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2014年 3月 9日（日）に三の丸ホテルにおいて評議員会、3月 21日（金）にホテル・ザ・ウエ

ストヒルズ水戸において理事会を開催し、2014年度計画を審議し、全会一致で議決しました。 

 事業計画の内、理事会、評議員会と広報情宣計画は表３のとおりです。  

表３ 2014 年度年間会議及び広報情宣計画 

月 日 理事会・評議員会 等 広報情宣 

4 月 
1 日 オールスタッフミーティング  

30 日  「花信風」発行 

5 月 

10 日 ICCAM 総会  

25 日 評議員会  

30 日 理事会 「陽光」発行 

6 月 30 日  「陽光」発行 

7 月 31 日  「花信風」発行 

8 月 31 日  「陽光」発行 

9 月 30 日  
「陽光」発行 

ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ発行 

10 月 
12 日 評議員会・理事会  

31 日  「花信風」発行 

11 月 30 日  「陽光」発行 

12 月 31 日  「陽光」発行 

1 月 31 日  「花信風」発行 

2 月 28 日  「陽光」発行 

3 月 

 1 日 評議員会  

7 日 理事会  

31 日  「陽光」発行 

注）毎月、ギャラリーのチラシを発行する。 

 

「花信風」のページレイアウトを「右開きの縦書き」から「左開きの横書き」に変更しました。 

編集のしやすさとホームページに掲載する見易さを考えてのことです。 

編集の「しやすさ」と書いたそばから、発行遅れです。 

 

刑務所で受刑者の更生支援を行っている岡本茂樹氏の「反省させると犯罪者になります」

（2013 年、新潮新書）によると、自分の弱さを認めた立派な「反省文」を受刑者に書かせること

は、かえって更生の弊害になるとのこと。 

今まで、発行遅延の「反省」を書きすぎたのかもしれません。小学校時代から「計画」どおり

に出来たことがないのですが、冷静に「計画」そのものを分析する視点が必要なのでしょう。 

自分の弱さや人のせいにしないで。 （斎藤） 
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笠間を自転車で走る 

 

～近い将来のグループホーム開設を目指して～ 

 

笠間のユーザー・メンバーにも必要なグループホーム 

 光風会ユーザー・メンバーの 2014年 4月現在での平均年齢は、水戸地区 46歳、笠間地区 50歳

です。笠間地区では、介護保険を利用するユーザーも出て来ており、高齢化への支援も必要とな

ってきました。 

 笠間地区のユーザー・メンバーのほとんどは家族と同居しています。家族が亡くなってからも、

ユーザー・メンバーを地域で支えていくことは、支援員の課題です。親が亡くなり、単身生活を

始めているメンバー・ユーザーもいます。親亡き後の支援として、グループホームを展開するこ

とが、早期に解決すべき課題として出てきました。 

 

グループホームの立地条件 

① 「光（KOO）」、「陽（yoo）」まで通える範囲 

  住む場所が変わっても、これまでどおりに通える。 

徒歩はもちろん、自転車、バス、デマンドタクシー(注１)が活用できる範囲を考えています。 

② 一戸建て 

皆で集えるリビングがあることと、プライベートを保てる個々の部屋が持てる間取りの家を

探しています。 

③ 3人以上で住める 

  光風会では、3人をグループの基本と考えています。 

④ 食料の調達に困らない 

生活に欠かせない食事。食料品の買い物が便利なところが前提です。 

 

以上の条件で、物件探しが始まりました。 

まず、笠間市内の不動産屋をあたりました。残念ながら、光（KOO）」「陽（yoo）」まで通うのが

不便だったり、部屋数が足りなかったりと、条件に合うものがありませんでした。一戸建ての物

件より、やはり、アパートが多くを占めていました。 

（注1） 笠間市で運営している、乗り合いタクシー。 

 

半径 1Km以内での物件探し 

 自家用車を持たないユーザー・メンバーでも通える範囲ということを考えました。徒歩、自転

車で通うか、あるいは、バスやデマンドタクシーを活用することとなると、「光（KOO）」、「陽（yoo）」

半径 1Km以内に住めるという条件での物件探しです。 

 

自転車で探索開始 

 借りられそうな空き家を実際にあたってみようと、「光（KOO）」「陽（yoo）」から半径１ｋｍを

目安として探索することにしました。車よりも、細い路地に入っていける自転車を使って。 



社会福祉法人光風会季刊誌「花信風」 

 

 2 

 4月 7日（月）、快晴。あちこちで桜が満開。事務局長と笠間観光案内所で自転車を借りました。

とても快適な電動アシスト自転車でした。 

 

（１）農家の大きい家が並ぶ集落：来栖地区 

 田園地帯の中の集落です。瓦屋根の立派な家が並び、先祖代々の家が続いているということを

感じさせる地域でした。【写真１】 

 同地域に、風情のある集合住宅がありました。 

市営住宅だということを知って驚きました。【写真 2】 

【写真１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）春風萬里荘のある芸術の村周辺 

 ゴールデンウィークに笠間工芸の丘で行われる「陶炎祭」は、元々は芸術の村で行われていま

した。          

 春風萬里荘にほど近いこの地域。光風会の陶芸家スタッフの自宅の近所です。空き家になって

いる所があるかもしれないという情報を得て、近所に訪ねました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間保健サービス

センターから 

一番近い市営住宅

ですが、 

空きはありません

でした。 
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（3）笠間駅周辺 

 

 

 

 

駅の周辺は、新しい住宅地と、古くからある家が混在していました。家が密集している地域で

した。同じ笠間でも、農村とはまた異なった風景でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自転車で笠間市内を走り、地域により異なった風景のあることを実感しました。そして、それ

ぞれの地域に住むユーザー・メンバーが暮らす背景を少しでも知ることが出来ました。 

 

物件探しはつづく 

 自転車で笠間市内を走りまわった結果、自分たちで物件を見つけるというところまではいきま

せんでしたが、笠間がどんなところなのか、それぞれの地域の特色を肌で感じました。 

 【写真２】の公営住宅を知ったことを機会に、市役所へ公営住宅の情報収集にも行きました。

空きのある住宅はあったのですが、ユーザーが「光（KOO）」「陽（yoo）」まで通える距離ではあり

ませんでした。 

また、笠間市では「空き家バンク」事業を行っています。空き家の持ち主を「空き家バンク」

に登録し、ホームページ上で物件を載せ、借主を探す、というものです。 

笠間市に、光風会がグループホームとして活用したいことを伝えました。 

市としては、そのような使い方を想定していなかったという回答でしたが、今後、空き家調査

を開始し、その結果が 8月に出てくるということでした。とりあえず、情報待ちです。 

 

 グループホーム探しは、始まったばかりです。住み慣れた地域での生活を維持できるようにと

考えています。                    

 （国府田 まゆみ） 

 

 

笠間市の人口は約 4 万人。内、旧笠間市は約 14,000 人。今年度のゴールデンウィークの「陶炎祭」

には 48万人を超える人が来たとのこと。大賑わいの「陶炎祭」会場とその近くの門前町の風情。 

しかし、そこから少し離れると、いつもと変わらない「笠間焼」とは無縁そうな町並み。 

どんな「まち」に「くらす」のか。自分のこととして考えています。                 （編集子） 
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 コラム 

人生の「計画」をたてる？ 
～「計画相談」の実践から～ 

 

「家の近くにバスや電車が無くて…」 

「病院や買い物、まちに出かけたいんだけど…」 

 

これに対して「福祉サービス」は様々。 

『移動支援』 

『通院等介助（身体介護を伴う場合）』 

『通院等介助（身体介護を伴わない場合）』 

『通院等乗降介助』 

 

どれをどう使うか。 

『計画相談』で「計画」を立てる。 

『 』内の「言葉」は「支援者」が分っていればいい？ 

 

「（事業所が）たくさんあるけど、どれを選べばいいのか分らない…」 

「事業所名、住所、電話番号は載ってるけど、他の情報が無い…」 

 

ユーザーと一緒に一つ一つ電話をする。 

「移動の支援ってやってますか？」 

「情報公開」とはいうけれど、事業所をどうやって選べばいい？ 

 

「まちに出かけたいんだけど…」から離れていく「福祉サービス」の「言葉」と「情報」。 

ユーザーが何に困って何を使えばくらしやすくなるか。 

人生の「計画」ではなく、「生活（くらし）」を誰がどのように支え、作るか。 

 

支援者の都合で「計画」を立てないように、また、事業所を選ばないように。 

障害者に「計画」という枠組みで「障害者の生活」を押し付けないように。 

 

「支援者」として、 

「専門用語」を並べ立てていないか、 

「事業所」を見つけてあげていないか。 

 

まずは自己点検の課題です。 

（支援員 檜山 郁） 
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「茨精研・ICCAM」2014年度課題 

～「子育て援助・支援ガイドライン」の作成～      

 

「茨精研・ICCAM」の 2014年度の中心課題は、調査・研究事業として「子どもの

問題研究所（以下「子ども研」）」と協働で行ってきた、「『子育て支援マニュアル』の

科学的・批判的検討～『子育て援助・支援ガイドライン（以下「ガイドライン」）』の

作成～」 をテーマとする研究活動の継続です。 

この研究活動の内容については「花信風」2013 年 1 月号で示していますが、再度

確認します。 

目的：「子ども研」は 2003 年の設立当初より、「茨精研・ICCAM」との協働研究を通

して、親の子育て力の低下や児童虐待、不登校児童・生徒の増加 といった社

会状況が将来的に子どもの精神的課題につながることを指摘してきました。子

どもを取り巻く社会状況が現在ますます悪化していることは、乳幼児健康診査

への相談員の派遣や学校教育現場への心理・教育相談に関するスーパービジョ

ン といった「子ども研」の事業を通して実感しています。このような状況に

おける「子育て・子育ち」を具体的に援助・支援する方略の構築が急務な課題

です。この課題を、子育てに関わる専門家が共有する「ガイドライン」を作成

することが本研究の目的です。 

対象：「ガイドライン」活用の対象者は、保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師、助

産師、小・中学校教諭、子育て関係の専門家  

構成視点：①中学校 3年生までの子育て ②子どもを取り巻く心理、社会的環境の現

状と課題 ③援助・支援の具体的視点の提示 ④心理学的基盤・根拠の

説明・提示 

 

 2013年度は ◎実態把握：子育て関連機関からの情報収集  

◎批判的検討：子どもの状態、成長に関する最先端科学的論拠の 

収集・学習  

が研究課題でした。 

 

実態把握として、児童相談所職員の立場から郡司氏が「貧困と児童虐待の実態」を

報告した回（表１）では、子どもの「育ち」に関わる貧困化が深刻化している現状を

確認。 

子どもに「生きる力」を伝える必要性を議論しました。 

批判的検討では、国府田氏がテーマとして３回取り上げた「言語環境と言語形成」

において、インターネット普及の加速化が言語形成やコミュニケーション力形成とど

う関連しているかの報告がありました。子どものコミュニケーション力や社会性の発
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達を支えるために、「ガイドライン」にインターネットやスマートフォンの利用の仕

方を位置づける必要性を議論しました。 

 

 2013年度の活動内容は表 2の通りです。 

 

 2014 年度は、「ガイドライン」の構造視点を明確にし、具体的な内容構成の検討、

編集作業に着手、印刷・発行を目指します。 

これに当たり、月 1 回の研究会での検討課題を踏まえて、「ガイドライン」作成に

向けた具体的な情報収集や編集作業に当たる「作業部会」を、「子どもの問題研究所」

と若手会員で構成し、今年度は月一回設定することにしました。 

研究会の参加メンバーの中には、日頃子どもの問題に直接かかわっていない会員も

多く、毎回の課題を共有し議論することに十分な時間を使うため、また、具体的な編

集作業を効率的に行うためです。 

今年度は研究活動内容で明治安田健康財団の研究助成金申請に応募しました。申請

書の作成作業は、「ガイドライン」作成事業の意義を再確認するものでした。 

申請が通ればこの事業が社会的評価を受ける機会となります。採否結果の如何を問

わず、人の生涯にわたる精神的課題への対処方略としての「子育て支援」を社会に位

置付けるために「ガイドライン」の完成を目指します。 

（高橋 寿子） 

表 2 

４月 25日（木） 

青少年会館 

・ 2012年度の活動を踏まえた「子育てマニュアル」の課題点検 

（報告者:高橋） 

6月 27日（木） 

青少年会館  

・ データ収集・分析①言語環境と言語形成Ⅰ 

                     （報告者:国府田） 

7月 25日（木） 

青少年会館 

・ 「ガイドライン」構成イメージ        （報告者:高橋） 

・ データ収集・分析②学校生活の課題としての「心のノート」を 

考える                   （報告者:高島） 

8月 22日（木） 

青少年会館 

・ データ収集・分析③貧困と児童虐待  

（報告者:郡司） 

9月 26日（木） 

青少年会館  

・データ収集・分析④子どもの発達課題      （報告者:菅野） 

・データ収集・分析⑤言語環境と言語形成Ⅱ   （報告者:国府田） 

11月 28日（木） 

青少年会館 

・ 「ガイドライン」の構造的視点 

（報告者:高橋） 

⒓月 26日（木）  

青少年会館 

・ ICF項目点検「環境因子」「活動と参加」    （報告者:高橋） 

・ データ収集・分析⑥ライフサイクルで見た子どもの危機 

（報告者:郡司） 

1月 23日（木）  

青少年会館 

・ ICF項目点検「心身機能」「身体構造」     （報告者:高橋） 

・ データ収集・分析⑦幼児期,小児期,青年期に初めて診断される障害 

（報告者:高島） 

2月 27日（木）  

青少年会館 

・ データ収集・分析⑧言語環境と言語形成Ⅲ  （報告者:国府田） 

・ 2013年度の振り返りと今後の課題       （報告者:高橋） 

  




