
 

                                       

 

 

 

 

第２１回シュロの会総会が無事終了しました！ 

４月１５日に当会の総会が会員３２名の参加を得て開催されました。当日は、公私ご多忙の中、国

立市障害福祉課の加藤係長様、NPO法人多摩在宅支援センター副理事長田中文人様、グループホーム

櫻の杜ハウス豊子副所長様・大河原様、一般社団法人たまぷらねっと古旗事務局長を始め多くの来賓

の皆様にご出席をいただきました。心より感謝申し上げます。 

さて、当日は、平成２８年度

活動報告及び決算報告並びに平

成２９年度活動計画と予算が全

会一致で承認されました。また、

新役員も決まり新たな活動を行

う体制が出来ました。 

これまで、長年当会の事務局

長を務めてきました、武田久恵

さんが勇退されました。 

本当に有難うございました。  

これからも、私たちの活動を

見守っていただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 シュロの会役員 

    役  職 氏  名 担    当 備   考 

会   長 植松 和光 東京つくし会副会長   

副 会 長 側嶋 康博 
会ＰＲ担当推進責任者    

東京つくし会評議員 
  

〃   広報担当   

理   事 家冨 弓子 
会計担当                 

国立市自立支援協議会委員 
  

〃 前田 恭子 広報担当   

〃 大野 規子 事務局   

〃 信田 喜代 事務局   

〃 中村 榮宏 広報担当   

〃 上野 宥江 事務局   

〃 丸山 博子 事務局   

会 計 監 事 信田 尚也     
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ホームページにはカラーで掲載しています。 



 

平成２９年度活動計画 

    
実施年月日 会   場 内                        容 備    考 

４月 15日（土）     

午後 1:30 
くにたち福祉会館 第 21回総会及び交流会   

５月２１日（日）     

午後 1:30 

国立富士見台二

丁目集会所 
第１回ミニ交流会  家族相談日 広報紙発行日 

６月１１日（日）    

午後 1:30 

くにたち福祉会館      

小会議室 
交流会（精神医療のチームワーク）   

６月２２日（木）     

午前 10:00 

世田谷区烏山    

区民センター 
平成２９年度東京つくし会評議員会 東京つくし会 

６月２２日（木）     

午後 1:30 

世田谷区烏山    

区民会館 

講演会「その人らしさを大切にした訪問看護について考え

る～どこまで出来る当事者/家族支援・看護現場からの実

践～」  講師㈱円グループ原子英樹氏                               

東京つくし会 

７月２３日（日）  

午後 1:30 
くにたち福祉会館       第２回ミニ交流会  家族相談日 広報紙発行日 

８月２０日（日）  

午後 1:30 

くにたち福祉会館   

大ホール 
講演会「精神疾患と発達障害について」 講師 交渉中               

９月１７日（日）     

午後 1:30 
くにたち福祉会館       第３回ミニ交流会  家族相談日 広報紙発行日 

１０月８日（日）

午後 1:30 
くにたち福祉会館       家族交流会 成年後見と家族のエンディング」   

１０月２８日(土）

午後 1:30 

府中市        

ふれあい会館 
第１回多摩ブロック会議 東京つくし会 

１１月１９日(日）

午後 1:30 
くにたち福祉会館       第４回ミニ交流会  家族相談日 広報紙発行日 

１２月３日（日）    

午後 1:30 
未定 家族交流忘年会   

１月２１日（日）   

午後 1:30 
くにたち福祉会館       第５回ミニ交流会  家族相談日 広報紙発行日 

２月１１日（日）     

午後 1:30 
未定 社会資源見学会 就労支援事業所   

３月３日（土）   

午前 10時 

府中市        

ふれあい会館 
家族相談員養成講座 東京つくし会 

３月３日（土）   

午後１:30 

府中市        

ふれあい会館 
第２回多摩ブロック会議 東京つくし会 

３月２５日（日）  

午後１:30 
くにたち福祉会館 

第６回ミニ交流会  家族相談日 
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第１回 交流会のご案内 

シュロの会の今年度最初の交流会を下記のとおり開きます。今回は、精神科病院の医療の実際に 

ついて会員の皆様が経験してきたことや、疑問に感じている点について話し合いたいと思います。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

１ 日時 

  ６月１１日（日）午後１時３０分から４時まで 

２ 場所 

  くにたち福祉会館 ３階小会議室 

３ 内容 

  チームとしての医療と福祉について 

４ 問い合わせ先 

  植松 ０８０－１２１１－６８９８ 

 

 

 

ミニ交流会のご案内 

 ７月２３日（日）午後１時３０分から午後４時 国立福祉会館 

 この場は、皆様の悩み事、困りごと等普段中々話の出来ないことを話し合う場です。どなたで 

も参加できますのでご自由にどうぞ。 

 

 

 

 

平成２９年度都民精神保健啓発講演会 

◆テーマ：「その人らしさを大切にした訪問看護について考える 

～どこまで出来る当事者／家族支援看護現場からの実践～」 

◆講師：原子英樹（はらこひでき）氏 

円グループ訪問看護ステーション卵（らん）所長 

◆日時：平成２９年６月２２日（木）１３時開場１３：３０～１５：３０ 

◆定員：３８４名、予約は不要、入場は無料 

◆会場：世田谷区烏山区民会館１階ホール（京王線千歳烏山駅徒歩１分） 

◆主催：東京つくし会電話：０３－３３０４－１１０８ 
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【シュロの会】 

 ○ ６月 11日（日） シュロの会 交流会 「チームとしての医療と福祉について」 

場所：くにたち福祉会館  午後１時 30分から 

○ ７月 23日（日） 第２回ミニ交流会 家族相談日 

  場所：くにたち福祉会館  午後１時 30分から 

○ ８月 20日（日） シュロの会 講演会 「精神疾患と発達障害について」 

場所：くにたち福祉会館  午後１時 30分から 

 

【講演会のお知らせ】 

○ 5/24(水)「回復力を高める、関わり方の基本」 

講師:SSTリーダー高森信子氏会場:高円寺障害者交流館 

主催:杉並家族会問合:あおば福祉会リブレ☎03-3392-7946 

○ 6/3(土)4（日）「日本って本当に幸せな国なの？」 

主催:こころのバリアフリー研究会 

会場:NTT東日本関東病院本棟４Fカンファレンスルーム／地階ボヌール講師:精神科医夏苅郁子氏 

詳細・申し込み:http:jsbfm.com/ 

○ 6/10(土)「暴力・暴言への対応」 

講師:大泉病院社会医療部長山澤涼子氏 

会場:新宿区立障害者福祉センター 

主催:新宿フレンズ☎03-3987-9788 

※参加申込み･お問合せは、主催者までお願いします。 

                

 会員の皆様からのコメントをお待ちしております。 

              コメントは、家族会・ミニ交流会時やホームページのお問合せメールでお受け

しています。４０文字以内でお願いします。（編集部） 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 新緑がまぶしい季節になり、郊外では田植えも始まりました。私の家でも連休を挟んで田植えです。病気の

息子も苗運びから田植え機の運転、苗箱の水洗いと忙しく動き回っていて、体調を崩さないかと少々心配をし

ました。しかし自然の力は偉大です。田んぼの土や植物、カエルなどに

接することで心身ともに良くなっているように思いました。私と家内は

息子の病気もいつかは必ず治ると信じて、黙々と農作業をしている息子

の姿を見守り、励ましています。 

  

 

水泳を再開しました。少しづつ体

力も戻り結構泳げました（ま） 

自由広場 

今後の活動・講演会情報 

自分自身も体調が悪いので、病気の

息子との散歩に行けない日々が続いて

います。（て） 
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調子の波が激しい病気なので、その

時々の対応が難しいなあと思います。 


