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にぬふぁぶし
ね

No.248 子の方向の星（北極星）
沖福連 家族大会２０１７

精神保健福祉促進大会のご案内（開催要項）
公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会
【研修大会の趣旨】
２０１７年、沖福連では精神障がい当事者および家族、関係者を対象に、障がい
者福祉の将来をともに築き上げていくために精神保健福祉促進家族大会を開催し
ます。
当事者や家族が、ありのまま安心して暮らすことのできる地域作りのため、どの
ような制度や仕組みが必要か行政施策の充実を求めると共に、私たち自身が地域で
どのような役割を担っていけばいいのか、大会において研修を深めていきたいと考
えます。
今年は、これまでタブー視され蓋をされてきた「家族への暴力」に光を当て、そ
の背景と解決の道筋を一緒に考えるための研修会です。
障がい者の地域生活を社会全体で支えるシステムを、大会を通して訴えていきま
しょう。

【研修大会の開催日時、会場】
日 時 2017 年 9 月 30 日（土）13:30～16:30（受付 13:00～）
場 所 パシフィックホテル沖縄 2 階 098-868-5162
〒900-0036 那覇市西３丁目６番１号
参加費 無 料
式次第 開会挨拶（会長）、来賓あいさつ（県知事、那覇市長）
講 演 「家族への暴力というＳＯＳ」
蔭山正子（大阪大学准教授）、岡田久実子（埼玉もくせい会・家族会）
報 告 「さいたま市におけるアウトリーチ（訪問支援）」
吉澤美樹（さいたま市 ＡＣＴふぁん）
質疑応答、閉会挨拶
懇親会

同日 17:00～19:00 、場所：パシフィックホテル沖縄 2 階
（宿泊懇親会の飲食費は一律 5,500 円、ビール酒類は別途自己負担）
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てるしのワークセンター利用者のつぶやき
S．I．（てるしの 園芸班）
私は今年の一月からてるしのワークセンターの園芸班に入りました。園芸班に入
ろうと思ったきっかけは就職が目的な理由はもちろんのこと、生活環境を変えてみ
たいと思ったのがきっかけでもありました。園芸班に入る前の園芸班のイメージは
外で作業をするので、夏はとても暑くて自分にはできないだろうなと思っていまし
た。しかし冬から園芸班に入って、春から夏へと徐々に暑くなるにつれて暑さにも
慣れてきていて、今では園芸班の作業が楽しくて充実しています。なので、園芸班
に入るのは冬から入るのがおすすめです。
そこで、園芸班の作業の内容が気になりませんか。園芸班の作業は朝のミーティ
ングから始まります。ミーティングでは一日の作業内容の確認からします。次にき
ゅうりとゴーヤーその他の農作物の水やりや、葉っぱに水をかけます。一日のほと
んどが農作物の栽培や観察になります。そして、園芸班の一番楽しいと思えること
はなんといっても農作物の収穫です。ゴーヤーやきゅうりなどを収穫する時は、育
てた甲斐があったと思ったり、実が成るととても嬉しく思えます。なので、てるし
のワークセンターの園芸班に興味がある方は、ぜひてるしのワークセンターへお電
話ください。
てるしのワークセンターでは就職するための訓練をする場所なので、暑い夏を乗
りこえて就職できるようにこれからも毎日がんばっていきたいです。

第 10 回全国精神保健福祉家族大会 みんなねっと岡山大会
みんなで一緒にやろう！ ～地域を変える「特区」づくり～ に
沖縄からの参加者を募集中
みんなネット岡山大会（倉敷市芸文館） 主なスケジュール
１日目

10 月 19 日(木)

２日目

10 月 20 日(金)

10:00

受付

9:00

受付

11:15

オープニングセレモニー

9:30

分科会

12:00

開会式

第①「地域における医療の確保」

13:00

基調講演 山本昌知 先生

第②「私たちの声を聞いて下さい」

「当事者中心の地域支援再考」

第③「孤立せず地域で暮らすために」

14:20

みんなねっと活動報告

第➃「家族会のネクストステージ」

15:40

記念講演 柳尚夫先生

第⑤「やはり親亡き後の事が心配です」

「ピアサポーターと共に行う

第⑥「私たちの望む暮らし」

18:00

地域移行支援についての試み」

11:45

閉会式

懇親会

12:40

閉会（予定）
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集合 10 時 00 分 那覇空港３階 全日空カウンター前

(水)

11:15

那覇発 ＡＮＡ3724 便にて神戸空港へ

13:10

神戸空港到着

13:30

(レンタカー受取・神戸にて各自で昼食)
※倉敷美観地区散策、大原美術館見学、入場料・現地各自払い

18:00

ホテルチェックイン

19:00

居酒屋にて懇親会

10/19

ホテルにて朝食後、会場まで移動（徒歩約 10 分）

(木)

◇◇第 10 回みんなねっと家族大会 岡山大会◇◇
会場：倉敷市芸文館

●前頁のスケジュール参照●

10:00

受付

18:00

懇親会終了後、ホテルへ移動（徒歩７～８分）

10/20

懇親会 倉敷アイピースクエア

ホテルにて朝食後、会場まで移動

(金)

◇◇第 10 回みんなねっと家族大会 岡山大会◇◇
会場：倉敷市芸文館

●前頁のスケジュール参照●閉会

12:40

(レンタカーにて神戸空港へ移動・倉敷にて各自昼食)

17:10

神戸空港発 ＡＮＡ3729 便にて那覇へ

19:10

那覇到着

利用予定ホテル：倉敷ロイヤルアートホテル
○料金に含まれるもの ・往復航空運賃 ・宿泊代(２泊) ・朝食(２回) ・旅行傷害保険
料金内訳
大会参加費

大会参加費

￥3,000

親睦会 18 日

居酒屋での親睦会

￥4,000

懇親会 19 日

大会懇親会

￥7,000

航空運賃

ＡＮＡ航空券及び宿泊

￥54,800

専用車代

移動、専用車両

￥10,000

雑費

駐車料金・高速料金

合計

￥2,200

￥81,000

○申込締切：2017 年 9 月 15 日（金）
お申込み・お問合せは、沖福連 知念まで 電話 098-889-4011
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心の健康講座

【講師】田中和子氏（精神科認定看護師）
ご家族自身が元気になるための家族勉強会を開催いたします。
【対 象 者】那覇市のご家族
支援関係者
【募集人数】３０人・申込順締切
【受講料】無料
【開催日時】10 月 11 日（水）午後２時～4 時
【開催場所】那覇市保健所 ３階 （赤十字病院の隣りです）
【申 込 先】事務局 090-3416-2777
【主
催】那覇市精神障害者家族会・ふくぎの会
【共
催】公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会

【沖福連からお知らせ】
第 13 回

こころの芸術・文化
フェスティバル
10 月に開催いたします。
詳細は次号にて、お知らせ
いたします。

【編集後記】
９月は障害者雇用促進月間。旧盆
も敬老の日も秋分の日もありますね。
仕事が一段落したら、離島の祖母の
墓参りに行こうと計画中。（な）

編集：公益社団法人 沖縄県精神保健福祉会連合会
会長 山田 圭吾
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平 206-1 てるしのワークセンター内
電話 098-889-4011 FAX098-888-5655 E-mail terushino@castle.ocn.ne.jp
発行：九州障害者定期刊行物協会
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-16-1 毎日福岡会館 7F
TEL.092-753-9722 FAX.092-753-9723
定価：１０円(会費に含まれる)

