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                                  おおた社会福祉士会 監事  大山 昭典 

ハウスオブジョイ（ＨＯＪ）の澤村さんから「ぜひ遊びに来てほしい」との呼びかけに応え、５月２

４日から２９日まで、社会福祉士会仲間と３人でミンダナオ島のＨＯＪへ、そして同行仲間の薦め

もあって、セブ・マクタン島近くの小島を訪ねた。 

ＨＯＪはミンダナオ島のダバオから車で２時間余り（約１００キロメートル）の海辺に近い児童養

護施設。「今年１月には施設の火災、２月には創業者の烏山（からすやま）さんが亡くなるなど大

変だったが、最近ようやく落ち着いてきた」（澤村信哉事務局長の話） 

今回の旅行は「ＨＯＪに泊まってお金を使い、子どもたちと一緒に遊び楽しむ」のが目的だった

が、夏休み中（４月から５月末）のため、子ども１８人のうち小学生(？)の男の子６人しか居なか

った。男の子は全員、歌手・さだまさしさんの寄付でできた「ライオンハウス」に住んでいる。私

たちは、子どもたちにお土産のお菓子をプレゼントしたり、持参したけん玉、風船、シャボン玉

のおもちゃなどで一緒に遊んだりした。 

２５日には近くの海で、子どもたち手作りの竹筏に乗り、水泳やシュノーケルなどして遊ぶ。翌

日は近くの清流で子どもたちと水鉄砲などの川遊び。近くでは、住民たちが衣類を手洗いし、

河原で天日干し。澤村さんが持参したマンゴーや果物がとても美味しかった。 

子どもたちは、毎朝５時過ぎには起きて、庭掃除など仕事のお手伝いやボランティアの大学

生・鈴木さんと遊んでいた。子どもたちの無邪気な笑顔や大きな黒い瞳が印象的だった。 

私たち一行３人は、２７日にセブ島へ向かい、翌日はマクタン島からハンガーを取り付けたよう

な小舟で約１時間（約１０キロメートル）、サンゴ礁に囲まれた周囲２キロの小島、カオハガン島

を訪問した。南国の青空、マリンブルーの海、遠浅で透き通った海と熱帯魚。１２０世帯、６５０人

が住む島のオーナーは崎山さんという日本人。３０年前に１,０００万円で島を買い取り、１９９１

年からこの島で暮らしているという。 

午前中はシュノーケルを楽しみ、昼食は崎山さんや現地の男性と結婚した佑子さんたちと一緒

に、サンミゲルビールを飲みながら歓談。崎山さんの話では、この島には小学校があるだけで、

病院などはない。住民たちは、近くの海で獲った魚介類のバーベキュー料理や貝飾り等装飾品、

手作りのキルト製品などを観光客に売って生活しているとのこと。 

この小さな島は、子どもや若い人たちが目立ち、老人は（ほとんどが８０歳まで）日陰でのんび

りと佇んでいる。住民同士が肩を寄せ合い、お互い助け合いながら暮らしているので子どもの

虐待や生活保護もなく、児童養護施設や老人ホームなども勿論ない、というよりその必要がな

いようだ。 

「何もなくて豊かな島」（新潮社：崎山克彦氏著書）の通り、島全体の暮らしが、まさしく地域に

根差した、幸せな福祉社会そのものであった。（完） 
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大山昭典氏（中央）と 

澤村信哉氏（右） 

大山昭典氏・澤村信哉氏（中央）と 

大竹直樹氏（おおた社会福祉士会事務局長） 
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                                  おおた社会福祉士会 会計  加藤 奈央 

 

６月拡大定例会は、「三代目ギャン妻の物語」「ギャンブル依存症」の著者 田中 紀子さんを講

師にお招きしました。 

 

ギャンブル依存症は病気であるのに表面化する部分はギャンブルで作る借金の「金銭問題」と

なり、依存症が原因となっている犯罪や自殺などが見落とされがちであること。回復の一番の

きっかけは本人が借金できなくなって「底つき」を感じることであり、そのためには家族が借金

の肩代わりをしないで「底つきの底上げ」を意識すること。本人よりもまずは家族が家族会に参

加して支援団体のビックデータから対応策のノウハウを得るようにすること。などなど、ギャン

ブル依存症の理解と対応についてお伝えいただきました。 

（次ページに続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月拡大定例会報告 

「ギャンブル依存症からの回復支援を考える」 
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情熱的に時にスパイスの効いたユーモアを交えた講義は田中さんが経験された３つの視点（ギ

ャンブル依存・買い物依存の当事者の立場から。親子 3 代に続く依存症家族の妻・嫁の立場か

ら。回復支援団体の支援者の立場から。）で語られる内容で、私たち社会福祉士にとってギャン

ブル依存症問題の支援にあたる際の具体的なヒントが盛りだくさんでした。 

 

講義の終わりの質疑応答で「従来の支援で底つきを待つというと、わかっていながら状態が悪

化するまで支援者側が放置するように誤解されがちであった。底つきまで何もしないで放って

おくのではなく、底つきの底を引き上げるためによく作戦を練って動く必要がある。そのため

のノウハウは当事者団体や家族会にビッグデータとしてあるので、うまく利用してもらいた

い。」とお話されていたことが印象的でした 

 

 

                   

 

「田中紀子 Noriko Tanaka：Twitter」 

https://twitter.com/kura_sara 

 

                   

 

 

「たかりこチャンネル：YouTube」 

https://www.youtube.com/watch?v=8JANZ8_nkYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例会後は、いつも通り「さくら水産 東口店」で

懇親会を開催しました。 

 

懇親会の最後は、地域包括支援センター西蒲田

（社会福祉法人 池上長寿園）のお二人に愉快に

締めていただきました。 

田中紀子さんのTwitter のフォロー、「たかりこチャンネル」の登録は、下記リンク先から行えます。

アカウントをお持ちの方は、どうぞよろしくお願いいたします。 
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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。 

 

 

 

 

 

 とても面白かったです。  

 もっと病院、地域などの人にも広めていただきたいです。  

 とても勉強になりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 本日は貴重な機会をありがとうございました。 

 依存症の研修は何回か受けたことがありますが、今回の研修は大変興味深く、また自助Ｇの意

味について、より深く理解することができました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 資料も説明もわかりやすかった。 

質疑応答もあってよかった。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 元気いっぱいのお話ありがとうございました。 

 アルコールでハームリダクションが 言われるようになり「底つき」が悪者 のイメージになって

います。 

 お話にあるような「底つきの底上げ」の手伝いができるように学びたいといます。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 あっという間に話に引きこまれ、  

 ざっくりですが、理解が進み、親しみが湧いてきました。 

 家族が先！ということ、説得力のある説明の仕方、 とても納得できました。  

 みえない部分、もっと知っていきたいなと思いました。今日はありがとうございました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 依存症対策を考えるために、いろんな方の話を聞いていますが、今日は自助Ｇのことがよく分

かって、参考になりました。 がとうございました！ 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

・すごく勉強になりました。 

・ギャンブルの問題はどうしても、わかっていても、背景の問題や根深い問題 だと思い、関わる

のが難しいと思っていました。 

 "底つきの底上げ" 

 "家族が知っておくべき知恵"のブラックリストのことや、児童手当のことなど、目からウロコで

した。 

 このようなことを知っておくだけでも支援の道が広がると改めて思いました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 当事者でしかわからない話が聞けました。 

 ありがとうございます。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 分かりやすい講義をありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 とても参考になりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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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。 

 

 

 

 

 

 仕事でタイムリーな内容でとても楽しく、 お話を同えました。 ありがとうございました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 初級の私でも理解ができました。  

 ありがとうごいます。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブル依存症も解決方法に向けて社会全体で合意出来る時代になったと思った。 
 ここまでくるのに自助グループ、 関係者の人の力が大きかったと思います。 
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 とても参考になりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブル依存への介入について一から考え直すような体験になりました。 

 政策にも関わる迄の、また学術的にも新機軸を作る迄の関与の深さ、広さに感嘆しました。 

 本人にも GA の魅力を、どう伝えたら良いのだろうと、自分への疑問が強く浮かびました。 

 それを質問したかったのですが、自分でしっかり考えることにいたします。 

 有難うございます。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 今日は楽しくギャンブル依存症について学ばせて いただきました。ありがとうございました。 

まず自助グループ 家族がつながる、家族が 学ぶこと、家族を支えていくことが大切であるとい

うことを知り勉強になりました。  

 そして、ギャンブル依存症は心の病気ですという事を心にとめて、今日の学びの 1 つにします。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 生活保護者の就労支援をしている者です。 

 保護なので「底つき」がないので、どのような声かけがいいのか、いつも悩んでいました。 

 AA、GA 等、自助グループに行く意味もわかり、とても勉強になりました。 

 誘ってみたいと思います。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 「底付きの底上げが大事」という、メッセージが大変説得力がありました。 そのためには、 家

族支援として、家族向けの自助グループに依存症家族がつながることが肝要である理由も明確

になり、幸甚でした。 

 全体を通して、示唆に富む講義内容で何よりでした。  

 有難うございました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブル依存症のことを短時間で分かり易く教えていただきました。 

 ありがとうございました。 

 司法関係では、やっと NA やダルクへのつなぎが目指されるようになりましたが、GA やギャマ

ノンの視点はまだまだ、ほとんどないのが現状です。 

 しかし、ギャンブル依存らしい様子の方は、本日の話にもあったように、たくさんいらっしゃいま

すので、今後、支援（GA 等へのつなぎ）を目指したいと思います。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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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。 

 

 

 

 

 

 横浜市の社会福祉士会から参加させていただきました。 

 支援の具体的な内容を伝えていただき、参考になりました。 

 見直しと勉強にもなりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブルの経験（麻雀、競馬）がありますが、趣味と依存の違いや自己点検の方法がわかって

よかったです。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 自身の経験に裏打ちされたレクチャーで、講師の「伝える力」を感じました。  

 色々と考えさせられる内容でした…。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 底つきの底上げ、 わかってきました。 

 Harm Reduction 読んできました。 

                  ありがとう 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 生活福祉課で支援しています。  

 ギャンブル依存は単身の方が多く、 治療につなげることにしています。 

 医療から自助Ｇにつながるといいのですが。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 とても前向きなお話で刺激を受けました。 

 私も 10 年前頃より依存症の勉強をしていますが、 底つきの底上げをしているということが、

新しい考え方で、戦略、作戦を考えて対応するということを学びました。 

 YouTube チャンネル登録させていただきます。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 話が面白かった。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 家族が家族会にまずつながることで、情報を得て行動を起こせる、ということが実感としてよく

分かった。 

 予防教育の重要性は、もっとは知られるべきだと思う。息子の友人がゲームセンターのスロッ

トからパチンコにはまって心配している。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 とても面白かったです。 

 ギャンブルにはまっている人はあまり身近にいないのてすが、聞けて良かったです。 

 精神病の人の家族の自助グループなどがもしあるなら、そちらのお話も聞いてみたいです。 

 いろいろな問題に解決のヒントがあると思いました。ありがとうございました!! 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブル依存症には知らないことばかりで、とても考えさせられました。10 代に多い事にも

ショックでした。自助グループの役割についても、ビッグデータをかかえ、その方の為の約立て

につながる。お話ありがとうございました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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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。 

 

 

 

 

 

 田中先生のお話は面白いだけでなく、いろいろ勉強になりました。 

 行政の窓口や医療はあてにならないと思っていましたが、弁護士さんはもう少しわかっている

のかと思いましたが、確かに借金返済しかわかっていないので、依存症への理解が薄いことが

わかりました。 

 弁護士の中でギャンブル依存について詳しい人がそれを表明していただくのも必要かと思い

ましたし、何より自助グループに効果があることがよくわかりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 お話を伺って、本人に底つきや困り感を与えないと、回復にはつながらない、ということがよく

分かりました。  

 私もアディクションの方の支援にあたる中で、自分がどうにかしなくては、トラブルを起こす前

に防がなくては、 という思考に走りがちであることに気づくことができました。  

 自動グループに関するも知識も表面だけしか知れておらず、"伝えるべき魅力が分かっていな

い"、という言葉はすごく響きました。  

 今日の話を聞けたことで、以前より魅力を伝えられるようになったかなと思います。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 本人よりもまずは家族に自助グループに行ってもらう、というお話は目からうろこでした。 

 本当に分かりやすいお話で、笑いながらとても勉強になりました。 

 今日は参加して 本当に良かったです。 

 ありがとうございました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 依存症は病気ということを認識しなければならないことがよくわかった。 
 依存症は他人からみるとダメ人間、嘘つき、だらしない人と見えるが、本当は苦しくつらい。 
 借金の肩代わりは家族のほとんどの人が関与している。 
 依存症は、依存症とつながるお金を得るため、嘘をついてお金を得ている。 
 家族がその借金を払ってしまうと、本人の依存がとまらなくなる。 
 ギャンブル依存症と学校中退は密接にかかわっている。 
 又、ギャンブル依存症の人は自殺も多い。 
 支援をまず最初に家族に対して行うことが大切。家族を教育していくことが大切なことがよくわかった。 
 底つきの時、GA、自助グループに行ったり、専門団体につなぐことが大切。	
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 ギャンブル依存症と愛好家の違いについてよく理解できた。  

 又、依存症の人物を治すには、まず家族が自助グループに行き、底つきチャンスを見出すこと

が重要であることが遅解できた。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 分かりやすく、楽しく聞けました。 

 家族にもギャンブルをしていた者があり、悩んでいた（いる？）ので、とても参考になりました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 先生の話がとてもおもしろく、あっという間に終了でした。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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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。 

 

 

 

 

 

 とてもわかりやすい講義でした。 

 アルコール依存症も自助グループが重要だと思っていましたが、ギャンブル依存症も自助グル

ープが重要だと思いました。自助グループつなげたいと思いました。 

 家族にも、家族会にもつなぐことをまずはやっていこうと思いました。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 カジノ法が通った時、依存症者が増える懸念がいわれました。 

 今日、依存に至る経緯〜支援のあり方がとてもよくわかりました。 

 支援のために勉強できてよかったです。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

定例会時に参加者にお書きいただいたリアクション・ペーパーを編集したものです。できるだけ原文どおりに書

き写しましたが、字句の統一など一部編者（生駒）によって改変されている箇所もあります。そのため、お書きい

ただいた方の意図が正しく表現できていない場合もあるかもしれません。その点、何卒ご了承ください。 

                    （編集責任者：おおた社会福祉士会  生駒 友一  yuichi.ikoma0712@mac.com 
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                                  おおた社会福祉士会 会長  生駒 友一 

 

５月定例会「【茶話会】社会福祉士全員集まれ〜♪」の参加者は 17 名でした。 

 

残念ながら今年合格された方はいらっしゃいませんでしたが、初めて定例会に参加してくれた

方、来年の合格を目指し現在現場実習中の方も集まってくれました。 

 

お名前、資格取得年、お仕事（活動）など自己紹介をしていただいた後に、本会の運営体制や今

年度の活動計画について情報提供し、意見交換いたしました。 

 

また、今年度、大田区介護認定審査会委員として 16 名の会員の方が委嘱されたことを受け

て、介護認定審査会チームを結成することを決めました。意見交換などを通じて相互研鑽し、

スキルアップを図ることができる体制を会としてバックアップしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５月定例会報告 

「【茶話会】社会福祉士全員集まれ〜♪」 

近日、介護認定審査会チームのメーリングリストを作成いたします。連絡や情報交換にご

活用ください。８月中にチーム会を開催するべく、今後日程を調整してく予定です。 



 

 

 11 

 

 

                       おおた社会福祉士会 会員  松本 陽
まつもと よう

 

 

 

 

大田区に引っ越してきたのは５年前。 

娘を出産した年で、妊娠中から保活をしていたのですが…結果は全敗。幸いにも３月下旬にキ

ャンセル待ちでの認証保育園が決まり、４月からの職場復帰に間に合いました。 

現在も育児時間を取得しながら、子育てに仕事に励んでいます。 

この度、リレーエッセイを担当致します松本陽と申します。 

 

 

現在は横浜市にある循環器専門のクリニックに勤務しています。 

クリニック開院から 15 年、開院当初からの患者様も 80 代が大半を占めるようになり、介護保

険や訪問看護を案内する機会も大幅に増えました。定期的に来院される患者様の小さな変化

や状況を見逃さずにスタッフ間で情報共有をし、困ったことや不安なことがあれば医師や看護

師に繋げながら患者様やご家族と向きあっています。 

高齢者世帯や１人暮らしの方も多く、住み慣れた地域で生活できるように、今後の先を見据え

た支援や情報提供をすることで、患者様一人ひとりを、そしてご家族を支えていく、そんな頼り

になる地域のクリニックを目指しています。 

 

（次ページに続く） 

 

リレーエッセイ 

 
 

左から 3 番目が松本陽さん。お勤め先のクリニックで、スタッフの皆さんと。 
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先生には言いにくいことでも窓口で話をしてくれたり、声かけをしたことで表情が明るくなる

患者様がいたり、クリニックだからできる近距離での細やかなケアや支援が私の仕事の醍醐味

です 

 

今年度は介護審査会の委員としての推薦をいただき、新たな学びの場となり刺激となってい

ます。 

私達は主治医意見書を提出する側の立場ですので、審査会で得た知識や情報を今の仕事に生

かしていきたいです。また、これを機に福祉士会の皆さんと共に交流し活動し、知識を深め、幅

を広げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

最後に・・・。 

私の故郷は山形県鶴岡市です。 

先日、山形県沖の地震で被害のあった地域です。 

私の実家は特に被害はなかったのですが、新潟県との県境にあるあつみ温泉地域や周辺は大

きな被害を受けています。 

庄内地域は災害の少ない土地と思っていたこともあり、今回の地震には皆が驚き恐怖を体験

しました。 

庄内は海と山に囲まれ、豊かな自然と食に恵まれたところです。 

鳥海山・飛島ジオパーク、出羽三山のパワースポット、クラゲ水族館で有名になった加茂水族館。

お米にだだちゃ豆、メロンや梨など美味しい食べ物もたくさんあります。 

復興に向けて頑張っている庄内地域へのご支援をよろしくお願い致します。 
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◆5 月役員会の報告 

［日時：5 月 7 日（火）午後 7 時～8 時半 場所：mics おおた 相談交流室］ 

協議事項 

・6 月定例会について 

・7 月拡大定例会について 

・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 

・無料相談会（岡田会員より情報提供） 

 場所：池上駅前、日時：第１or 第２or 第３土曜日の内１日、１８：００〜２１：００頃まで。 

→４月役員会に続き協議したが、活用方法や活動の具体化までに集約できる段階ではないこ

とが確認できたため、今回は見送ることにしました。 

・会報 102 号（5 月号）について 

２０１９年定期総会報告、定期総会懇親会報告、役員会からのお知らせ、５月～７月定例会のお

知らせ。 

→５月８日発行。 

・ホームページでの役員紹介 

・名義使用申請（後援） 

 第１２回おおたユニバーサル駅伝大会（NPO 法人ジャパン ユニバーサルスポーツ・ネットワ

ーク） 日程：６月２日 場所：平和の森公園と周辺コース 

→承認 

・２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」 

講演（研修）：午後５時〜午後６時（１時間程度） 

講師候補：伊藤元美さん 

【参考】「「Death Cafe 」 ・・・?!?!」 

http://bnest.eshizuoka.jp/e1874288.html 

報告事項 

・第 8 回（２０１９年度）くらし健康あんしんネット第１回実行委員会 

５月１６日（木）１９：３０～ 

■開催場所 蒲田医師会館 4 階講堂（〒144-0052 大田区蒲田 4-24-12） 

■議題  １.委員紹介２.区民公開講座開催について（日程、会場、内容等）３.役割分担など 

→吉田幹事が出席。 

・２０１９年度東京社会福祉士会第１回地区支援センター全体会議 

 ５月１０日（金）１９：００ 〜 ２０：３０、福祉財団ビル ７階大会議室 

（１）４月１５日に行われたブロック長会議の報告（２）地区社会福祉士会現況調査について 

（３）２０１９年度 助成金並びに個人情報の提供について（４）センター全体会議参加報告（間庭）

（５）ウェルカムフェス、実践研究大会について（６）各地区会より報告、要望等 

→生駒が出席。 

・会場確保の状況（確認） 

7 月定例会会場まで予約済み。※7 月定例会会場は共催団体「おおた TS ネット」で確保済み。 

・メーリングリスト整理 

→メーリングで３回お知らせ済み。期限の４月末を過ぎたので整理を実施する。 

役員会からのお知らせ 
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◆6 月役員会の報告 

［日時：6 月 3 日（火）午後 7 時～8 時 場所：mics おおた 相談交流室］ 

協議事項 

・地区活動助成金並びに個人情報提供の申請書 

→２０１９年度分助成金申請額 １７２,８８３円 

→６月５日（水）に郵送済み。（担当：生駒） 

・6 月定例会について 

→ネット活用の他、蒲田東、蒲田西、入新井特別出張所管内の区設掲示板でチラシ掲示、区役

所本庁舎関係部署窓口、大森、調布、蒲田、糀谷・羽田地域健康課健康事業係にチラシをお届け

あるいは郵送し案内、区民活動支援施設での配架などで広報。 

・7 月拡大定例会について 

→ネット活用の他、蒲田東、蒲田西、入新井特別出張所管内の区設掲示板でチラシ掲示、大森、

調布、蒲田、糀谷・羽田地域健康課健康事業係にチラシを郵送しご案内、区民活動支援施設で

の配架などで広報。 

→ネット活用の他、蒲田東、蒲田西、入新井特別出張所管内の区設掲示板でチラシ掲示、区役

所本庁舎関係部署窓口にチラシを届け案内、区民活動支援施設での配架などで広報。 

・８月定例会について 

→ネット活用の他、区設掲示板、関係部署へのご案内、区民活動支援施設での配架などで広報

していく。 

・９月拡大定例会について 

→障害特性に配慮した支援など、社会福祉士など福祉専門職が関心を持ちそうなポイントなど

にも触れてもらうように中村氏に依頼する。 

→６月２４日（月）１９時半から、大森駅周辺にて打ち合わせ予定。（担当：生駒） 

・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 

・７月役員会 

→７月３日（水）に日程変更。 

・会報１０３号（７月号）について 

・名義使用申請（後援） 

◎障害者権利条約パラレルレポート集会 in 大田」 

（共催：大田障害者連絡会、全国「精神病」者集団、精神障害当事者会ポルケ） 

 日時：７月２６日（金）１９時～２１時 

 会場：大田区立消費者生活センター大集会室 

→承認 

◎おおた福祉フェス２０１９（おおた福祉フェス２０１９実行委員会） 

 日時：９月２９日（日）１０時～１６時 

 会場：大田区産業プラザ PiO 大展示場・会議室 

→「可能であればブース出展（無料）に協力して欲しい」とのこと。 

→承認。ブース出展もＯＫ。中村副会長を中心にメンバーを募る。 

・２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」 

→宿泊先候補として、「熱海ニュー富士屋ホテル」。 

〈参考価格〉 宿泊 １２,０３０円  日帰り ９,６５４円 

→その他の施設や、研修旅行に関する提案など、引き続き検討。 

→吉田幹事が現地に下見に行く最低限の必要経費（交通費）を会から支給する。 
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・freeml サービス終了 

→現在メーリングリストで使用している freeml のサービスが、１２月２日（月）１２時でサービス

を終了することが発表されました。 

→代替サービスの候補をしては「Google グループ」。その他のサービスについて、広報担当

（吉田幹事＆生駒）がリサーチして今後の役員会などで報告。 

報告事項 

・５月定例会について 

参加者：１７名 

反省点など 

・介護認定審査会委員メンバーへの情報周知が遅かったこともあり、参加が少なかった。今後

は早めの情報周知に努めるとともに、情報伝達ツールとしてメーリングリストを作成し、メンバ

ー間の情報交換や相互支援ができる環境を整備する。 

・介護認定審査会委員チームの会合は、定例会と別日程で２ヶ月に１回程度で開催する。開催日

については週末など、平日夜間以外も候補日としてメンバー間で調整して決める。 

・第８回くらし健康あんしんネットおおた区民公開講座 

日時：１２月２１日（土） 

会場：大田区池上会館 

→次回実行委委員会は６月１８日（火）に開催。  

参加：生駒 欠席：吉田幹事 

・会場確保の状況 

９月定例会会場まで予約済み。 

・メーリングリスト整理 

→メーリングで３回お知らせ済み。期限の４月末を過ぎたので整理を実施した。 

→現在（２０１９年６月３日）の参加メンバー：６２名 

 

◆7 月役員会の報告 

［日時：7 月 3 日（水）午後 7 時～8 時 場所：mics おおた 相談交流室］ 

協議事項 

・大田区社会福祉協議会「地域福祉活動団体支援事業助成金」について 

審査を通過し、１００,０００円の助成が決定。 

→書類の提出は小澤会計に。今後の手続き（報告書作成など）は、小澤・加藤会計が主に担当。 

・７月拡大定例会について 

→早めに会場入りできるメンバーは、受付業務などお手伝いください。 

→懇親会会場は「香港料理 有楽 大森本店」（大田区中央 4-31-5）を 20 名で席予約済み。 

・8 月拡大定例会について 

Facebook やチラシ配布時の反応など、集客に手応えがある。念のため、「ｍics 教室」から

「大集会室」に会場変更。 

・９月拡大定例会について 

→チラシ発注（２０００部・３,５２０円）、出来上がり７月７日。 

・１０月拡大定例会について 

 内容：「滞日外国人の生きづらさを支える」（仮） 

 講師：大学教授に講師依頼。手続きを進めている。  
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→16 日（水）は講師が NG のため、２４日（木）に日程変更する。会場は仮予約済み。 

・１１月定例会の日程について 

１１月１３日（水）午後７時〜、第２水曜日に変更？ 

→今月中に、加藤会計が澤村氏にメールで確認する。 

→会場は「第６集会室」を手配する。 

・２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」（※忘年会を兼ねたイベント） 

→８月に吉田幹事が現地視察する予定。 

・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 

・会報１０３号（７月号）について 

発行予定だった７月３日（水）現在、まだ編集作業中。 

→７月５日（金）に発行。（担当：生駒） 

・おおた福祉フェス２０１９（おおた福祉フェス２０１９実行委員会）ブース出展について 

→東京社会福祉士会にパンフレットなど紹介資料や、ジャンパーやのぼりなど貸し出し可能な

物品について確認する。（担当：生駒） 

・おおた区民活動団体連絡会発行「区民活動データブック２０１９」について 

昨年の記載を参考に作成する。（担当：生駒） 

・8 月役員会 

６日（火）は生駒がＮＧ。 

→７日水曜日に日程変更。 

→役員会後、暑気払いを「羽田バル」（西蒲田７-４１-８）を開催する。 

そのため、役員会の時間・場所については今後検討調整し、決まり次第会員にも周知する。 

（担当：小澤会計他） 

報告事項 

・６月定例会（６月１９日（水）） 

参加者：６７名 

リアクションペーパー：３９件 

→リアクションペーパーをまとめ、田中氏にはお礼のご連絡はした。 

・第８回くらし健康あんしんネットおおた区民公開講座 第２回実行委委員会（６月１８日（火） 

テーマ 「人生の最期、何から決めていきますか？」に決定。 

「１部：落語、２部：元気シニアアドバイザー ３部：大喜利」の３部制で調整する。 

※予算と演者交渉次第で変更の可能性あり。 

→第３回実行委委員会は、７月２９日（月）１９：３０～、蒲田医師会館で開催予定。 

・おおた区民活動団体連絡会主催「大田区社会福祉協議会との懇談会」 

６月２６日（金）１９時〜２０時半、大田区社会福祉センター４階会議室 

出席：大山監事、木村会員 

→（大山監事）おおた区民活動団体連絡会から３０団体ほどの参加があった。中原事務局長か

ら大田区地域福祉活動計画（愛称：リボン計画）が説明され、それをもとに意見交換がなされた。

近年の「開かれた社協」の取り組みを高く評価する声が多数あった。相互連携が加速する雰囲

気があり、実りある有意義な懇談会であった。社会福祉士会の評価への高まりも感じた。 

「大田区社会福祉協議会ホームページ：大田区地域福祉活動計画） 

https://www.ota-shakyo.jp/aboutus/keikaku 

・第６９回”社会を明るくする運動”「大田区民のつどい」 

７月２０日（土） １４時半〜、大田区民ホールアプリコ大ホール 
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出席（登壇）：平野副会長 

→だれでも参加できるイベントなので、会員に周知する。 

内容 第 1 部 意見発表 （六郷中・志茂田中・南六郷中） 

    第 2 部 ダンス・吹奏楽 （蒲田中） 

          吹奏楽 （東蒲中） 

          歌「ひまわりの譜」 （歌手 五島つばき） 

                      （語り 更生保護女性会） 

・会場確保の状況 

９月定例会会場まで予約済み。 

８月会場は変更。「大集会室」を仮予約。また、１０月定例会会場も「大集会室」を仮予約。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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。 

 

 

 

 

 

9 月役員会（役員会は原則毎月第１火曜日開催） 

９月 3 日（火）午後７時〜 

大田区消費者生活センター１階 mics おおた相談交流室（予定） 

8 月役員会（役員会は原則毎月第１火曜日開催） 

8 月 7 日（水）午後７時〜 ←6 日（火）より日程変更 

大田区消費者生活センター１階 mics おおた相談交流室（予定） 

 

※役員会後、暑気払いを「羽田バル」（西蒲田７-４１-８）を開催する。 

そのため、役員会の時間・場所については今後検討調整し、決まり次

第会員にも周知する。 
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 水戸アカス事件（1995 年）、滋賀サングループ事件（1996 年）、富士聖ヨハネ学園事件

（1996 年）、白河育成園事件（1997 年）など障害者に対する虐待事件はたびたび発生してい

ます。2012 年には障害者虐待防止法が施行されますが、その後も痛ましい事件は無くなって

はいません。 2016 年に津久井やまゆり園で起きた障害者殺傷事件では 19 人もの命が奪わ

れました。 

 「社会を明るくする運動」強調月間である 7 月の定例会では、特に「障がい児者への性暴力」

をテーマにしました。被害も加害も生まないために、社会的な孤立を防ぐための地域づくりを、

地域の皆さんと一緒に考えます。 

 障がい児者への性暴力に関するアドボカシー事業として、2018 年に NPO 法人しあわせな

みだが行った調査では、32名中23名が何らかの性暴力を経験していることが分かりました。

背景には障がい児者をめぐる社会的な孤立があり、これが性暴力に遭うリスクを高めていると

のことです。アンケート調査ならびにグループインタビュー調査から見えた性暴力の現状と、そ

の現状を変革するための政策提言などについて、社会福祉士でもある中野宏美氏にご報告い

ただきます。 

日時 7 月１8 日（木）午後７時～午後８時 45 分 （午後 6 時 30 分開場） 

会場 大田区立障がい者総合サポートセンター さぽーとぴあ 5 階 多目的室 

テーマ 「障がい児者への性暴力から見えてくるもの 

〜ソーシャルワーカーによるアドボカシー実践報告〜」 

講師 中野 宏美 氏  

（特定非営利活動法人 しあわせなみだ 理事長） 

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  

申込 申込不要です。直接会場にお越しください。 

共催 おおた社会福祉士会 おおたTSネット  

※定例会の後、有志により懇親会を開催します。 

 

 

 

 

7 月〜9 月定例会のお知らせ 

 
 7月拡大定例会「障がい児者への性暴力から見えてくるもの 

〜ソーシャルワーカーによるアドボカシー実践報告〜」 
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ご質問は事務局宛

にメール・FAX で 

お願いします！ 

 

 

 

 

 「障害年金をどうしてもらえなかったのだろう？」と質問を受けたり、「基準が厳しくなってき

て、障害年金の書類を出しても打ち切られた」と相談を受けたりすることがあります。 

 そこで今回の定例会では、障害年金について”よくある””わかりやすい”事例を通して、「障害

年金をもらうためには、どのような要件を満たし、どのような手続きをしなければならないか」

について具体的にお話いたします。 

 また、事前質問の内容を取り入れた事例を新たに作成したいと考えておりますので、ぜひ事

前質問をお寄せいただきたいと思います。なお、精神疾患や知的障害の場合には、広く生活環

境（生活状況、就労状況）まで含めて事例を検討する必要がありますので、その点をご留意いた

だきご質問をお寄せください。 

日時 8 月 21 日（水）午後７時～午後８時３０分 （午後 6 時 30 分開場） 

会場 大田区消費者生活センター2 階 大集会室 

テーマ 「プロがわかりやすく解説！ 障害年金 Ｑ＆Ａ」 

講師 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） 

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  

定員 100名 （先着順）  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月定例会「プロがわかりやすく解説！ 障害年金 Ｑ＆Ａ」 

事前質問 

受付中! 
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 TransitYard（シェアハウス）で常時ホームヘルプを利用して、一人暮らしをする重度知的障

害のある青年=げんちゃん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の２部構成です。 トークでは、知的障害のある人の自立生活

に関わる NPO 法人風雷社中理事長の中村和利氏に「なぜ、自立生活なのか？」を分かりやす

くご解説いただきます。 

 

日時 9 月 18 日（水）午後７時～午後 9 時 （午後 6 時 30 分開場） 

会場 大田区消費者生活センター2 階 大集会室 

テーマ 「［Film＆Talk イベント］ 重度知的障害者の自立生活  

TransitYard げんちゃんの記録」 

講師 中村 和利 氏 （NPO 法人 風雷社中 理事長）他 

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  

定員 100名 （先着順）  

情報保障 UDトーク 

申込 申込不要です。直接会場にお越しください。 

後援 大田区、社会福祉法人 大田区社会福祉協議会 

協力 NPO法人 風雷社中、 

    バリアフリー社会人サークルColors、 

    げんちゃんの一人暮らしログ実行委員会 

 

※定例会の後、有志により懇親会を開催します。 

 

 

 

 

 

  

編集後記  7 月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。おおた社会福祉士会は、社会を

明るくする運動"大田区推進委員会の加盟団体です。今年度は、7 月 18 日（木）におおた TS ネ

ットとの共催で地域集会を開催いたします。また、７月 20 日（土）、大田区民ホールアプリコ・大

ホールで開催される「第 69 回”社会を明るくする運動”大田区民のつどい」（入場無料）では、

他の構成団体と並んで壇上で紹介されます。是非会場に遊びに来てください。（いこま） 

 

9月拡大定例会「［Film＆Talkイベント］ 重度知的障害者の自立生活 

TransitYard げんちゃんの記録」 

」 
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