家庭児童センター等の行政、子ども自身、
親・保護者の間にたち子どもの最善の利益を考えた方向に向かうように日々考え、子どもや親
に対して説明不十分な場合は説明または通知し、子どもの人権を守るため重要な役割て活動
されることがよく分かった気がします。
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リアクション・ペーパー

ご感想・ご意見などをお書きください。
※会報などでご紹介させていただく場合があります。

虐待を考える上で本質的なことを教えていただきました。
社会全体が子どもの人権を大切にするという理念を共有できれば良いなと思います。
DV に見る人との関係性を多くの人が学ぶ必要性を感じました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
・司法から見た児童福祉の全体像が良く分かりました。
・また虐待と DV が密接な関係にある事も事例を交えて説明して頂き、理解が進みました。
虐待と DV 両方を知る事で、ニュースで取り上げられている虐待がなぜ起こるのか。子ども
の支援だけでなく親支援も両輪で必要であると感じました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
児童相談所の権利、役割を改めて学ぶ貴重な機会となりました。児相の仕事内容は多岐に渡
り、１人の児童と関わるために様々な関係機関との連携が必要だと思いました。また、親権や
入所措置等、法律をまたいでの支援が不可欠だと実感しました。司法と福祉の連携は今後さら
に必要になると学びました。事例を通して虐待や事件の背景に DV や虐待が深く関わっている
ことで伝わってきたと同時に、馬場さんの子どもの幸せに対する熱意が伝わってきました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
当事者を真ん中にして、一緒に考えよう、あなたの人生はあなたが決めていい。障害者の仲
間同士による支援でも、全く同じスタンスでやっているので、支援する、エンパワーするという
こと。根本的なスタンスを改めて確認することができたと思います。自分は自閉（発達障害）の
障害をもっており、この障害が差別されている現状が悔しくてしょうがないですが、また元気
をもらえました。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
弁護士 兼 社会福祉士という２つの立場からのお話を聞けて、とても貴重な体験でした。
お話を聞いて、虐待問題には実に複雑な原因が絡み合っており、現在の「子どもだけを保護」
「加害者である親を非難」という世の中の動向を変えなければいけないと思いました。子ども
にとっては加害者（あるいはに何もできていない）母親であっても、実は被害者だったりという
ケースがあることを気づかされました。きちんと子どもを中心に置いて、子どもの意見をきち
んと聞いた上で、その「家族」に介入して問題を根本的に解決しておかなくてはいけないと学び
ました。
私は 4 月から専門学校に通い、社会福祉士になる予定です。将来、児相に勤めることがあれ
ば、（なくても）今日の話を心にとめて、もっと勉強したいと思います。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
私は今年から児相等に勤務予定でしたので、その背景として DV があり、現場に就く人とし
て、DV を理解することが重要だと感じた。
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
子どもを真ん中にする。
SOS を大事にする事の大切さが学べました。
また、DV について、なぜ苦しむのか、起きたらどういう関係性が生じるのか。
初めて伺うことも多く、大変有意義でした。
どうもありがとうございました。
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
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薬物依存回復訓練プログラムに参加して
おおた社会福祉士会 幹事

小澤 浩子

私は、昨年 10 月から薬物依存回復訓練プログラムに参加しています。
最近も芸能界などで薬物使用者の逮捕が相次ぎニュースになっていますが、覚せい剤取締法
違反による検挙者は毎年１万人を超え、刑務所入所者の約 3 割を占める状況です。（平成３０年
版犯罪白書）
平成 28 年に刑の一部執行猶予制度が施行され、保護観察対象者について、従来よりも長期
の保護観察の実施が可能となったことから、薬物依存からの回復を図るため、地域において継
続的な支援を確保することが課題となっています。保護観察官の行った研究では、保護観察終
了後も断薬を続けていくためには、気安く参加できるプログラムが地域にあり、相談できる人
がいる薬物依存者は再犯する可能性が低くなるという結果が出ています（注 1） 。
私が参加している集団プログラムは、対象者 2、3 人と、保護観察官、保護司、社会福祉士そ
れぞれ２〜3 人の 10 人くらいで行っています。円陣に並べた椅子に座り、お茶が配られ、中央
のテーブルにはお菓子を用意し、リラックスして話せる雰囲気を作っています。そこで、前回の
集まりから 1 ヶ月間の出来事や、感じたり考えたりしたことなどを順番に話していきます。
保護観察官から、「このグループ運営で求められるのは、参加者が話しやすく、継続的に参加
しようと思える雰囲気を作ることです。」と言われ、特別な知識もないまま参加しました。
その後、“薬物依存症は様々なアディクション（嗜癖）や性癖の中でも偏見の多い依存症であ
る”ということを知りました。実際に私も、対象者がごく普通の人であったと少しほっとすると
同時に、思い込みがあったと気づきました。
この集団処遇では、依存症の人をグループワークで治療する『スマープ１６（ＳＭＡＲＰP１６）』
（注 2）というワークブックを使用しています。その開発者の国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センターの松本先生は、「薬物依存症者は、底つき感が低く、治療意欲は絶えず移ろ
い易い。だからこそ治療プログラムは継続性が高いものが必要。薬物依存症者は犯罪者ではな
く、れっきとした病気であり、メンタルヘルスの一つの問題として考えるべき。」と言っています。
そしてその継続には、参加者とスタッフの関係が重要です。
このプログラムに参加して、セルフヘルプグループとしての機能と、認知行動療法を用いた教
育プログラムの実践を学ぶ機会をいただき、参加者の発言に他の参加者が決して否定的な発
言をせずに、色々な捉え方、考え方を時には直接的に、時には示唆を与えるような形で伝えて
いく、この時間は参加者全員にとって貴重な体験であると感じています。
依存症のプログラムのスタッフに社会福祉士が求められているのであれば、会の活動として
繋げていく必要があると思います。そして今後、様々な依存症の問題や、格差の広がりと同時
に、社会的弱者と依存症の関係性がますます深刻化していく現状などを定例会等で、考えるき
っかけになればと思っています。
注
1 ）松本俊彦 2016 『よくわかる SMARPP―あなたにもできる薬物依存者支援」（金剛出版）
2 ）スマープ（ＳＭＡＲＰP）
Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program：せりがや覚せい剤依
存再発防止プログラム
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区民公開講座報告「６５歳からのハローワーク」
おおた社会福祉士会 幹事

笹生 崇

去る３月１２日（火）に区民公開講座「６５歳からのハローワーク」が消費者センター会議室にて
開催されました。就労意欲のある元気な高齢者が長く社会参加できるための職探しを日々支
援されている専門機関の方からの講話とそれに対する質疑応答もあり、たいへん闊達で有意
義な会となりました。
大田区いきいきしごとステーション所長稲田様、就労サポートセンターJOBOTA 所長佐藤様、
シニアステーション糀谷所長福島様、大田区シルバー人材センター次長鈴木様よりそれぞれの
機関の業務内容と、課題、そして高齢者の就労支援へ思いを聞くことができました。65 歳から
仕事を探すことは大変なことだと思いますが、それぞれの方が伴走して仕事探しを手伝ってい
ただける話を聞くことができ、仕事を探される方にとってとても心強い味方になっていただけ
ると思いました。
少子高齢化問題がいわれる昨今ではありますが、高齢者に対する社会のイメージも変わりつ
つあります。いわゆる「生産年齢人口」といわれる年齢の幅がより広げていくことができれば未
来はより明るいと思えるような今回の公開講座でした
ご登壇頂きました皆様のさらなるご活躍を願います。

区民公開講座の参加者は 54 名でした。ご来場ありがとうございました！
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タイムテーブル
1． 開 会 18：30
2． 会長挨拶

おおた社会福祉士会会長 生駒 友一

3． シンポジウム「65 歳からのハローワーク」（前半） 18：35〜19：35
水越 幸彦 氏 （特定社会保険労務士・元年金事務所職員・本会会員）
稲田 秀則 氏 （大田区高齢者等就労・社会参加支援センター 大田区いきいきしごとステーション所長）
福島 彰太 氏 （シニアステーション糀谷所長）
佐藤 正浩 氏 （大田区生活再建・就労サポートセンター JOBOTA 所長）
―――――休 憩―――― 19：35〜19：45
４. シンポジウム「65 歳からのハローワーク」（後半）」 19：45〜20：05
鈴木 智子 氏 （大田区シルバー人材センター次長）
５. 質疑応答・意見交換 ２０：05〜20：30
６. 閉 会 20：30

シンポジスト 稲田 秀則 氏

シンポジスト 佐藤 正浩 氏

シンポジスト 福島 彰太 氏

シンポジスト 鈴木 智子 氏
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アンケート
区民公開講座で参加者にお書きいただきました。
総数 31 件 （実質参加者数 50 名、講師など除く）
回収率 62％
１．あなたについて伺います。
設問項目

ア．在住・在勤・ イ ． 福 祉・ 医療 ・ ウ．行政関係者
在学者
保健従事者

エ ． 社 会 福 祉 オ．その他
士

回答数

11

10

7

1

ア．在住・在勤・在学者

3%
36%

32%

2

イ．福祉・医療・保健従事者
ウ．行政関係者

6%

23%

エ．社会福祉士
オ．その他

２．本日の公開講座を何でお知りになりましたか？
設問項目 ア．区設掲示板 イ．チラシ
ウ．Facebook

エ．本会会報

オ．本会ウェ
ブサイト

回答数

5

4

回答数

3
10
カ ． ダ イ レ ク ト キ．その他
メール
0
1

3%
3%
12% 9%
12% 9%
15%
31%
15%
31%
30%
30%
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10

ア．区設掲示板
ア．区設掲示板
イ．チラシ
イ．チラシ
ウ．Facebook
ウ．Facebook
エ．本会会報
エ．本会会報
オ．本会ウェブサイト
オ．本会ウェブサイト
カ．ダイレクトメール
カ．ダイレクトメール
キ．その他
キ．その他

３．参加の目的は何ですか？（複数回答可）
設問項目 ア．自分のため イ ． 家 族 の た め ウ．事業者として エ．その他
に
に （親・子・配偶
者・その他）
回答数
22
6
10
4

ア．自分のために

10%

イ．家族のために（親・子・配偶者・その他）

24%

52%

ウ．事業者として

14%

エ．その他
４．内容について
設問項目 ア．理解できた イ．ふつう
回答数

28

4

ウ ． あ ま り 理 解 エ．その他
できなかった
0
0

ア．理解できた
ア．理解できた

13%
13%

イ．ふつう
イ．ふつう
ウ．あまり理解できなかった
ウ．あまり理解できなかった
87%
87%

５．本日の公開講座はいかがでしたか？
設問項目 ア．参考になっ イ．ふつう
た
回答数
29
2

エ．その他
エ．その他

ウ．あまり参考
にならなかった
0

理由（自由回答）
【ア】
・それぞれの組織がどのように活動しているのかよくわかった。また、実際の具体例を挙げて
いただき、どのような方々が利用されたり悩みを抱えてたりしていているのかが分かりました。
・色々なレベルでの相談／紹介窓口があることを知れて良かった。
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・区内の社会資源を知ることができたため
・JOBOTA やシルバー人材、シニアステーションによる高齢者の就労支援の違いを知ることが
できた。
・ホームレス支援に関心があったので、福島氏とお話できて、有隣協会のことを知ることができ
ました。もっと宣伝しても良いと思いました。
・あることは知っていたが、それぞれの機関の具体的な話をうかがえて良かったです。
・ハローワークとシルバー人材センターの中間的な特徴を担う諸々の機関の役割を知ることが
できました。また、「シニア層向け業務の切り出し」が今後の課題とのご意見は貴重でした。
・就職したいので、面接会がいつあるのか、予約はいつか教えて下さい。
・現状がよく理解できた。
・高齢の方の社会参加の機会、就労する機会を多く作ってく事が、高齢の方の生きがいなどに
つながってくると思いました。
・良い企画です。
・各々の組織の関連性を理解することができた。
・それぞれの詳細な業務内容がよく分かったため。分かっているで分かっていないことの多さ
を痛感しています。
・それぞれの実務者の方のお話を伺い、大変参考になりました。
・施設は知っていたが、内容が良く解った。
・特にシルバー人材センターに興味を持ちました。
【イ】
・65 歳からのハローワーク」というテーマにひかれて参加しましたが、私の期待したものと違っ
ていました。
・行政にはいろいろな仕組みがあることがわかった。

6%

ア．参考になった
イ．ふつう

94%

ウ．あまり参考にならなかった

６．「社会福祉士」に期待することなどがあればお書きください。
・定年後、社会福祉士の業務を取得し、障害福祉の仕事を探しています。各福祉の分野でどん
な役割を行うかに興味を持ちました。まだ、期待方法まで理解できておりません。
・今後も地域の社会福祉の向上のためにご活躍頂きたいです。
・仕事上、障がいを持った方の親が他界された後に困るケースが多い。
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７．今後、とりあげて欲しいテーマ、知りたいことは何ですか？
・65 歳以上の働くシニアの生の声、就労支援をしている企業の人々の声を聞きたい。
・外国人就労者との付き合い方、外国人をサポートするシニアの仕事はあるのか？
・品川児相職員による現場の話。
・年金減額世代、現在 67 歳以上、生活の為に働かないといけない。稼げる内容で仕事を確保
したい。
・具体的にどんな仕事があるのか、詳しく知りたいです。
・特にありません。
・地域包括システム、権利擁護。
・実際に働いている人の声も聞いてみたいです。
・JOBOTA について具体的事例を知りたい。どんなケースが相談できるのか、適しているのか
知りたいため。
８．その他ご意見がございましたらお書きください。
・お世話になりました。ありがとうございます。
・缶集めは区報で禁止になっています。その為、ホームレスの人々にも１つの仕事を何人かでシ
ェアしても働けたら思います。
・シンポジストの方々の優れたコーディネートをいただき、ありがとうございました。
・スライドがよかった。
・特にありません。
・ありがとうございました。
・おもしろい話を聞けました。大変勉強になりました。

事業収支・支出金額の内訳
【支出】
会場費
消費者生活センター
大集会室（夜間）
付帯設備料
（マイク・プロジェクター）
広報費
チラシデザイン委託費
チラシ作成費 2,000 枚
チラシ郵送代
事務関係費（封筒）
講師謝金
会議費（打ち合わせ）
資料印刷費
飲料代（登壇者用）
駐車場代
パソコン文字通訳委託費
合計

13,200 円
3,200 円

【収入】
参加費 無料
おおた社会福祉士会からの
持ち出し金
合計

0円
96,456 円
96,456 円

5,000 円
4,630 円
16,437 円
1,209 円
0円
2,850 円
3,930 円
500 円
1,500 円
44,000 円
96,456 円
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リレーエッセイ
あいはら よしかつ

おおた社会福祉士会 会員

藍原

義勝

大田区通所介護事業者連絡会の会員・運営委員写真（おおた福祉フェス２０１８より）

はじめまして、大田区生まれ、大田区育ち、大田区で働いています藍原 義勝（あいはら よし
かつ）といいます。小さい頃から「したい事」では、漠然とではありますが、世のため・人のため
の活動ができたら素敵！と思っている男の子でした。 月日が流れて、この度２０１８年夏頃に
おおた社会福祉士会に入会し、会員の新人としてスタートを切ることになりました。
現在の職場は、医療法人社団涓泉会山王リハビリ・クリニックの介護保険制度の通所サービ
ス部門で勤務しており、２０１９年４月で入社して１９年目に入ります。大田区内での地域活動で
は８年ほど、おおた高齢者見守りネットワーク（以下、みま～も）の副代表。また、３期目（６年）の
任期を終えようとする大田区通所介護事業者連絡会の会長、として活動させて頂いておりま
す。日々勉強の毎日であり、楽しく汗を流しています。 社会福祉士資格取得（登録）が出来た
のは２００８年４月です。受験試験も７回目（７年目）でなんとか合格する事が出来て、とても喜
んだ事を覚えています。
その後、おおた社会福祉士会に入会しなかったのは、「忙しい」ことを理由に、入会の一歩目
を踏み出すことができない自分がいました。
入会の一歩目を考えだしたのは、福祉従事者として働きはじめて２０２０年４月には、２０周
年になりますので、これからの働き方・専門性向上を考えた際に、今までの経験を整理し再構
築・出発する必要があると思い、おおた社会福祉士会に入会し研鑽を深める必要があるのでは
と思い、やっと１歩目を踏み出す事ができ入会しました。
やっと１歩目を踏み出せたのは、みま～もで、共に活動する先輩であり、おおた社会福祉士
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会の先輩でもある方の活動と存在があったからです。その先輩との「繋がり」が続いていたか
らこそ、この入会に結びついたのだと思います。その方の存在・繋がりには、とても感謝してお
ります。
今後は、入会を通して、ひとつ１つゆっくりと社会福祉士としての専門性を学び、小さい頃か
らの「したい事」である、世のため・人ための活動し、自分らしく、少しでも貢献していきたいと
思っておりますので、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

大田区通所会議事業者連絡会の活動として
大田区姉妹市である長野県東御市へ

おおた高齢者見守りネットワークのマスコット

視察に訪れた時の風景写真

「みま〜もくん」と「みま〜もちゃん」

おおた高齢者見守りネットワークの活動のひとコマ（花見ウォーク 2019）
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役員会からのお知らせ
◆2 月役員会の報告
［日時：２月５日（火）午後７時～8 時半 場所：mics おおた 相談交流室］
協議事項
・2 月定例会、3 月区民公開講座について
・定期総会・懇親会について
・会報１０１号について
・薬物依存回復訓練プログラムスケジュールおよび参加者の確認
・２０１９年度年間活動計画（案）について
・名義使用申請（後援） １件
精神障害当事者会ポルケ（２月２４日）
「デジタル紙芝居で語る私たち当事者のストーリー～デジタルストーリー・テリングを用いた作
品上映会～」
→チラシ配布、メーリング等で情報共有しました。
・入会申込 ネットワーク会員 1 名
→役員会にて仮入会（承認）→2 月定例会（2/20）にて入会費を受領し、正式に入会登録しまし
た。
報告事項
・１月定例会の振り返り
・（公社）東京社会福祉士会平成３０年度第３回地区支援センター全体会議（2/15）について
→［出席者］生駒
・さぽーとぴあの貸ロッカー
→継続利用の手続き
◆3 月役員会の報告
［日時：３月５日（火）午後７時～8 時半 場所：mics おおた
相談交流室］

昨年のポスター

協議事項
・3 月区民公開講座について
・定期総会・懇親会について
・会報１０１号について
・薬物依存回復訓練プログラムのスケジュール、参加者の確認
・２０１９年度年間活動計画（案）について
・おおたジャーナルより寄稿依頼
→大田区で発行しているミニコミ誌に、おおた社会福祉士会の
活動紹介を掲載していただく。
・２０１９年度くらし健康あんしんネットおおた実行委員について
→候補者：吉田（悠）・生駒
→高齢者が安心して暮らせる街づくりのために、 地域の医療・福祉・介護の専門職が活動して
います。実行委員として参加意思のある方は、事務局までお問い合わせください。
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報告事項
・２月定例会の振り返り
→参加者：４０名 リアクションペーパー：２１名
・会場確保の状況（確認）
６月定例会会場まで予約済み。
→参加者が多くなっても対応できるように、６月は大集会室を予約しました。
・さぽーとぴあの貸ロッカー
→２０１９年４月１日〜２０２０年３月３１日までの使用許諾が届く。
・『夜明け前 呉秀三と無名の精神障害者の 100 年』上映＆シンポジウム in おおた 報告書
→おおた社会福祉士会が後援したイベントの報告書が届きました。
・メーリングリストの整理
→メーリングで継続利用の意思確認→４月末までに複数回、お知らせする。
役員会にご参加ください。「役員会」となっていますが、正会員・ネットワーク会員の方の参
加も大歓迎です。
役員会は、直近の会の活動を報告・共有する場であり、また今後の会運営に関してご意見・
ご提案いただく場でもあります。
参加の可否に関わらず、役員会の議題についてご意見ある方は、おおた社会福祉士会事務
局〈otachikukai@yahoo.co.jp〉までお知らせください。
４月役員会（役員会は原則毎月第１火曜日開催）
４月９日（火）午後７時〜 ←第２火曜日に変更
大田区消費者生活センター１階 mics おおた相談交流室

戸栗栄次氏訃報
おおた社会福祉士会の初代会長、戸栗栄次氏におかれましては、去る２月２日、
肺炎のため逝去されました。享年９３歳。
戸栗氏は山梨県出身、学卒後神奈川県庁に勤務。定年退職後に社会福祉士の
資格を取得し、１９９５年おおた社会福祉士会を結成、初代会長就任。
１９９９年から２００１年まで東京社会福祉士会の第２代会長としてご活躍されま
した。
ここに謹んで御冥福をお祈りいたします。
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定期総会・懇親会、５月定例会のお知らせ
２０１９年度おおた社会福祉士会定期総会・懇親会
２０１９年度おおた社会福祉士会定期総会を下記の通り開催いたします。２０１８年度の事業報
告・決算の承認と２０１９年度の事業計画・予算の審議をする重要な会議です。万障お繰り合わ
せの上、ご出席いただけますようお願い申し上げます。
総会後には、同会場にて懇親会を開催いたします。参加費は、当日会場にてお支払いくださ
い。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。なお、直接来場いただいても構いません
が、午後６時１５分に下丸子駅に集合していただければ、会場へご案内いたします。
日時 ４月１７日（水）
【総会】 午後６時３０分 ～午後７時１５分
【懇親会】午後７時３０分 ～午後９時３０分
会場 ふ・く・し食堂 RIN （社会福祉法人睦月会 Be ステーション凛）
住 所：大田区下丸子４-６-１６
電話番号：０３-６７１５-２６７５
交 通：東急多摩川線下丸子駅より徒歩５分
HP

http://www.mutsukikai.jp/rincafe/

↑
食
堂

転
載

参加費 【総会】無料 ／ 【懇親会】４,０００円(税込) (当日お支払下さい)
なお、料理を予約している都合上、懇親会の当日キャンセルは実費費用を頂戴いたします。
＜問い合わせ＞おおた社会福祉士会事務局（生駒） E-mail：otachikukai@yahoo.co.jp
※おおた社会福祉士会会員には、総会・懇親会の出欠ハガキを送付しております。4 月 10 日
（水）までにご返信くださいますようよろしくお願いします。
※今年社会福祉士に合格された方には、出欠ハガキを送付できておりません。おおた社会福祉
士会に所属を希望される新会員の方は、お手数ですがおおた社会福祉士会事務局までお問い
合わせください。
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５月定例会【茶話会】「社会福祉士全員集まれ〜♪」
２０１９年新しく入会された会員を歓迎する気持ちを込めて、さらには２０１７年・２０１８年に
入会された会員のみなさまも対象として、新会員歓迎交流会を開催します。会員紹介の時間や、
社会福祉士の仲間や先輩に聞いてみたい「あんなこと、こんなこと...」などの企画を考えていま
す。
新会員のみなさまを主役に、フリートークの機会にいたします。新会員のみなさま、ぜひ会場
にいらしてください。
日時 ５月１５日（水）午後７時～午後８時３０分
会場 大田区消費者生活センター２階 第４集会室
テーマ 「社会福祉士全員集まれ〜♪」
内容 茶話会
対象 会員の皆様だけでなく、福祉に関わる専門職種の方や、テーマに関心のある方
参加費 ５００円 （お茶･お菓子付）
申込 申込不要です。直接会場にお越しください。
※定例会の後、有志により懇親会を開催します。

メール・WEB 版に移行しました。
１０１号からは郵送方式を卒業（廃止）し、メール・Web 版に移行しました。パソコンやスマート
フォンなど IT 環境が整備されてきたこと、郵送に必要な切手や封筒代などの通信費を節約で
きること、事務作業の負担が軽減できることが理由です。定期総会のご案内は、従来通り郵送
にてお知らせいたします。どうぞご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
メーリングリスト参加方法
下記リンク先（QR コード利用可）にてお申し込みください。またはお名前・メールアドレス・
会員種別（正会員・ネットワーク会員）をご記入いただき、
事務局宛にメール・FAX でお申し込みください。
https://goo.gl/forms/NUOy34mCXqIuRb372

編集後記 お陰さまで、今年度のおおた社会福祉士会の活動も無事に終了いたしました。区民
公開講座では集客など広報戦略にはまだまだ課題を残しましたが、アンケート回答で「参考に
なった」が９４％となるなど手応えある結果もありました。この数年、拡大定例会や合同勉強会
など、新たなチャレンジとなる企画も増加しています。今年度は薬物依存回復訓練プログラム
への協力も会としてスタートしました。私個人としても、地道な活動の積み重ねを大事にしつつ
も、時には果敢にチャレンジする姿勢を継続していきたいと思います。（いこま）
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