
                         平成２８年１０月１５日 
各家族会 会長各位 
                岐阜県精神保健福祉会連合会 
                  理事長 山田偉雄 
 
 早や秋分の日に、日の出が遅く、日の入り早くなってきましたね、また、朝夕など若干

寒さを感じる季節になり、最も過ごしやすい気候になりました。収穫の秋、食欲の秋、行

楽の秋など皆々様にはそれぞれにお忙しくお過ごしのことと拝察いたします。 
 10 月、11 月は福祉関連の大会、研修行事が数多く、重なりあったものまで、分散して欲

しいものですね。 
 なお、下記のように１１月号を送付致します。宜しく。詳しく知りたい項目・パンフ

レット等が有りましたら、連絡下さい。なお、予定を中心に連絡します。各家

族会の定例会、イベント等も載せますよ。例会等で内容を会員に連絡してください。 
  

ぎふかれん情報 １１月号   
 
○第５５回 岐阜県精神保健福祉岐阜県大会（再録） 
期日：平成２８年１０月２６日（水） 
場所：不二羽島文化センター TEL058-393-2231 
 １３：３０～１６：１０ 
・特別講演  講師：夏苅郁子 医師  
   テーマ：「こころの健康を考える～家族・当事者・精神科医の立場から～」 
・私の主張発表・私達の活動報告  
 
 
○第６６回岐阜県社会福祉大会(再録) 
期日：平成２８年１０月２６日（水） 
場所：長良川国際会議場 メインホール「さらさ～ら」 
記念講演：１４：００～ 講師：吉田太一氏 
 「最後まで孤立しないために～遺品整理の現場から学ぶ～」 
 
○みんなねっと三重県大会（全国大会）（再録） 
期日：平成２８年１０月２７日（木）・２８日（金） 
場所：三重県津市 三重県総合文化センター 
 １０月２７日 開会式１２：００ 



 １３：００～ 基調講演「誰でもわかる認知行動療法」 
 １５：４０～ 記念講演「精神科アウトリーチ」～入院に依らない精神医療のために～              
 １８：３０～ 懇親会 津センターパレス（都ホテル）懇親会場が狭くて、２カ所に分 
        かれます。 
        愛知・岐阜・三重県の家族会は、第２会場（第１より小さい会 
       場）になります。 
 １０月２８日 ９：３０～１１：３０ 
 分科会 第１：広げようアウトリーチ 第２：元気な家族会に！ 第３：安心してくら 
     せる社会を目指して   第４：「はじめよう！若者への啓発を」  
     第５：ピアカフェ～みんなでしゃべろう～ 
 １３：３０～１５：３０ 

ピアサミット 松本ハウスさん来る 
 
10 月１１日現在、参加者は、宿泊者 12 名(岐阜市あけぼの会３名、ハウス希望 
４名、中濃わかば２名、青葉の会３名)、当日参加者は 11 名（かけはし岐阜西２名、 
いぶき会４名、東濃さつき会２名、東濃やまなみ会３名）で計 23 名です。 
なお、岐阜市あけぼの会は当日参加者が、また、中濃わかば会では、チームわかば作 
業所＋家族会員がマイクロバスで、翌日のピアサミットに参加します。 
大会実行委員長の 三重県連の山本会長から、東海ブロック内の県として 
は少なすぎると電話での再度の要請がありました。 
当日参加の皆さん是非とも登録ください。参加ください。再来年は、岐 
阜県が甲州・東海ブロックの担当になります(高山市の予定)。 

 
 
 
○親亡き後の問題について の冊子〆切る迫る。（再録） 

（締め切りを １０月末→10 月 26 日に、全国大会があるため） 
 10 月１１日現在、希望冊数は下記の通りです。 
 
 いぶき作業所（長尾）：２０冊、  青葉の会（大下）   ：１０冊 
 いこい会（吉村）  ：１０冊、  岐阜市あけぼの会（服部）：１０冊 
 ぎふかれん・12 月、1 月の研修用（山田）    ：３０冊 
                             計 80 冊 
  12 月の研修会に使用したいので 10 月２６日〆切りとします。 
 
 



○第３４回岐阜県精神保健福祉会研修会 in 岐阜（再録） 

 平成２８年１１月８日（火） 
  各家族会に開催案内チラシと参加者名簿の案内が届いていると思います。 
岐阜家族会会員が一同に会する機会です。ぜひご参加ください。また、近 
隣のお友達をお誘い頂き、皆で盛り上げましょう。昼食等の準備などから、 
申込み期限は１０月１４日（金）１５：００となっております。お早めに。 

   
○共同募金「バッジ・カード・募金」の協力依頼 
 岐阜県共同募金会から、上記募金の要請がありました。岐阜県域近辺の家族会には文書

を回しましたが、他の地域には本文を持って連絡いたします。 
 バッジ、カード（図書カード、クオカード：いずれも 500 円、バッジ）を１，０００円 
 との要請です。 例年の対応は、ぎふかれんから５，０００円分の寄付で図書券をとの

取り計らいがされておりました。服部副理事長と相談し、例年とおり処理としました。な

お、各家族会として、寄付希望がありましたら取りまとめます。所得税対策の減免措置が

とれるそうです。 
 ５，０００円寄付で２，５００円分の図書カードが貰えました。ぎふかれんとして利用

致します。 
 
 
 ご案内の様に、２８年１２月２日と２９年１月１８日の２回に渡り研修会を 
下記のとおり実施致します。是非出席下さい。 
○日本財団助成「精神障害者家族間の支援者の養成研修  
 知識と実技のセット研修プログラム知識と実技の 

セット研修プログラム（第１回目） 
 期 日：平成２８年１２月２日（金） 
 場 所：福祉農業会館 南２会議室 
 参加者：主に電話対応の任にある方、またその可能の 
   ある方、ぎふかれんの理事、監事など、事務担当者、各家族会の電話相 
   談担当者他  ３０名程度 
 プログラム 
  受付：９：３０ 
  開会 １０：００ 
  ○挨拶   
  ○研修会  
   ① １０：３０～１２：００ 



    講 師： 精神科医師 桜庭 泰 先生 
    講 演： 精神疾患について  
    質 問： ２０分程度     
    １２：００～１３：００ 昼食 

 ②１３：００～１４：３０ 
 講 演：各種社会資源について 
 講 師：精神保健福祉士 内木 克治 様 

    質 問：２０分程度 
   
   ③１４：３０～１５：３０ 県下の社会資源 
    司会・まとめ：精神保健福祉士 熊谷 久子 様  
    ア．岐阜県障がい者 福祉の手引き 平成２８年度版の学習 
     ・年金手帳の種類と拾得  障害手帳の種類と拾得  
     ・医療費助成  成年後見人制度の理解 
     ・各事業所の存在調査（主に精神障がい者施設を中心に） 
     ・その他 
    イ．各市町村独自の社会資源：各担当者説明 
      家族会担当範囲の市町村など 
 
 

     
      ○知識と実技のセット研修プログラム知識と実技の 

 セット研修プログラ（第２回目） 
  

 期日：平成２９年１月１８日（水）                 
 場所：福祉農業会館 南２会議室 
  
 受 付   ９：３０～ 
  研修開始 １０：００～１２：３０ 
 Ⅰ 挨拶 
Ⅱ 実技編 

  ○過去の相談事例からの、全員による対応策の検討 
   司会・とりまとめ  熊谷 久子 様 
 Ⅲ その他 
 Ⅳ ぎふかれん事務所で対応可能な電話相談マニュアルの作成 

（研修会後のまとめ） 



 
 
１１月８日の岐阜県大会の資料に、下記の案内文を入れます。当連合会・各家

族会及び電話相談事業の紹介をしたいと思っています。ぎふかれん（県家連）

の相談電話と各家族会・事業所の電話の連携をと思っています。一部了解なし

に事業所・自宅または携帯番号を入れております。問題がありましたら至急連

絡下さい。 
 
特定非営利活動法人 岐阜県精神保健福祉会連合会（県家連）の案内 
県家連は、岐阜県内の精神障害者及びその家族会のネットワークづくりを推進

し、研修会等を開催し、精神障害者の精神保健福祉の向上に努めています。 
平成２８年４月現在 

圏域 家族会名 会長名 電話番号 
岐阜県域 岐阜市あけぼの会 服部信子 058-247-6004（自宅） 
 たんぽぽの会 井上俊子 058-383-4698（自宅） 
 かけはし西岐阜 西村憲一 058-277-6113（作業所） 
 いこい会 吉村とみ 090-5872-9736 
西濃圏域 ハウス希望家族会 久保田正司 0584-32-0088（作業所） 

090-3158-3105 
 いぶき会 磯野 0584-74-8980（作業所） 
中濃圏域 中濃わかば会 田中利正 090-1284-7882 

0575-23-4859（チームわかば） 
 白川町やすらぎ会 安田千鶴子 0574-73-1541（自宅） 
 郡上つくし会 青木吉男 090-2610-2409 

0575-88-4910（作業所） 
東濃圏域 東濃やまなみ会 柘植昭和 0573-66-8088（ふきのとう） 

090-8543-0923 
 東濃さつき会 江崎道春 0572-27-3744（作業所「ピュア

ハート姫」・0572-26-9322「ドリ

ームプラザ」 
飛騨圏域 青葉の会 大下恵子 0577-33-3559（自宅） 

0577-35-1559（青空作業所） 
 岐阜県精神保健福

祉会連合会 
山田偉雄 
（理事長） 

058-271-8169(TEL/FAX) 
090-2610-8613 

一人で悩まないで、ぜひ「家族会」をお訪ね下さい。 
 



 家族による家族のための電話相談  県家連は電話相談をしています。 

相談日 ： 火曜日、木曜日（１０時～１５時）  
電 話 ： ０５８－２７１－８１６９      
携帯電話： ０９０－６５８７－８１６９  
〒500-8385 岐阜市下奈良２－２－１ 福祉農業会館３階 
特定非営利活動法人 岐阜県精神保健福祉会連合会 

 
 
 １１・１２月のスケジュール表 
月 日 行     事 場  所 対応者 

10
月 

26 岐阜県社会福祉大会 記念講演 2:00
～ 

長良川国際会議場 
TEL058-296-1200 

希望者 

 26 心の健康フェスティバル 講演会 不二羽島文化センタ

ーTEL058-393-2231  

希望者 

 27 ･

28 
みんなねっと三重大会（全国大会） 三重県総合文化センター 全会員 

11月 ８ 精神保健福祉会研修会 in 岐阜 長良川清流プラザ 
TEL058-233-8121 

全会員 

 13 全国身体障害者グランドゴルフ大会 長良川競技場 山田 

 26 作業所交流会（グランドゴルフ） 
（以下１２月情報で再録します） 

イビデン島グランド 
大垣市島町 
ﾊｳｽ希望久保田会長迄 

各事業所 

 27 映画鑑賞会：むかし Matto の町があっ

た。 
大垣市総合福祉会館 
ﾊｳｽ希望久保田会長迄 

希望者 

12
月 

２ 精神障害者家族間の支援者の養成研修

会（第１回目） 
福祉農業会館 ２階南

会議室 
全理事・各

種役員他 

 ６ 岐阜市あけぼのかい例会 あけぼの会服部会長迄 会員 

 １４ 講演会（桜庭先生を迎えて） 関保健センター 
中濃わかば田中会長迄 

主催：関保

健所 

 
できる限り、予定事業を広報したいと思っています。各家族会での予定事業等、県下家族

会に伝えたい事柄が有りましたら、ＦＡＸ等でご連絡下さい。 


