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6月 13日（土）10時から、なゆた浜北第 3会議室にて、今年度の通常総会が開かれました。 

今年度は役員改選の年のため、理事・監事の選出・職務について審議が行われ、承認されました。前期の理事 1人が

退任、理事 9人と監事 2人は再任です。その後、平成 26年度事業報告と決算報告、平成 27年度事業計画と予算の発表

があり、特にご意見やご質問はなく、無事に終了しました。 

 各理事からひと言ずつご挨拶をいただきました。 

❤ 経営の健全化、精神保健及び福祉課題への対応、中長期計画の検討、リカバリー・WRAP 等の当事者発の支援方法の

開拓等を、E-JANらしく取り組み、かつ科学的手法で実証し、全国に向けて発信する２年間としたいと思っています。 

代表理事 大場 義貴 

 

❤ 2期目を勤めさせていただきます、佐々木正和です。今、E-JANが様々な分野の方、他の地域の方から注目されてい

ます。みんなで作り上げてきた E-JANが注目されることにほこりを感じます。          副代表理事 佐々木 正和                        

 

❤ 時々落ち込む習性のある小生は、「なんくるないさ」とこころのなかで念仏みたいに唸っていることがあります。し

かしながら、齢を重ねてくると大概の事は体の中を通過していくのですが、ここだけは譲れないというものがはっきり

としてきます。その譲れないものにはこだわって生きていきたいものです。        副代表理事 遠山 秀敏 

                     

❤ もう5期目なのか6期目なのかわからなくなりました…。これからも様々な隙間を埋めるべく「コノ地ニ生キル幸セ」

を求めて地域の課題に取り組みます！ 引き続き温かなご支援をお願いします。       事務局長 加藤 寛盛 

 

❤ ゆったり、まったりしているのに、物凄いパワーを持っているＥ‐ＪＡＮ。その不思議な魅力を支える方々に心から

の敬意を表しつつ…これからの 2年間も、どうぞよろしくお願いいたします。    教育との連携担当 平川 悦子 

 

❤ 卓球の石川佳純選手と混合ダブルスを組んだ吉村真晴選手。当初は女子第一人者の石川選手に遠慮してなかなか連係

がうまくいかなかった。しかし、絶対優勝したいと思い、お互いに意見を言い合ったことで、ペアが成長できたという。

スポーツならずとも。                             司法との連携担当 榛葉 隆雄 

 

❤「E-JAN の良いところはどこだろう？」それは幅広いネットワークと地域ニーズの隙間を埋める活動なのだと思いま

す。地域のニーズを E-JANにもちこみ、地域の精神保健福祉をすすめる一助となれるよう頑張ります。  

啓発・人づくり担当 岸 直樹 

 

❤ 私は聖隷クリストファー大学大学院で障がい者や高齢者・子ども等の共生型ケアについて研究している学生です。

E-JANでは WRAPをテーマに交流会を担当しています。今期もよろしくお願いいたします。    交流会担当 山本 隆広 

 

❤ 老体に鞭打って、いえいえ、まだまだ若いつもりで頑張ります。ボランティア人口が増えてくれることを願って、私

なりにできることを精いっぱいやらせていただきたいと思っています。       ボランティア担当 澤木 伸榮 

 

3期 6年に渡り理事を務めてくださった豊田さんから、理事退任のご挨拶です。 

この度、無事理事の任期を終える事ができました。初めは私なんかに務まるか…と心配でしたが、終わってみればあ

っという間で、良い勉強にもなりました。E-JAN のイベントでは、皆が楽しみ喜んでいる姿が見られてとても良かった

です。今後も様々なイベントを開催するかと思います。その際は微力ではありますが、お手伝い出来る事があれば一緒

に楽しんで行けたらと思っています。とても良い経験でした。今までご協力ありがとうございました。   豊田 志保 

平成 27年 8月 11日発行 

 

gatu  平成27年度通常総会のご報告と理事のご挨拶 

http://www.npo-e-jan.com/
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発表風景 

ホールでも２つの分科会が 

行われました。 

『2015じゃんだらにぃwithあ～と deい～ら』が開催されました！！ 

 

今年も 6月 13日（土）の E-JAN総会後、精神科利用当事者の体験談、想いを「聴いて」「語る」会の『じゃんだら

にぃ』がなゆたホールで開催されました。今年で 7回目の開催となり、過去最高の参加者数となりました。たくさんの

方々に参加して頂き、ありがとうございました。今年の『じゃんだらにぃ』はさらに進化して、当事者の方々が作った

絵画や創作物などを展示する「あ～と de い～ら」も同時開催されました。今ま

での「聴いて」「語る」に、「見て」「感じる」という新たな要素が『じゃんだらに

ぃ』に加わり、ネーミングも新たに『じゃんだらにぃ withあ～と de い～ら』と

なりました。 

今年は 4名の方の体験発表と分科会があり、いろいろ大変なことがありながら

も自分らしい生き方を見出していく過程が語られました。 

今回体験談を発表した 4名の方と、ボランティアに参加した 1名の方から『じ

ゃんだらにぃ』に参加した感想を書いて頂きましたのでご紹介します。感想を書

いてくださった皆様、ありがとうございました。（山本） 

 

 

 

♪ 今回じゃんだらにぃの発表をして、練習はすごく緊張したけど、本番になったら意外とすらすら自分の気持ちを言

葉にすることができ、ほっとしました。第二部の分科会で自分の発表に関心をもってくれた親御さんがいてくれた事が

すごく嬉しかったです。発表を終えて改めて仲間や自分のことを大切に思ってくれる人がいることを実感することが出

来ました。デイケアひまわり最高です。                   メンタルクリニック・ダダ クロス 

                                                                     

♪ まず、最初に発表することができて良かったです。 

 私の当事者研究を作ったのは、昨年の今頃の事でした。自分の事を話すだけなら、発表しなくてもいいかなと思って

いました。しかし、福島県の相馬市・南相馬市に行く機会があり、そこで見てきた被災地や当事者さんの声を伝えなけ

ればと思い、じゃんだらにぃに応募することにしました。 

 発表で、もう少し福島の事を伝えたかったなぁというのが今の気持ちです。でも、自分なりに納得ができる発表がで

きて良かったです。会場のみなさんに少しでも相馬市・南相馬市の現状が伝わっていればうれしく思います。 

 最後に、運営にあたった実行委員の皆さん、ボランティアの皆さん、ありがとうございました。 

相馬市・南相馬市の震災後から今年 3月までの様子を知りたい方は、ぴあクリニックホームページ「ぴあブロ」をご

覧ください。詳しく書いてあります。                        ぴあクリニック 横山 香理 

 

♪ 私達の発達障害当事者会から、去年の鈴木に続いて私がお話を頂きました。会の核心である【発達障害を広めると

同時に、当事者も自助努力は必要】とお伝えする機会があったことに感謝しております。当事者が発表するんだから、

ミスってもいいよね！(私はよくどもるのです)と桐生さんに後押しされて気楽になりました。 

  原稿も「生の感覚を大切に」と、練り込まずにぶっつけ本番で、楽しかったです。またこんな機会があれば、ぜひ参

加したく思います。                                   ルピロ 村山 すみよ 

                                   

♪ 私は今、結婚生活 25年目を迎えています。しかし精神病で悩んでいる当事者 

  本人が多い事を実感しました。結婚はあくまで憧れに過ぎない人の割合が大半を 

しめているんだなぁと思いました。しかし、私は憧れだけでは終わらせたくない 

と思います。自己啓発をコツコツと進めて、是非、他の人にも結婚生活を送って 

もらいたいと思いました。              はまかぜ 和久田 幸彦 
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分科会風景 

革の作品 

「寅さんのかばん」 おかめのつるし飾りと

ちりめんの七夕飾り 

 

多くの絵画作品が出展されました。 

手作りかるたです。 

ちぎり絵の朝顔、額も手作りです。 

♪ 当事者の体験談に圧倒されたことはもちろんだが、当事者とスタッフの交わす視線やユーモラスな間合いに心地よ

さを感じ、肩の力がほぐれた。傷つきを伴う記憶の想起とそれを語る行為には、葛藤が生じるはずだ。それが「病いの

語り」の生々しさや鋭さを失わず、聴く者をほっとさせる雰囲気を醸し出せるのはなぜか？私はじゃんだらにぃの舞台

裏に秘密が隠されているのではと想像し、ますますじゃんだらにぃの魅力に引き込まれていく。 

当日ボランティア 森 真喜子 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

        
 

 ６月２日、遠鉄百貨店の社員研修に協力をさせていただきました。精神障がいや知的障がいを持ったお客様への対応

をより良いものにしたいとのお話をいただいた事をきっかけに、この研修企画が実現に至りました。 

 今回は、障がいの啓発活動を積極的に展開している浜松手をつなぐ育成会浜松キャラバン隊（浜キャラ）と一緒に、

障がいについてご理解をいただく為に、講話と寸劇をやらせていただきました。 

 第一部では、ぷらたなすの野村が、精神の病気や障がいの特徴、障がいをお持ちの方への関わり方のポイントなどに

ついて、講話をさせていただきました。 

 第二部では、浜キャラのパフォーマンスが見る者の心を揺さぶりました。障がいを持った男の子が主人公の、コンビ

ニを舞台とした寸劇は、本物の制服を使っていることもあってか、真に迫るものがありました。（主役の男の子をやった

方は、とても芸達者で随所にアドリブを入れていたそうですが、とてもそうは思えませんでした。）男の子への対応に苦

慮するコンビニの店員さんに、参加された社員の皆さんは自分に置き換えてご覧になっていたのではないでしょうか。 

 寸劇の後の浜キャラの皆さんのお子さんを紹介する映像は、とても感動的なもので、その中で使われた「みんなちが

ってみんないい」という金子みすゞの言葉の本当の意味を知った気がしました。 

 午後の一番眠い時間にもかかわらず、社員の皆さんは真剣にメモを取りながら聞いておられました。 

最後には、質疑応答の時間が設けられ、社員の皆さんの実体験を交えた質問等もあり、対応するお店側の立場を改め

て考え直す機会にもなり、こちらとしてもとても有意義な時間となりました。 

これは小さな一歩かもしれませんが、社会全体にこの波がひろがれば良いなと思いながら帰路に就きました。 

最後になりましたが、このような機会を与えていただいた遠鉄百貨店様に、感謝の気持ちを述べさせていただきたいと

思います。（ぷらたなす職員 神谷） 

 

あ～と deい～ら 

写真集 

写真や東北被災地見学の 

報告マップも 

 

ちぎり絵の朝顔、額も手作りです。 

ワンピースや 

マフラーなどの 

手芸作品 

障害者相談の窓口  ～ デパートの社員研修にて ～ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12925618a/EXP=1330741569;_ylt=A3JvcpbBL1BPkosA8Y.U3uV7/*-http:/penguinnokai.img.jugem.jp/20091016_1215331.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12925618a/EXP=1330741569;_ylt=A3JvcpbBL1BPkosA8Y.U3uV7/*-http:/penguinnokai.img.jugem.jp/20091016_1215331.gif
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDc0dPWjscCFcKKlAodGUcEEg&url=https://www.c-world.ne.jp/spot/detail?id%3D70&ei=IkvAVZDDE8KV0gSZjpGQAQ&bvm=bv.99261572,d.dGo&psig=AFQjCNG4i1VbHLzbwjwiqYLmLKs9_r2Fog&ust=1438751894142210
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDc0dPWjscCFcKKlAodGUcEEg&url=https://www.c-world.ne.jp/spot/detail?id%3D70&ei=IkvAVZDDE8KV0gSZjpGQAQ&bvm=bv.99261572,d.dGo&psig=AFQjCNG4i1VbHLzbwjwiqYLmLKs9_r2Fog&ust=1438751894142210
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時にはラッシュアワーのような混雑に 

様々な動きを取り入れて 

 

 

 

☆お楽しみサロン（ラフターヨガ） 5月 31日(日) クラブハウス  

「ラフターヨガ」とは「笑いヨガ」とも言い、大勢で体を動かしながら笑い合う

というものです。笑うことは心身ともに健康につながります。また 10分間大笑いを

すると、30分間ウォーキングをしたのと同じエネルギー消費量になるそうです。 

講師はたけのこくらぶ部員になりたての“りおちゃん”。満面の笑顔で元気よく、

19人の参加者のテンションをあげてくれました。（澤木） 

  

 笑いヨガは、先生の満面の笑顔とリズミカルな掛け声に最初は気恥ずかしさから、やや消極的な雰囲気でしたが、次

第に皆の気持ちが一つになり、満員の会場は元気な笑いに包まれ、大盛況でした。「トントン タタタ イェーイ！」「嬉

しいな イェーイ！」「楽しいな イェーイ！」と、先生に続き皆の声が響き渡りました。短時間でたくさん汗をかき、新

陳代謝がアップした実感を得ました。日頃から大声で笑う習慣が無く、心から笑う事の楽しさを教えていただき、あり

がたく思っています。 今後も身体に良い笑いを生活の中に少しでも取り入れる事ができれば嬉しいです。今回、楽し

い笑いの場を企画してくださり、大声で笑う爽快感を味わえた事を感謝します。           川合好美 

 

ここ最近、仕事にかまけてたけのこくらぶやお楽しみサロンになかなか参加できずにいましたが、5月 31日に久しぶ

りにクラブハウスに足を運びました。ラフターヨガということで、どんなものかと胸を躍らせ参加しました。講師のり

おちゃんのリードで、久しぶりの方も初対面の方も関係なくペアになり一緒に笑い転げ、日頃の溜まったうっぷんを晴

らせ、来た時よりも元気になり、その日の夜は笑い疲れてぐっすり眠ることができました。参加して良かったです。 

                                               池谷昌彦                                                              

 

☆ 出張バザー  6月 18日（木） 地域活動支援センターだんだん  

雨の降りしきる中、例年のようにだんだんでの出張バザーを実施しました。 

だんだんの利用者さんやスタッフの方々と、品物についてあれやこれやとお話ししたり、部員手作りのデザートを勧

めたりと、楽しくふれあいができました。毎年顔を見せてくれる利用者さんも多く、冗談を言い合ったりする場面もあ

って、この出張バザーが定着してきたことを感じさせてくれました。 

バザーの前に、近くのKuRuMiX（くるみっくす、社会福祉法人復泉会で行っ

ている障害福祉サービス事業所）のお店で、地元産のみかんを使ったジュースと

浜松バーガーで昼食をとったことも印象に残っています。 

6月 9日（火）には事前のバザー品整理・値札付け、また当日は濡れながらの

荷物の搬入・搬出と、いろいろ大変なこともありましたが、だんだんの皆さんと

楽しい時間を共有できたことがうれしく、また来年も喜んでいただけるよう頑張

ろうと思いながら帰途に就きました。（澤木） 

 

幸せの黄色いレシートキャンペーン報告 《平成 26年度の結果です。》 

毎月 11日に行われているイオングループの“ 幸せの黄色いレシートキャンペーン”には、多くの皆様からご協力を

いただき、おかげ様で以下のような結果を得ることができました。これは、たけのこくらぶの部員が毎月、現場に立っ

て PR活動に励んでいるおかげでもあります。ご協力くださった皆様に深く感謝申し上げます。 

  イオン浜松市野店    レシート投函総額 4,687,187円 → 贈呈額 46,900円 

  マックスバリュ助信店  レシート投函総額 1,164,704円 → 贈呈額 11,600円 

    合 計       レシート投函総額 5,851,891円 → 贈呈額 58,500円 

お楽しみサロン用の調理器具や、事務用品、掃除機などをいただきました。本当にありがとうございました。 

これからもよろしくお願いいたします。 

たけのこくらぶ報告 

 

参加者の感想 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLA_fDLjscCFUQZlAodM2wEgw&url=http://vannelli.exblog.jp/12991892&ei=1z_AVaL5A8Sy0ASz2JGYCA&bvm=bv.99261572,d.dGo&psig=AFQjCNFBoWYQ-mRiP6zaLz2s46gWjBlRwg&ust=1438748961818612
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軍手をはめてボタンをかける疑似体験 

☆ 勉強会（発達障がいについて 浜松キャラバン隊公演） 3月 22日（日） クラブハウス  

 今回は、～ 伝えたい、知的障がいのこと ～ と題して、浜松手をつなぐ育成会の浜松キャラバン隊に公演をお願いし

ました。浜松キャラバン隊は、知的障がいのお子さんを持つ親御さんたちで編成され、公演等を通して知的障がいの啓

発活動を活発に行っています。 

金子みすずの詩の朗読から始まって、知的障がいの特性の説明や本人の気持ち・兄弟の気持ちなど、多彩なプログラ

ムが展開されました。圧巻は、寸劇 「こんなときどうするの？」コンビニ編です。隊員の皆さんが俳優さながらに演技

をしてくれました。お金を払わずに商品を持って行こうとする知的障がいの子どもへの対応方法を、目の前でわかりや

すく表現してくれました。 

その後、軍手をはめてボタンをかけるという、知的障がい・発達障がいの疑似体験もさせていただき、障がい当事者

の感じているつらさ、もどかしさなど、また、周りが口やかましくせかしたり怒った

りすることが本人をどんどん追いつめることになるということも、少しですが理解で

きました。 

今回の勉強会で、知的障がいなどを持つ人への対応のしかたの一部でも知ることが

でき、自身の社会生活に活かすと同時に、いろいろな場で広めていくことが大切だと

痛感しました。今回は 15人の参加でしたが、もっと大勢の方に観ていただけるといい

のに、と思います。寸劇に見入っていて、写真を撮ることも忘れてしまい、皆様にご

披露できないのが残念です。すみません。（澤木）   

 

☀ 以下は参加者の感想です。☀ 

浜松キャラバン隊の公演・ワークショップに参加させていただいて    中村 明美 

精神障がいを持つ私が、知的障がいや発達障がいをお持ちの方々の生活支援員のパートとして非開示で採用されて、

やっと 3か月が過ぎました。私として、非常にタイムリーな企画でした。 

ワークショップでは、ご本人やご家族が抱える生活のしづらさ・生きづらさの一部を疑似体験する機会がありました。

軍手を 2枚重ねてつけてわざと難しくし、ワイシャツのボタンをはめるという障がい児・者の役を Aさんが演じ、それ

に対し理解の不十分な親・支援者などの役として Bさんが望ましくない対応をしてしまう場面を演じてみた後に、今度

は役割を交換して体験することができました。最後に、演じてみた感想などを参加メンバー全体で分かち合うことがで

きました。 

私も子育て経験の中で、子供（人）は褒めて育てなければいけないことを教わりましたが、なかなかこれが難しい。

仕事を持ちタイムプレッシャーのある母親としては、イライラし易かった自分を思い出しました。 

また、職業人としての自分は、抑うつ傾向の時は特に、頭がぼーっとして回転が鈍くなるため、作業効率が低下し、

職場の先輩や同僚に非難されたり、白い眼で見られていた自分を対比させて想像してみました。 

さらに、自分が小さい頃から不器用でのろまと自覚しており、コンプレックスに苦しんでいたことも思い出しました。 

さて、4月 2日は自閉症啓発 DAYということで、プレスタワー（静岡新聞社ビル）で開催された広汎性発達障がいの

講演会に参加してきました。浜松医大の森則夫先生が ADHD(注意欠如多動症)について、杉山登志郎先生が大人の ASD（自

閉症スペクトラム）についてお話しくださいました。杉山先生の自閉症スペクトラムのお話を伺うのは、前回のアルバ

イト先の関係から数えて 3回目ですが、なかなか素人には難しく、アスぺ・エルデの会（＊）発行の本を買って帰りま

した。 

今回の浜キャラの皆さん生出演では、具体的で親しみやすい感じがすごく良かったです。また、理解の薄い世間の人々

から誤解されたり、冷たい目で見られるご家族の悩みの深さ・ご苦労の一端に触れることができました。 

知的障がい・発達障がいに抑うつ感情や行動障がいを併発されている当事者の方が多く、ご家族もメンタルヘルスに

問題を抱えやすい状況が、私も就職してみて、より理解しやすくなりました。 

今回、知的障がい・発達障がい領域の当事者・関係者が、さらに E-JANに広く深く結集していくことは、認定 NPOを

勝ち取ってゆくためにも、時を得ているのではないでしょうか。 

 

＊ アスぺ・エルデの会・・・発達障がいを持つ子どもたちの支援、自助会、専門家養成、啓発、発信点、研究機関を統合的に 

目指していく「生涯発達援助システム」を実施している NPO法人     
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盛況だった分科会 

 

 

 

 

第 37回を迎えるこの研究集会は、2月 8日（日）、静岡文化芸術大学で開催され、9つの分科会のうち第 3分科会を E

－JANの加藤事務局長とたけのこくらぶ部長の髙橋久美子さんが、実行委員として担当しました。 

第 3分科会のテーマは、当事者の目線から～「障害者が地域で暮らす」とは・・・～ です。 

☀  髙橋久美子さんにその様子と感想をお聞きしました。☀ 

障がいのある方（精神、身体、視覚、聴覚、知的）に 10分ずつどのような生活をしているか、地域に望むことや苦労

したことなど話していただき、その後グループワークをしました。 

会場には 45人の参加者（第 2希望に回っていただいた方も多数）が集まりました。年齢的には少し高めの感じでした

が、高校生や若い方もいて、中には障がいのある方と接点がないから勉強したいという方もいました。 

5人の事例提供の後に活発な質問が出ました。当事者側からは、気軽に声をかけて欲しい、でもボランティア側とし

てはその「気軽に」がなかなか難しいとう声が聞かれました。過去にバス内で席を譲ろうとして断られたりすると、そ

の後声かけが出来なくなっていたり・・。当事者とボランティア、その場限りの関係でなく、今後関わりを密にしてい

くことで、より良い関係性を築けていけると思いました。 

私自身、今回の分科会は自分の知らない障がいについても学ぶ貴重な機会

となりました。車いすで視覚障がいのある方のサポートも初めての体験でし

た。車いすの押し方ひとつとっても勉強でした。目が見えない分、声をかけ

て不安にならないように気を付けたり、食事の時の不便さもわかりました。

関わっていくことでいろいろなことが学べます。ボランティアとしてこれか

ら何が出来るか探していきたいですね。 

  

             

 

こだまから 

 

こだまでは、ひきこもりからの回復を目指している方が、様々な活動を通じて将来の社会復帰、就労に向けた準備の

サポートを行っています。 

こだまに来ている一部の利用者さんは、次のような社会体験をしています。 

・株式会社 ISK（カート場）でのガレージ清掃・カートメンテナンスなど 

・はままつフラワーパークでの環境美化作業 

・せいぶぽいんと（リサイクル業者）に買い取ってもらうランドセルや古本の 清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こだまで回収しているもの】 

使わなくなったランドセル・本・C D・鍵盤ハーモニカ・リコーダーなど 

【持ち込み先・送り先】 

住所：浜松市中区中央 1丁目 13-3 ウィスティリア E-one 3F 

浜松市若者コミュニティプラザ内  ひきこもりサポートセンターこだま 

電話：053-453-8744  FAX：053-453-8745 

  お送りいただく場合、申し訳ありませんが送料はご負担をお願いします。 

使わなくなったものは“こだま”へ！ 

静岡県ボランティア研究集会の報告 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWB-I7Q-sYCFYEblAod0l0PYA&url=http://switch-box.net/free-illustration-nyugakusiki.html&ei=7Me1VcXbNIG30ATSu72ABg&bvm=bv.98717601,d.dGo&psig=AFQjCNHFZGHY0r8ohN7bKFPK1NDKyn8FsQ&ust=1438062930087809
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCr98DQ-sYCFQkVlAodUCQDhA&url=http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_6591.html&ei=Vci1VeCsK4mq0ATQyIygCA&bvm=bv.98717601,d.dGo&psig=AFQjCNFMb5Sqws1AkzPiZdBFCBtz4Bsehw&ust=1438063049020437
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPPo7DI-sYCFUWMlAodGJEEBg&url=http://azukichi.net/season/summer2.html&ei=z7-1VbOsEsWY0gSYopIw&bvm=bv.98717601,d.dGo&psig=AFQjCNGe1HxjcCsoYQldMowGle0dpeU6YQ&ust=1438060806720686
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnp4M34gccCFcoZlAod924Cag&url=http://frame-illust.com/?p%3D2705&ei=6J25VanVC8qz0AT33YnQBg&bvm=bv.99028883,d.dGo&psig=AFQjCNG4makQhl709-AsSZTLh-LXF2hfmA&ust=1438314264585143
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-CwKfajscCFcIUlAod-VAPWA&url=http://illpop.com/png_school/integrate_a23.htm&ei=907AVZ-rHsKp0AT5ob3ABQ&bvm=bv.99261572,d.dGo&psig=AFQjCNHS-BhS4fvXUjC6R3TQ7RL3YX3UXQ&ust=1438752848075982
http://fitmugen1130.web.fc2.com/site/sozai/animal/animal_49.html
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                 窓の外にあるものは綺麗なもの 

                                      月山 羊虫 

窓の外に、とても綺麗な光景が広がっていました。 

 床に敷かれた絨毯の上で少女は、あの窓ガラスの向こうのものがとりたいと、必死に手をのばします。けれども、ま

ったく届く気配もありません。窓はすごく高いところにあるのです。 

 あのキラキラしたものが、どうしてもほしいのに。 

 そこで少女は考えました。椅子を持ってきて、その上に立つのです。けれど椅子の上でつま先立ちになっても、まだ

窓には届きません。 

そこで少女は、お気に入りのくまのぬいぐるみを持ってきました。椅子の上でつま先立ちになって、更に両手でぬい

ぐるみを高くかかげたのです。さあ、くまちゃん、あのキラキラをとるのです！ けれどもぬいぐるみの短い手では、

やはり窓には届きません。 

 ならば次にはどうしましょう？ テーブルの上に立てば、もうちょっと高くまで届くでしょうが、窓の傍までテーブ

ルを引きずってなどこれません。そんな力はありません。そうだ、傘なら長いから、あそこにまで届くのじゃないでし

ょうか。いえ、きっと振り回した傘が窓ガラスを割り、そして怒られるのがオチです。でもそれじゃあどうしたら良い？ 

 少女が考え込んでいると。 

 背後で扉が開き、入ってきたのは仕事を終えた父親でした。そうだ、おとうさんなら！ 背の高い父なら、あの窓に

も楽々手が届くでしょう。少女はさっそく頼みました。 

 あのキラキラをとってよ、わたしじゃてがとどかないの。 

 すると少女の父は、首を横にふるのです。ぷくっと頬をふくらませた少女に、父はというと手招きをして、今入って

きたばかりの扉から外に出たのです。 

 父の後を追い外に出た少女が見たのは、窓ガラスに遮られない、たくさんのキラキラでした。 

 どうしても手が届かない時は、ちょっと外に出てみるといいんだよ。 

 父親はそんな事を少女に語りましたが、少女はまったく聞きもせず、ただ目の前の綺麗な光景に、夢中になっている

のでした。 

         

 

今回はこだま婦人部を紹介します。こだまには 4人の女性スタッフがいます。 

         ①こだまでのニックネーム ②最近はまっているもの ③夏といえば!! ④最後に一言   

     

 

 

 

 

 

 

鈴木綾乃                                         神谷礼子      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  朝比奈有弥子                                                           杉浦智美 

①すずあや 

②スターウォーズ 

③旅行!! 

④こだま３年目になりました。

何か面白いことを考えたいな

ぁ・・・。 

 

①アサヒナさん 

②遠鉄ストアのハンバーガー 

③カキ氷＆アイスクリーム 

④こだまで過ごす時間は私に

とっても癒しになっています。

これからも、ゆるっとよろしく

お願いします。 

 

 

①かみやん 

②夜のプールと露天風呂 

③きらきら、ふわふわ、さらさら 

④フレッシュさは失われてしまい

ましたが、そのぶん味わい深さが

出てくるといいなあ・・・。 

 

①すぎうらさん 

②ヤクルトミルミル 

③金魚、朝顔、ゴーヤ 

④今年 5月に入りました。よろし

くお願いします。似顔絵がまだ無

いので、こだまキャラ『こだまる』

に代理で出てもらいました。 

 

 

職員紹介 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dojin-shi.info/?p%3D2413&ei=sHibVZLkD8nl0gTNiK6YDg&bvm=bv.96952980,d.dGo&psig=AFQjCNG6b3PVU-Vb71DfWYfxFOXzZxzYow&ust=1436338716266443
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dojin-shi.info/?p%3D2413&ei=sHibVZLkD8nl0gTNiK6YDg&bvm=bv.96952980,d.dGo&psig=AFQjCNG6b3PVU-Vb71DfWYfxFOXzZxzYow&ust=1436338716266443
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGzgrb2gccCFUEZlAodJDUAHQ&url=http://clipart-illustration.com/45game/04-game.html&ei=nZu5VeHwIMGy0ASk6oDoAQ&bvm=bv.99028883,d.dGo&psig=AFQjCNFW6OY5_fhigDH1KxK3ZYw-LmbkUg&ust=1438313742675483
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８月 11日（火） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

９月 11日（金） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

 

１０月 

 

11日（日） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

11日（日）      お楽しみサロン（歌声タイム） 13:30～15:30 クラブハウス 

１１月 11日（水） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

☆ 行事の詳細については事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

アイデアのタマゴ 募集！ 

 例年のように、精神科利用者や地域の精神保健福祉の向上に役立つような活動のアイデアを募集し、経費の一部をＥ

－ＪＡＮが助成します。対象は、Ｅ－ＪＡＮの個人会員及び団体会員です。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

「認定ＮＰＯ法人」格取得に向けてのお願い  

 Ｅ－ＪＡＮは、現在「認定ＮＰＯ法人」格を取得するため、努力しています。平成 26年 12月に「仮認定ＮＰＯ法人」

格を取得しましたが、その有効期間は３年間です。その間に要件を満たすことができれば「認定ＮＰＯ法人」格を申請

できます。その要件とは、【1件３千円以上の寄付者を、年平均１００人以上集める】ことです。委託金だけでは賄いき

れない経費や、中長期に亘り優秀な人材を確保し、安定的な経営を行っていくためにも、運転資金が必要になってきて

おります。サポート会員の会費も寄付金とみなされるため、サポート会員でまだ会費をお納めいただいてない方は、是

非お早目にお振り込みをお願い致します。正会員の方からのご寄付も大歓迎です。 

今年度分として、現在サポート会員を含む約７０人の方からご寄付をいただいていますが、徐々に伸び悩みはじめて

おり、１００人達成には遠い道のりです。認定・仮認定ＮＰＯ法人に寄付をした個人・法人は、税制上の優遇措置が受

けられますので、会員の皆様のお知り合いの企業の方々にも是非お声掛けいただければと思いますし、ご紹介いただけ

るのであれば、事務局でご説明に参ります。 

もっともっと、多くの方にＥ－ＪＡＮのことを知っていただき、寄付者を増やしていきたいと思います。会員の皆様

にも是非とも呼びかけのご協力をお願いいたします。 

 

～編集後記～ 

・今号は内容が盛りだくさんで、全てを掲載したいので文字の大きさを少し小さくさせていただきました。（それでもカッ

トさせていただいた部分もあります。）少しでも多くのイベント報告や情報を皆様にお届けできるよう、努めていきたいと

思っています。皆様からのご投稿もお待ちしています。よろしくお願いします。（澤木）  

・今回初めて通信作りに参加しました。E-JANの活動は本当に幅広いですね。知らなかったことを沢山知ることができて良

かったです。（杉浦） 

・最近はぷらたなすにも様々な活動依頼があり、皆様に相談支援事業所の活動を知って頂く機会が増えているのだと感じま

す。これからも地域の皆様の生活を応援させていただけるよう活動していきたいと思います。（眞口） 

・今回、『じゃんだらにぃ』の記事作成では、さまざまな方々にご協力していただきました。この記事で『じゃんだらにぃ』

の活動が様々な人たちの想いで行われていることが伝われば幸いです。興味・関心を持たれた方、是非一度『じゃんだらに

ぃ』実行委員会に参加してみてください。お待ちしています。（山本） 

 

事務局より 

Ｅ-JAN ８月～１１月予定

表 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-Zyuq23MYCFQWepgodU1oOkA&url=http://hanafree.seesaa.net/category/7484106-1.html&ei=4fKlVd-kI4W8mgXTtLmACQ&bvm=bv.97653015,d.dGY&psig=AFQjCNGdf06-Cs-iHF7RatQbpFuI0M5rNg&ust=1437025364503758
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-Zyuq23MYCFQWepgodU1oOkA&url=http://hanafree.seesaa.net/category/7484106-1.html&ei=4fKlVd-kI4W8mgXTtLmACQ&bvm=bv.97653015,d.dGY&psig=AFQjCNGdf06-Cs-iHF7RatQbpFuI0M5rNg&ust=1437025364503758
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-Zyuq23MYCFQWepgodU1oOkA&url=http://hanafree.seesaa.net/category/7484106-1.html&ei=4fKlVd-kI4W8mgXTtLmACQ&bvm=bv.97653015,d.dGY&psig=AFQjCNGdf06-Cs-iHF7RatQbpFuI0M5rNg&ust=1437025364503758

