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                                  おおた社会福祉士会 幹事  吉田 悠吾 

 

 東京都下初の地区会として発足したおおた地区会ですが本年をもちまして 25 周年を迎えること

ができました。25 周年を記念致しまして下記研修を熱海で行います。研修後、ホテルにて懇親会

を予定しております。宿泊と日帰り選択できますので皆様是非ご参加ください。 

 

自分が「大切にしている生き方」に気づく対話カフェ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クライアントへの支援ばかりで、自分の気持ちに気づくきっかけはありますか？ 

 スイスの社会学者が始めた「death cafe(デス・カフェ)」という対話カフェがあります。 

 死生のことについて、コーヒーとケーキとともに自由に語り合う、安心安全の場です。 

 近年、このデス・カフェ開催が日本各地で広がっています。 

 今回は、終末期においてそばにいてほしい支援者、過ごし方、医療の選択肢などが書かれた「もし

もの時の話し合いのためのカードゲーム」で遊びながら、自分の終末期の医療や暮らし方を考えて

いきます。 

 ポーカーのように必要な手を選んでいくと「自分が何を大切に生きているか」が浮かび上がって

きます。 

 自分の「気持ち」も、クライアントの「気持ち」も、大切にするソーシャルワーカーに、あなたもなって

みませんか。 

おおた社会福祉士会 25 周年記念研修旅行 in 熱海 
「自分が『大切にしている生き方』に気づく対話カフェ」 
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日時 2019 年 12 月 7 日（土）16 時 ホテルロビー集合 

場所 熱海ニューフジヤホテル内 

   ［住所］ 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町 1-16 

   ［交通］ JR 熱海駅より徒歩 15 分 

   その他交通手段がございますので、QR コードあるいは、下記リンク先よりご覧ください。 

   バス等ご利用の場合は各自お申し込みをお願い致します。 

   https://www.itoenhotel.com/atami_newfujiyahotel/access/ 

講師 伊藤 元美 氏 

   （任意団体ブエナ・ビスタ・ソシアル・オフィス主宰、曹洞宗寺族、静岡県社会福祉士会会員） 

料金 日帰り（入浴・夕食込み） 1万円（税込）／宿泊（入浴・夕食・朝食込み） 1万 3千円（税込） 

・料金は当日ロビーにて担当者へお支払いをお願い致します。 

定員（目安） 日帰り 10名／宿泊 15名 

・事前に女性用 1室、男性用 2室（計 15名分）を確保しております。定員を超える参加申し込みが

あった場合には、ホテル側で対応可能（部屋の空き状況など）であれば受け付けいたします。ただ

し、お断りする場合もありますので、ご了承ください。 

対象 会員の皆様だけでなく、福祉に関わる専門職の方や、テーマに関心のある方。 

申込・問い合わせ 担当者：吉田 悠吾 

以下、メールアドレスか電話にて、11 月 15 日までに事前申し込みをお願い致します。 

 メール：yugo1979.1031@gmail.com 

 電話：090-2117-9783 

キャンセルについて 

 申込者の方で 11 月 29 日以降にキャンセルされる方はキャンセル料が発生します。 

 ご理解のほど宜しくお願い致します。 
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                                    NPO 法人しあわせなみだ 中野 宏美 

 

 ＮＰＯ法人しあわせなみだ理事長中野宏美です。私たちは、性暴力撲滅に向けた啓発活動を手掛

けています。7 月の拡大定例会で、「ソーシャルワーカーによるアドボカシー実践報告～障がい者へ

の性暴力から見えてくるもの～」について、お話する機会をいただきました。 

 私が「障がい児者への性暴力」に取り組むきっかけは、「性暴力を経験した方の中に、明らかに障

がいのある方の割合が高い」という気づきでした。2018 年に実施した、発達障害当事者団体を対

象とした調査（※１）では、回答者 32名中23名が、何らかの性暴力を経験していることが、明らか

になりました。国会議員等への働きかけの結果、与党性暴力議連内における障がい児者プロジェク

トの発足、野党参院選マニュフェストへの反映、法務省ワーキングチームにおける検討等の成果を上

げることができました。最終的には刑法に「障がいに乗じた性犯罪」が新設されることを目指し、活

動を続けています。 

 これまで障がい児者の分野では、障がい当事者自身やその家族が声をあげ、運動をしてきたこと

により、様々な権利を獲得してきました。障害者権利条約における「“Nothing About Us 

Without Us”（私たちのことを，私たち抜きに決めないで）」というスローガンは、この社会で当た

り前の権利を享受するために、どれだけの努力と困難があったのかを物語っています。 

（次ページに続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月拡大定例会報告 

「ソーシャルアクションこそがソーシャルワークの本質 
～障がい者への性暴力から見えてくるもの～ 

」 
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 一方で私たちソーシャルワーカーは、当事者らが声を上げることを「待っている」だけでよいので

しょうか。 

 しあわせなみだが活動する性暴力の分野でも、「性暴力被害当事者が社会に向けて声をあげるこ

とが大事」と言われます。しかし、芸能人による性犯罪事件等で、被害者に対し、「有名になりたかっ

ただけでは」「ハニートラップだ」「相手を活動休止にさせるなんてひどい」といったバッシングが起

こることからもわかるように、性暴力被害当事者であることの告白は、大きなリスクを伴います。ま

た、他の犯罪、例えば傷害や強盗に巻き込まれた人たちが、「声をあげろ」と言われることはありま

せん。 

 「当事者に声を上げてほしい」という「期待」の背景には、「所詮他人事である」、そして「物珍しさ」

や「興味本位」といった気持ちが隠されているような気がしてならないのです。 

 障がい児者への性暴力は、「障がい」による相談のしづらさに加え、「性暴力」が抱えるスティグマ

により、なかなか顕在化してきませんでした。でも障がい児者の現場で働く人は言います。「障がい

児者の性被害、多いですよね。」ならばどうして、これまで誰もこの課題を、本気で解決しようとして

こなかったのでしょうか（解決しようとした人は、いるかもしれません。しかし国がいまだに実態を

把握していないことからも、その取り組みが、ごくわずかにすぎなかったことは明らかです）。 

 私は障がい当事者でもなく、その家族でもありません。しかし、障がい児者への性暴力という、見

えなくされ、隠されてきた社会課題に対し、法制度の整備が必要だと考え、行動しています。それは

私が、ソーシャルワーカーだからです。 

 ソーシャルアクションこそが、ソーシャルワークの本質です。社会福祉士だからこそ、そして、社会

福祉士会という職能団体だからこそ、この社会をもっとよくするために、できることがたくさんあ

ると、私は信じています。 

 

※1 http://disabled.shiawasenamida.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

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。 

 

 

 

 

 性暴力が「本人が望まなかった性的なできごと」。レイプやセクシャルハラスメント、人身売買、ポル

ノ、痴漢、ストーカー等も含まれることを新たに認識できた。 

 性暴力を警察に相談したのは 3.7％なので、年間 3 万件と推測される。 

 児相における性的虐待の相談は 1,537 件ある。 

 障がい児者への性暴力の実態はわからないことは驚いた。 

 Necco の調査で対象者 32 人の内 23 人の人が何らかの性暴力を経験していた。 

 海外のインタビューでは、障がいがあると性暴力にあう割合は 3 倍になる。 

 障がいのある人は自己肯定感が低く、自分に自信がもてない人も多い。 

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

 障害児者へのストーカーと性暴力の関連の数字も知りたいと思いました。 

 ぜひ、ストーカーについても力を入れて伝えて欲しい。 

 （どう介入するとかの）支援を日頃から行うように働きかけて欲しい。 

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

 これまで知ることが出来なかった、また知ろうとしていなかった分野について実態を聞くことが出

来て良かった。 

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

 障がい児者に対する性暴力の多さにあらためて認識させられました。 

 ソーシャルワーカーとして、 

  「気づき」 

  「エンパワメント」 

  「ソーシャルアクション」 

 を忘れずに活動していきたい。 

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

 大変勉強になりました! 

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

 本日はありがとうございました。 

 重心施設で Ns をしています。 

 知ってはいたけど、文字化、可視化してもらい、わかりやすく理解できました。 

 うちの施設は同性介助がほぼできており、1 人で男性介助に入ることがなく、これがもっと広まって

ほしいと思っています。 

 私ができること、一般の友人も 9 割の中なので、まずは SNS で広めてみようと思っています。 

 おつかれ様でした。遠くから来た甲斐がありました！ 

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

 熱意を持って取り組まれているご様子がよーーーく伝わってきました。 

が、 

現代社会で皆へ”啓発”していく為には。「障害者」をくくらない方法を考えていきたいなと思いまし

た。 

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

 第 2弾として、日本の現状などを含め、又、障がい児者への性暴力について実施してほしいと思い

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。 

 

 

 

 

 

 日頃聞けない（タブー？）内容でしたので、とても参考になりました。 

 性暴力も含む虐待は、している本人は無意識な人（職員）が多いと思う時があり、私自身もモヤモヤ

してしまうことがあります。 

 ちゃんと「No!」と言える人になりたいですし、支援者として、そして１人の人として、対象者と歩いて

いけたらと思いました。 

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

 職場の職員目線のお話が、とても参考になりました。 

 また、具体的な数字を提示されたことが、やはりとてもインパクトがありました!! 

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

 孤立、孤立の中、被害の声をあげるのは怖ろしいことと思います。 

 私達がそれをサポート、支持していくことが重要です、と思います。 

 まずは、それが被害であること、そして声をあげたら、最後まで見捨てないないことが大切ですね。 

 人を助けるというのは甘くないと思っています。 

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

 施設等で介助者による性暴力があるということは、報道などで知っていたが、その原因や構造を知

ることができてよかった。 

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

 断片的にしか聞いたことのなかった話題を集中して聞くことができてよかったです。 

 見えていなかったものが見えるようにお話してくださった感があります。 

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

 話しには聞いていても、実数等、具体的に聞くことは無かったので、よりリアルに伝わってきました。 

 障害者への性暴力の話しを聞くことが出来て良かったです。 

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

 障害者に対する性暴力の顕在化について知る機会になった。 

 健常者との違い、特性について「孤独」「孤立」に気付いて支援していく大切さに気付かされた。 

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

 障がいのある人への性暴力が多い理由がわかり、権力、立場を利用したものについては、許しがた

いものだと感じた。 

 潜在化している問題を明らかにしていくために、自らももっと勉強しなくてはいけないと思った。 

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

 お話聞かせて頂き、ありがとうございました。 

 日頃、障がいをお持ちの方と関わることが多く、過去に性被害にあわれ、今も苦しまれている方が

たくさんおられます。 

 法律の整備はもちろん、日常の中で出来ることを考えつづけていきたいと思います。 

 今日はメンテナンスしてから寝ようと思います。 

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

 障がいのことにはあまり詳しくないので、勉強になりました。ありがとうございました。 

 障がい児者の孤独と孤立…。障害にかかわらず、弱者が暴力に合う、何かに依存してしまう…。 

根底にあるものは、共通点があるように思いました。もっと知識を深めたいです。 

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



 8 

 

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。 

 

 

 

 

 

 “性暴力”の概念、簿上欲が起こる理由、人権への配慮の視点など、多くの学びがありました。 

 また、被告が潜在化してしまっている現状をあらためて知り、病状悪化が経済的困窮の背景とし

て、普段の支援と密接に関わってくる問題と感じました。職場でも周知していきたいと思います 

 本日はありがとうございました。 

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

 ありがとう。 

 ゲームの中の性暴力にどう立ち向かいましょう。 

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

 障がいと性被害の関係にはとても関心がありました。とても為になりました。 

 大田区すごいですね。 

 なかなか刺激的な講座が沢山あり、又、参加したいです。 

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

 障がい福祉の領域でも、性暴力、性犯罪の領域でもない立場での参加でしたが、障がい児者の性

被害がそれ以外の 3 倍にものぼるという報告には、いままで知らなかったことに気づけました。 

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

・性暴力を受けた割合が、4.9％もあるのに警察に届けた割合が 3.7％しかないこと。97％は潜在化

されているという実態を知り驚きました。 

・障害があることで性犯罪（売春）に遭うことが多いこと（その理由として、自分のことを見てくれる。

好いてくれるから）は、これまで研修等で学んできましたが、介助してもらう場面でも、そういう性暴

力が起こりうることを初めて知り、同じ支援者として考えさせられました。 

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

 想像以上に性暴力が顕在していることにショックを受けた。それでも、もしも自分が被害に遭ってし

まったらと想像したら絶対に許せないし、許さない覚悟を持ち続けたい。 

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

 障害児者が性暴力に遭うリスクは、一般の 3 倍と聞いて驚きました。 

 「暴力」と言うだけあって、やはり立場の弱い人がターゲットになる。許してはいけない現実だと思

います。出来ることから変革のためのアクションに私も参加します。 

 ありがとうございました。 

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

 とても考えさせられる内容でした。 

 身近に障がいのある人が沢山いる環境で生活していますが、彼らの孤独、孤立を少しでも和らげ

て、自己肯定感がUPできるように接していきたいと思いました。 

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

 障がい児者への性暴力について、ソーシャルワーカーが…と話されていたことが強調されていて、

少し不快になりました。 

 ソーシャルワーカーの資格があっても全て任せられるかは違うと思います。この職に適しているか、

まず毎年の研修等に出向いたりして資格の更新も必要かと思います。実際にソーシャルワーカーが

犯罪者ということもあるのですから。 

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

 

 

 

 

 

 性暴力という話ですが、別の話しにもつながると思います。 

 どうしたら支援者に当事者の話しを「本当の平等」の中で話す事が出来るでしょう…。 

 支援者は自分が不平等になっている訳がないという固定観念の中にいる人が多いと思います。 

 どうしたら気づくように話すことが出来るでしょう？ 

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

・対人援助場面における支援・介入については、当事者性を十分に考えないと侵襲的になってしまう

とあらためて考えさせられた。 

・対人援助職が諦めてしまうこと自体が、当事者の力を奪うことになると感じた。 

→職員の目撃証言のケースは、組織を守ろうとしていれば、違う結果になってしまったと思われる。 

一方では、証言しづらさもあると思うので、証言した人も職を奪われないようなシステムづくりが必

要と思われる。 

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

 これだけ男女平等と言われ続けているのに、明らかにされることの悲しさ。 

 また、それを声に上げられない現状。 

 これからも一般ピープルに広く発信してください。 

 知らぬが佛ではなく、知らぬは鬼（←日本は調査をしていない。） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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幹事・特定社会保険労務士 水越 幸彦 

 

 8月 21 日は多くの方に出席いただきありがとうございます。 

 当日は、初診日（初めてお医者さんにかかった日）、保険料納付要件、障害状態要件の 3 つが揃わ

ないと原則として障害年金を受給できないとの話をさせていただきました。 

 初診日に、国民年金、厚生年金保険に加入していないと年金をもらうことはできないこと、その時

に加入していた年金が厚生年金の場合は障害厚生年金、国民年金（同時加入しているため）がもら

え金額も多くなり、国民年金だけの場合は金額も少なくなります。 

 保険料納付要件は、６５歳までの障害は、原則、保険に加入期間の３分の２または直前の保険料加

入期間１年間未納期間がなければいい、６５歳超の場合は、上記の３分の２要件のみになります。 

 また、障害状態要件は、初診日から１年６か月経過した日（障害認定日）に障害の状態に該当する

ことが必要になります。 

 では、自分の場合にもらえるかといったことがとても難しい場合が多いのです。障害の状態は医

師の診断書によります。そして、疾病や障害状態になり、会社に通勤できなくなり会社をやめた後

に医者に行ったという方が多くいらっしゃり初診日要件に該当しないという方が案外多いのに愕

然とします。 

 実際には、保険料の納付要件を見ながら初診日を探すケースもあります。 

 私は、障害年金の相談を受けていて、多くの人に受給してほしいと思います。 

 できるだけ多くの人に制度を知ってもらい今以上に多くの人の受給に結びつくように支援者とし

て活動できたらいいなと思う毎日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月定例会報告「プロがわかりやすく解説！障害年金 Ｑ＆Ａ」 

〜8 月定例会の講師として〜 
1 
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    日本女子大学人間社会学部社会福祉学科 4 年・社会福祉士中村事務所実習生 村形 百萌 

 

 8月定例会は、特定社会保険労務士・元年金事務所職員という経歴をお持ちの水越幸彦氏が講

師でした。座席はほとんど埋まり満席に近い状態だったことからも、参加者の「障害年金」への関心

度の高さを窺うことができました。 

 この日の定例会では、障害年金に関してよくある質問を踏まえ、「どのような条件を満たし、どの

ような手続きをしなければならないのか」という障害年金で誤解しやすい部分について、事例を紹

介しつつ解説していただきました。 

 障害年金の相談で最も多い誤解は、障害が認められればすぐにもらえると勘違いしていることだ

そうです。障害年金は、要件を満たしたら初診日から 1 年 6 か月以降に支給されます。その 3 つ

の要件である、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件のそれぞれについて、特に重要なポイ

ントをプロの視点から分かりやすくご解説いただきました。 

 定例会の配布資料も大変充実していて、補足資料集まで用意されていました。そのため、障害認

定に当たっての細かい基準についても、資料に目を通せば確認できるものになっていました。 

 講演後に、参加者からの個別質問に丁寧に答えられていたのが印象的でした。社会福祉士を志す

者として知識がまだまだ未熟でありながら、このような勉強会に参加できる機会をいただけて感

謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月定例会報告「プロがわかりやすく解説！障害年金 Ｑ＆Ａ」 
〜8 月定例会に参加して〜 2 
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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。 

 

 

 

 

 

 とても参考になった。 

 ありがとうございました。 

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

 大変勉強になりました。内容があり、1時間半では不足。2〜3回に分けて、ゆっくりお話を聞きた

かったです。 

 ありがとうございました。 

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

 資格取得時や病院勤務時代に苦労したとことを思い出しました。 

 改めて勉強が出来、また分かりやすく説明して頂き、とても有意義でした。 

 ありがとうございました。 

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

 初めて具体的に聞いたお話で貴重でした。 

 ありがとうございました。 

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

 なかなか難しかったですが、いただいている資料読みこみます。 

 「20歳になったら、どんな受給がもらえるの？」と、利用者から聞かれることも多く、今度は具体例

と共に具体的金額等も教えて欲しいです。 

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

 年金申請の際に注意すべき点など、とても解りやすかったです。質疑応答の時間を多く取ったり、複

数回開催していただけると尚良いと思います。 

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

 障害年金は１年 6 ヶ月しないと出ないこと。しかし、透析など特別な障害は例外など初めて知りま

した。 

 また、１ヶ月でも年金に加入していれば大丈夫など、複雑な仕組みだと改めて思いました。 

 もし自分や関係者が必要な時は社労士さんに相談したいと思いました。 

 理念法ではないので根拠がわかりづらいのも理解を困難にしていると思いました。 

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

 昨年、年金制度の講演会がありました。しかし、年金は幅広く興味深い…。１度では理解しきれな

い！とリクエストして叶ったのが今日の講演会。 

 やっぱり中々難しいですね。障害の年金の考え方と、手帳の考え方に違い違いがあり混乱します。 

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

 福祉職でもなく、老齢年金と違い、障害年金の話は初めて聞くことばかりでしたが、大変勉強にな

りました。 

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

 全部聞きたかったです。 

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

 障害年金全くわかっていなかったので、勉強になりました。 

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

 くわしくお聞きできて大変よかったです。 

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

 

 

 

 

 

 初参加です。 

 区民ではありませんが、他区で介護保険のケアマネジャーをしております。 

 とても参考になりました。また参加させてください。 

 社会福祉士としての活動もぜひしたいと思います。 

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

 障害年金の講習はあまりないので、良い機会がもてたと思う。 

 精神の障害認定など、ガイダンスではわかりにくい場合が多いので、介護認定員の様に実際の状

況をみて判定して頂きたいと思います。 

 ちょっと部屋が暑かった。 

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

 障害年金とても難しかったが、初診日要件の重要性がよく分かって良かったです。 

ありがとうございました。 

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

 細かい部分がわかりづらかったので、資料を読み返したいと思います。 

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

 障害年金について学ぶ機会がなかなかないので、とても参考になりました。 

 知的障害のある方の事例があると、嬉しかったです。 

 ありがとうございました。 

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

 わかりやすく話して頂きました。 

 資料もあまり目にするものではないので、今後の支援上、ぜひ参考にしたいと思います。 

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

 お話はもちろん、テーマについて詳細な資料をご用意いただき大変ためになりました。 

 ありがとうございました。 

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

 水越先生、おおた社会福祉士会事務局さま 

 本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。 

 初診日要件の難しい病気を患っております。この辺きっと悩むのだろうと考えさせられました。 

 ありがとうございます。 

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

 非常に難しい内容でした。 

 時間をかけ具体的事例で年金額算出も含めたご説明をいただければ。分かり易くなると思います。 

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

 障害年金について振り返りができました。 

 ありがとうございました。 

 虎の巻みたいなものがあれば、教えていただけると嬉しいです。 

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

 もう少し各項目をじっくり時間をかけてお話を聴けたら良かったです。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。 

 

 

 

 

 

時間が足りなかったので仕方がありませんが、具体例があった方がイメージが付きやすかったと思い

ます。 

 障害基礎年金であれば、区役所の国民年金課でも申請が可能であることも説明が欲しかったで

す。 

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

 大変勉強になりました。 

 知的、身体、精神に分けて、具体例で、障害年金について話して頂けたら幸いです。 

 また、冒頭、述べられていた障害年金と老齢の話しに関心があります。 

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

 貴重なお話を聞くことできて、良かったです。 

 ありがとうございました。 

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

 障害年金について学習できました。 

 具体的事例、特殊な事例を挙げてご案内いただければと思いました。 

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

 昨年に続き、年金の説明をわかりやすく行っていただき、有益でした。 

（今後も定期的にお願いしたいです。） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 会員  吉田 富雄 

 

 「TransitYard げんちゃんの記録」は、げんちゃん（男性・当時 21歳）が親元を離れて、シェアハ

ウスで公的介護支援を活用しながら暮らした 3 年間のドキュメンタリーです。 

 げんちゃんは、重度の知的障害を持ち、身体を揺らしたり、大きな声を出したりする行動障害もあ

りますが、ゲストスピーカーの中村和利さんによると、自立生活を始めてから自分でできることが

増え、行動範囲も広がったそうです。げんちゃんのお母さんによると、「ありがとう」「おはようござ

います」など話せる言葉が増え、皿洗いなど簡単な家事もするようになったそうです。 

 シェアハウスは（東急池上線蓮沼駅近くになる 3階建ての古い家屋）は、老朽化のために取り壊さ

れてしまいましたが、げんちゃんは大田区内の別の住居で現在も１人暮らしを続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月拡大定例会報告 

「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」 

 

1 
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  日本女子大学人間社会学部社会福祉学科 4 年・社会福祉士中村事務所実習生 村形 百萌 

 

 ９月定例会は、中村和利氏（NPO

法人風雷社中理事長）を講師にお招

きしました。Film&Talkイベントと

して重度知的障害者の自立生活を

テーマに、前半は『TransitYard

げんちゃんの記録』の映画鑑賞、後

半は大田区議会議員でケアマネジャ

ーでもある伊佐治剛氏を招いて、中

村氏と対談していただきました。 

 映画は、げんちゃんのひとり暮ら

しとそれをサポートする人たちとの

かかわりをもとに作成されたドキュ

メンタリー作品です。げんちゃんは、

1階がイベントスペース「Transit 

Cafe Colors」となっている、2階

3階のシェアハウス「TransitYard」で暮らしており、ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス、相談支

援などを使いながら、実家を出て自立生活を送る日常の様子が記録されています。 

重度知的障害者の意思決定支援やコミュニティをどう広げていくかなど、「自立生活とはなにか？」

について深く考えさせられる作品でした。また、ファミリーグループカンファレンス（FGO）が、重度

知的障害者のモデルとしてはじめて実施されて、その目的は、重度知的障害者が自立生活する上で

事業所ベースではなくパーソナルな関係の豊かさが必要とされるからだ、と中村氏は仰っていまし

た。映画から、げんちゃんは環境によって変化することが分かり、げんちゃんのご家族も「出来るこ

とが増えた」「（ひとり暮らしについて）ヘルパーさんを信頼しているから何も心配していない」と仰

っていて、自立生活に大きな期待をされていることが感じ取れました。 

 映画上映終了後、中村氏と伊佐治氏には白熱した対談をしていただきました。重度知的障害者の

自立生活は少数で、地方施設への入所や家族と同居している人が大多数であること、また障害者

の自立支援に充てられている補助金、国の支出や財源について「国が（お金を）かけるべきものとし

て捉えるべきだ！」との鋭い意見交換などが行われました。対談の中で印象的な言葉がいくつかあ

りました。1 つ目は、「自立」は最初に提案すべき選択肢であること、2 つ目は、目先のケースに対応

することは大事だが、啓発活動にどれだけ労力をかけられるかが重要であること、3 つ目は、当事

者だけの話し合いではなくもっと行政と積極的に関わっていくこと、この 3 つを挙げさせていただ

きます。 

 重度知的障害者の自立生活を地域全体でサポートしていくためには、「TransitYard」のような

誰でも集まれる居場所など、生活していく地域の環境が整っていること、支援サービスが充実して

いることなど、自治体によって差があることが現状です。自立生活者が増えていくためには、家族

も含めた地域住民の意識の変化が求められ、ヘルパー人材不足などの問題を解消し、サービスを充

足していくことが求められるでしょう。いかに地域全体を巻き込んでコミュニティや人間関係をコー

ディネートしていくかが社会福祉士に求められる役割であると感じました。 

9 月拡大定例会報告 

「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」 

 

2 
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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。 

 

 

 

 

 中村さん、石川さんと知人で、外部からの参加です。（元障害福祉支援員ですが） 

 上映を見たくて来ましたが（記録の 1・2 は見ていましたが）、「げんちゃん」の時間の経過による、本

人、周囲の変化（物理的・認識的共に）を確認でき、又、中村さん、伊佐治さんの対談により「自立」と

いうことに関する意識や認識をまた新たにすることができ、色々と刺さる言葉がありました（特に中

村さんのお言葉）。 

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

 本日は興味深い企画を有難うございました。 

 「FGC」素晴らしい取り組みをされておられますね。 

 私にも難病で重度知的障害の娘がおります。 

 この取り組みを早速提案してみたいと思いました。 

 私自身もパーソナルな人間関係が人生を豊かにしていくと思い、地域で娘の存在を知る人を増や

す活動をいつも念頭にヘルパーさんも巻き込んで社会資源を上手に使いながらの組み立てを思案

し続けております。 

 対人援助技術…政治とのつながり、全く同感です！もっと議員を上手に使っていくべきですよ！ 

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

 ヘルパーが 24時間支援できるようになると、施設に入らない自立した生活ができると思います

が、ケースバイケースではありますが、どうしたら財源が確保できるかをとりあえず考えてみることか

ら始めていければと思います。 

 色々と勉強になりました。ありがとうございます。 

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

 支援員がヘルパーとして支える、親として支える、ということをどれだけ支援員や親が客観視でき

るか、を考えました。 

 今回の上映のそれぞれの方のお話が文字化されて欲しい。 

 居酒屋のシーン、たまたま相席となった、そのシーンがめちゃくちゃ大事だった。 

 新しい体験で本人が選択肢を増やしていくのと、顔が知れていけば、それだけ世界が広がっていく

ので、どんどん街歩きをして、飲み屋に行って欲しい。 

 支援者は、とにかく信じることだと思う。 

 今日はめちゃくちゃ参加してよかったです。 

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

 よい記録映画です。 

 平等は Evenじゃなく、その人の欲求や Needs を充たすことーデコボコでいいは正しいです。 

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

 げんちゃんの記録を初めてみた。 

 いろいろ考えさせる濃い内容だった。 

 いろんなメッセージが詰まっていた。 

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

・「自立生活」を選択肢の 1 つとして、ではなく、まず初めに提案することが大切だという言葉が印象

に残りました。 

・「ヘルパーの限界と、人としてのつながり」 

 難しい点ですね。ありがとうございました。 

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



 18 

 

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。 

 

 

 

 

 放課後デイサービスで児童支援員をしています。 

 小〜中学生の子どもたちと接する中で、本人の意志決定支援について迷うことが多々あります。 

 子どもたちの将来を自立生活について考えさせられました。 

 経済的、政策的なからみについても考えさせられました。 

 企画ありがとうございました。 

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

 げんちゃんはステキな支援者の方々＆事業者さんに恵まれていますね!! 

 その土台があるからこその Personal。 

 もっともっと多くの障害者に広がってくれる事を願います。これからも楽しみにしています。 

 

 我が子がいつか誰も知らない地方で 1 人生きていかなくてはならないのか…。ずっと抱え続ける

不安です。 

 地域で、みなさんのお力をお借りして暮らしていける道が数多くできていくといいです!! 

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

 疑問に思っている点は多々ありましたが、今日の会の中ではなかなか分かりづらい部分もあり、も

っと自分自身が学ばなくてはならないと実感。 

 げんちゃんのような自立の姿は、現実的には難しいと思われます。誰でもできるというものではな

さそうですね。 

・げんちゃんの生活を獲得するまでの経緯も知りたかったです。 

・支援者の公私（？）の問題等も…まだ不明です。 

 けれど、何にせよ障害者を支えていく運動の大切さと協力（といってよいか）は続けます。 

 ありがとうございます。 

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

 ありがとうございました。 

・ＦＧＣのことを知ることができて良かった。 

・映像の中で妹さんが”何かあれば助けてくれる人がいる”というようなことを語っていたが、当事者

の家族以外で、地域の中の多くの人が周りにいて関わっているということにより、安心感が持てるっ

ていうことが、いいなぁと思った。 

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

 入所施設の職員です。 

 地域で生活することを実現するにはご両親や保護者の方の理解がなかなか得られず苦労していま

すが、自分がご両親のせいにしているだけだったかもしれないと気づかされました。 

 「支援者がまず変わらなければならない」ということを常に意識したいと思います。 

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

 ビデオ上映だけではなく、トーク対談があり、ぶっちゃけた話しが聞けて良かったです。 

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

 FGCは今も機能していますか？ 

 どういう結果が得られましたか？ 

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

 

 

 

 

 親としてはやはり社会にあずけるということが不安でなりません。 

 親の目が光らない所で重度自閉の困ったことばかりしでかす息子に愛のある支援がしてもらえる

のか。 

 結局、兄弟にはお鉢が回り兄弟の人生、結婚に影響があるのではないか。これが本音です。 

 障害のある 27 の息子がとても大切です。二度歩けないような苦労の連続でした。 

 今は比較的落ち着いて過ごせて幸せですが、将来のことはとても心配です。息子から離れて自由に

過ごしたいという気持ちもあります。本音です。 

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

 「自立生活」「自己決定支援」「居住支援」 

 漠然としていたものが、げんちゃんのログ映画と中村さん＆伊佐治さんのトークでどんなことか分

かってきました。 

 大変充実した 2時間でした。 

 ありがとうございました。 

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

 障がい者（特に知的）の自立が重要なことが良くわかりました。 

 一方、ケースワーカーとして、家族介護の中から自立生活をすすめるのは気持ち的に難しいとも思

います。 

 特に家族があまり気が進まない時、もし上手くいかなくて失敗したらとか、非難されたりすると考え

ると…。 

 難しい課題ですが、こうした社会風潮も変えていくことが必要なのだとも感じます。 

 乱筆失礼しました。 

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

・今日のような自立生活を支える実践を広げる為には子供の教育が重要だと思います。子供達の目

に入る所に自立生活の場があったり、障害者が町に居るのが当然な環境が必要だと思います。人は

誰でも高齢になるのは分かるので高齢福祉には比較的理解があると思います。自分の身にふりかか

らないと親身に考えられない日本国民は心が貧しいと思います。 

 まずは子供の教育から…と思っています。 

・重度訪問介護のヘルパーさんが本当に手配できないことを考えると、自立生活を支える為に必須

なのでは？と思っています。ヘルパー不足にどのようにアクションを起こしたら良いのか…と考えて

しまいます。（障害分野のヘルパーさんは特に少ないと感じます。時給が安いのが原因？） 

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

 はじめに提案する選択肢が、同時代の者と平等な、地域でのひとり暮らしであるべきとのお話。と

ても印象的。 

 出せない選択肢と思わずに、投げかけていきたいです。 

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

 7 月 2０日、"社会を明るくする運動"「大田区民のつどい」が大田区民ホール・アプリコにて開催さ

れ、おおた社会福祉士会からは平野副会長が出席いたしました。 

 ２０１７年より、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と

なっております。社会を明るくする運動とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人

たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築

こうとする全国的な運動です。社会を明るくする運動の強調月間である 7 月には毎年全国各地で

イベントが開催されます。"社会を明るくする運動"「大田区民のつどい」は、大田区内最大のイベント

です。 

 第１部は、区内３中学校（六郷中・志茂田中・南六郷中）の生徒さんによる意見発表。 

 第２部は、蒲田中学校の生徒さんによる「ダンス・吹奏楽」、東蒲田中学校による「吹奏楽」。 

その後、歌手・五島つばきさんが、社会を明るくする運動の応援ソング「ひまわりの譜」を唄い、更生

保護女性会のみなさんの踊り、さらには大田区公式 PR キャラクター「はねぴょん」も一緒に踊りの

輪に加わり、フィナーレに花を添えました。 

 「はねぴょん」にはおおた社会福祉士会"一日副会長"に就任していただいたようです!？（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第６９回”社会を明るくする運動”『大田区民のつどい』」報告 
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                                    おおた社会福祉士会 会長  生駒 友一 

 

 9 月 29 日(日)午前 10 時から午後 4 時まで、大田区産業プラザ

1 階ホールで、「おおた福祉フェス 2019」が開催されました。この

イベントは、大田区介護保険サービス団体連絡会・大田区が共催で

実施するもので、大田区内の福祉・介護事業の周知・啓発や、介護

の仕事に興味のある方や区民の方に介護サービスを知っていただ

くために開催しているイベントです。商店街などのゆるキャラ大集

合なども行われ、大人から子どもまで気軽に楽しむことができる内

容となっています。年々、工夫が凝らされた内容となってきている

ようで、今年が１番の集客があったようです。 

 毎年、おおた社会福祉士会も後援団体としては名を連ねてきまし

たが、今年初めてブース出展しました。ブースにはチラシやリーフレ

ットなどを並べ、来場者に社会福祉士や社会福祉士会の活動など

について直接お話できる場となりました。参加メンバーが手探りし

ながらの体験でしたが、来年に向けての課題なども見つけつつ、初

めての試みとしは大成功だったようです。 

 11 月 23 日に開催される「東京社会福祉士会実践研究大会 2019」では、ポスター展示で会の活

動紹介をする予定です。今後も同様のイベントに参加する機会がありますので、社会福祉士や、会

の活動紹介にご関心ある方は、ぜひ役員までお声かけください。一緒に活動していきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おおた福祉フェス 2019」報告〜初めてのブース出展〜 
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◆8月役員会の報告 

［日時：8月 7 日（水）18時半～21 時半 場所：羽田バル（西蒲田７―４１―８―2F）］ 

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 

→審査に通過し、１００,０００円の助成が決定。 

▼8月定例会について 

▼9 月拡大定例会について 

→8/１８（日）ゲストスピーカーの中村和利氏＆伊佐治剛氏と、生駒（司会）とで事前打ち合わせ。 

▼10 月拡大定例会について 

▼11 月定例会について 

▼２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」 

▼１月定例会の日程について 

→勝手ながら役員の都合により、１月１４日（火）に変更。 

▼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 104号（9 月号）について 

→7 月〜8月定例会報告、役員会からのお知らせ、10 月定例会～２５周年事業のお知らせ。 

▼「特定非営利活動法人自立支援センターみんなの家」見学会（８月９日（金）、19 時〜） 

→額田氏（みんなの家事務局／大田区保護司会）より情報提供。 

→参加：水越、中村、生駒、小澤、木村会員、井上会員 

▼おおた福祉フェス２０１９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。 

▼名義使用申請（後援） 

「障害者差別と解決策を共に考える講演会＆パネルディスカション」（主催：大田区障害者権利条例

を作る会） 日時：9 月 7 日（土）１３時〜１６時 池上会館 2階 第一会議室 

→承認。 

▼大田区聴覚障害者協会４５周年記念誌の広告協賛について 

→1１月１０日(日)大田区聴覚障害者協会４５周年記念式典・祝賀会にて記念誌を配布。 

→会としてではなく、会員有志（代表：生駒）として広告（本文１／４ページ、３,０００円）に協賛しまし

た。 

報告事項 

▼７月定例会報告（７月１８日（水）） 

→参加者：６８名、リアクションペーパー：３０件 

▼2０１９年度東京社会福祉士会第２回地区支援センター全体会議 

（８月２８日（水）１９時半〜２０時半、福祉財団ビル ７階大会議室） 

（１）新担当理事挨拶（２）実践研究大会２０１９について（１１月２３日開催） 

（３）助成金並びに個人情報の提供について（４）次期ブロック長選出 

（５）各地区会より報告、要望等 （６）その他 

→実践研究大会は、ポスター掲示（Ａ０サイズポスターにて地区会の活動紹介）にエントリー。 

→助成額１７２,８８３円（※申請額および申請上限額に同じ。） 

役員会からのお知らせ 
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※助成金規程により、前年度末の在籍会員数に応じて申請上限額は決まる。本会の在籍会員数（２

０１８年３月３１日）１９４名。 

→会員情報ＣＤ−Ｒ（東京社会福祉士会提供）は、８月上旬に事務局より届く。 

（管理担当者：８月上旬〜生駒→９月３日より大竹事務局長） 

→区部南ブロックのブロック長は、中央５区社会福祉士会。（区部南ブロックは輪番制。） 

→ねりま社会福祉士会より、自主的な取り組みとして「地区会運営マニュアル（仮称）」を作成する活

動を始めたいと各地区代表者に向けて提案があった。有志を募っていたため、私（生駒）も参加する

ことにした。 

→次回開催は、２０２０年２月予定 

▼くらし健康あんしんネットおおた第 3 回実行委委員会 

（７月２９日（月）19 時半〜、蒲田医師会館） 

→参加：生駒、欠席：吉田幹事 

［内容］ 

○テーマ 「人生の最期、何から決めていきますか？」に決定。 

○３部制で決定！ 

１部：元気シニアアドバイザー、２部：落語 ３部：大喜利  

○演者の選定 

○ポスターデザインの選定 

→第４回実行委委員会は、９月１９日（木）１9 時半～、蒲田医師会館で開催予定。 

▼会場確保の状況 

 

◆9 月役員会の報告 

［日時：9 月 3 日（火）19 時～20 時 場所：とんちゃん（東雪谷５-９−６）］ 

協議事項 

▼９月拡大定例会について 

→8/１８事前打ち合わせの報告。 

▼10 月拡大定例会について 

→チラシ内容が確定し、Facebook ページなどで広報活動をスタート。 

▼11 月定例会について 

▼２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」 

▼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 

→記事担当者決め、リレーエッセイはなし。 

▼おおた福祉フェス２０１９ブース出展について 

→９月３日に東京社会福祉士会より連絡があり、のぼりやビブスの貸し出し、各種リーフレットの提

供について許可が下りた。１１日に事務局（大塚）で受け取り。（担当：生駒） 

▼メーリングリストの引っ越し作業および新設について 

freeml（GMO 社）のメーリングリストサービス終了（１２月２日）に伴い、Google グループ

（Google 社）のメーリングリストサービスに引っ越し作業を行った。８月３１日にGoogleグループ

に現メンバーの登録作業（引っ越し）を行った。現段階では freeml のメーリングリストも削除して

おらず、freeml、Googleグループともに使用できる状態です。同日に、おおた社会福祉士会大田

区介護認定審査会チームのメーリングリストも新たに開設しました。 

→今後、役員メーリングリストも引っ越しする。（担当：生駒） 
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▼10 月役員会（役員会は原則毎月第１火曜日開催） 

 １０月４日（金）19 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） 

→1 日（火）は都合がつかない役員が多く、日程調整の結果 4 日（金）に変更した。 

報告事項 

▼８月定例会（８月２１日（水）） 

参加者：６８名 

リアクションペーパー：３２件 

反省点など 

・参加者が予想より大幅に増え、会場変更したことは良かった。 

・講師の水越幹事が定例会終了後に熱心に参加者の質問に回答してくれたこと（即席年金相談会）

は、大変喜ばれた。 

・資料印刷が当日消費者生活センターで行うことになり、配布もバタバタしてしまった。 

・1 階 mics 教室から２階大集会室に会場変更としたが、当日１階にスタッフを配置する時間が遅く

なり会場誘導がスムーズにいかなかった。 

 

◆10 月役員会の報告 

［日時：10 月 4 日（金）19 時～20 時 場所：micsおおた 相談交流室］ 

→消費者生活センターが生活展準備（イベント）で会場が使用できず、急遽、川福楼蒲田店にて会場

を変更して開催した。 

協議事項 

▼１０月定例会について 

▼１１月定例会の日程について 

▼２５周年事業「おおた社会福祉士会 大研修旅行 in 熱海」 

→会報１０４号にて詳細を掲載する。 

→チラシを作成し、会員に郵送する。チラシは事前にゲストスピーカーの伊藤氏にご確認いただく。 

▼１月定例会について 

→会場（第６集会室）の抽選予約は落選。第５集会室など別の会場を手配する。（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 

▼会報１０４号（９月号）について 

→９月中の発行ができなかったが、１０月初旬に発行する。 

▼「ＯＴＡふれあいフェスタ２０１９」のボランティア募集 

今年もスタンプラリーを担当する「ＮＥＸＰＯ ふれあいネットワーク（事務局・柳谷さん）」さんから、

おおた社会福祉士会メンバーにお手伝いのお願いがあった。 

［日程］１１月２日（土）・３日（日） 

［場所］水のエリア ボートレース平和島・ベイプラザ３Ｆ 

［ボランティア内容］ 

・スタンプラリー（中学生までの子どもが対象）のゴールで、景品を渡す。 

・ゴール付近での誘導。 

→秋山会員、水越幹事が参加の意向。メーリングリストで会員に周知。 

▼名義使用申請（後援） 

「小児性愛という病……それは、愛ではない」（主催：おおたＴＳネット） 
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日時：１２月７日（土）１８時〜２１時 さぽーとぴあ 

→承認。 

▼名義使用申請（後援） 

「社会モデルを学ぶ『心のバリアフリー』研修」 

（主催：ＤＥＴサポーター大田） 

日時：１１月４日（月・祝）１８時〜２０時  

会場：六郷集会室第一集会室 

→承認。 

▼１１月役員会（役員会は原則毎月第１火曜日開催） 

 １１月８日（金）19 時〜 

 大田区消費者生活センター１階micsおおた相談交流室 

→役員会での調整の結果、日程変更。 

報告事項 

▼くらし健康あんしんネットおおた第４回実行委委員会 

（９月１９日（木）19 時半～、蒲田医師会館） 

→参加：吉田幹事、欠席： 生駒 

→今年度、おおた社会福祉士会の役割分担は、記録担当（写真撮影＆ビデオ撮影）となった。 

▼後援イベント「障害者差別と解決策を共に考える講演会＆パネルディスカション」（主催：大田区障

害者権利条例を作る会） 日時：9 月 7 日（土）１３時〜１６時 池上会館 2階 第一会議室 

→イベントの様子を当日参加した生駒が報告。 

▼９月拡大定例会（９月１８日（水）） 

参加者：６４名、リアクションペーパー：２０件 

反省点など 

・スピーカー（生駒私物）のリモコンを忘れ、ＵＤトーク（情報保障）の精度が下がった可能性がある。 

▼おおた福祉フェス２０１９（９月２９日（日）１０時〜１６時、ＰｉＯ） 

→イベントの様子を当日参加した中村副会長、小澤会計、秋山会員、生駒が報告 

▼「再犯防止支援ガイドブック（仮称）」の作成に係る調査（東京都都民算前推進本部総合推進部） 

→各地区社会福祉士会へのアンケートがあり、回答しました。（担当：生駒） 

▼会場確保の状況 

▼来年度計画について 

大田区では、平成２１年度から平成３０年度を計画期間とした「おおた未来プラン 10 年」の検証・総

括を行い、令和３年度を始期とする新たな基本計画策定に向け、現在取り組みを進めている。 

→新たな基本計画策定に対してコミットする（主体的に関わる）内容構成の定例会を開催していく

のはどうだろうか？ 

→特に異論なく方向性について承認。 

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。 

第 8回くらし健康あんしんネットおおた

区民公開講座チラシ 
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 「ハウスオブジョイ」は、フィリピンのミンダナオ島にある日本

人が運営する児童養護施設です。フィリピン政府福祉局の連絡

を受け、親のいない暮らしや、虐待などに苦しむ子どもを保護

し、貧しさから抜け出せるように 18 歳まで育てています。

1997 年の設立から現在までに 200人以上の子どもが社会に

巣立っていきました。日本と違いフィリピンでは行政からの資

金援助がほとんどないのですが、ハウスオブジョイには日本か

ら驚くほど多くの支援が集まり事業の運営を支えています。 

 2016 年 11 月に開催した「ハウスオブジョイ流 楽しいお金の

集め方」以来、毎年恒例のイベントとなり今回が第 4 弾となりま

す。ハウスオブジョイ事務局長兼副院長の澤村氏から、ユニーク

で楽しいアイディアに満ちたお話を交えながらハウスオブジョイ

の取り組みをご報告いただきます。 

 地域のコミュニティ活動を企画運営するソーシャルワーカー必

聴です、お聞き逃しなく♪ 

 

日時 11 月１3 日（水）19 時～20 時 30 分 （18時 30 分開場） 

会場 大田区消費者生活センター2階 第 6 集会室 

テーマ フィリピンの児童養護施設「House of Joy（ハウスオブジョイ）」実践報告 

ゲストスピーカー 澤村 信哉 氏（ハウスオブジョイ事務局長兼副院長） 

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     定員 36名（先着順） 

申込 事前申込不要です。直接会場にお越しください。 

お問い合わせ  

お問い合わせは、おおた社会福祉士会事務局（生駒）までメール・FAXなどでお願いします。 

［メール］otachikukai@yahoo.co.jp 

［電話／FAX］03-3774-2955   

［携帯電話］090-2147-7073 

※収集した個人情報は本イベント事務手続きにのみ使用し、それ以外の目的に一切使用いたしません。 

◎定例会の後、有志により懇親会を開催します。 

 

  

11 月定例会のお知らせ 
 
 

編集後記  9 月中に発行を予定していた会報 104 号ですが、諸事情により発行が遅れてしまし

ました。申し訳ありません。25 周年記念研修旅行については、会員の皆さまに郵送でもご案内い

たします。ホテル側で対応可能であれば参加可能人数を増やす場合もあります。参加予定の方は、

ぜひお早めにご連絡ください。たくさんのご応募をお待ちしております。（生駒） 

 

フィリピンの児童養護施設 

「House of Joy（ハウスオブジョイ）」実践報告」 

 

大好評につき 

第 4 弾 ! 
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