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■デイケア紹介■ 

今回はデイケアの簡単なご紹介とスタッフの紹介をしたいと思います。まず初めに用語を整

理しますと、リハビリテーションセンターというのが烏山病院の中央棟北側の 1，2 階部分の

施設名です。そこで行っている精神科リハビリテーションのプログラムがデイケア（6 時間）

とショートケア（3 時間）です。そもそも精神科のデイケアは精神疾患を持つ方の社会復帰を

お手伝いするリハビリテーションプログラムとして発展してきました。烏山病院では発達障害

の方の受け入れを開始する少し前から、機能別プログラムを導入し、利用するメンバーの目的

に合わせたコース設定を行っています。デイケアプログラムは大きく 3 つに分かれています。

生活のリズム作りや仲間づくり、生活力向上を目的にした「生活支援（A）コース」、就労に向

けた準備やスキルを身につける「就労準備（B）コース」、ASD（自閉症スペクトラム）や ADHD
（注意欠如多動性障害）に特化した「発達障害専門プログラム」の 3 つです。それぞれのプロ

グラムの詳細は割愛しますが、５月に改定したばかりのプログラム表（添付資料）を参考にし

ていただければと思います。             （デイケア運営責任者：横井） 
 

●デイケアスタッフ紹介 

デイケアには現在常勤、非常勤合わせて 15 名のスタッフが関わっています。各スタッフか

ら一言ずつご挨拶をさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。  
①職種（性格傾向？）、②いつからデイケアに、③デイケア担当業務、④趣味など一言 

  

   

大岡 由理子 
①看護師（ADHD 弱い傾向） 
②平成 24 年度から 
③A コースの調理、B コースの認知行動療法と木曜クラブ、

土曜クラブを担当。「明るく楽しく元気に」をモットーにし

ています。 
④旅行やスポーツ観戦、出掛ける事です。一人一人のメンバ

ーとなるべく関わることができるよう、コミュニケーション

を大切にしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

宮田 賢 
①看護師（ASD 傾向？） 
②平成 27 年 4 月から 
③A コースのみんなの体

操、ガーデニング、散

歩、B コースの就労準

備、土曜クラブなどを

担当しています。 
④野球観戦や旅行 

福島 真由 
①看護師（ADHD 傾向）

②平成 21 年度 
③認知行動療法などの就

労準備コースと木曜ク

ラブ（サーズデイ）担当。

④マンガ。最近は東村ア

キ子をよく読みます。  

石川 幾子 
①看護師（ADHD 傾向）  
②平成 21 年 3 月から 
③デイケアでは主に A コース（生活支援）、土曜クラブを担当

してます。調理や女子会プログラム等、楽しく、日々の生活

にも役立つ、充実感のあるプログラムを目指しています。 
④和洋問わず、古いものがたまらなく好きで、見たり買った

りすること。岐阜県に開館したモザイクタイルミュージアム

が気になっています。  
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花田 亜沙美 
①作業療法士（ASD 傾向） 
②平成 24 年度から 
③A コースの手工芸、軽スポーツ、陶芸、B
コースのパソコン講座、土曜クラブ 

④趣味は（最近できてませんが…）着物で

出掛けることです。いろいろな柄や色の組

み合わせを考えてコーディネートするの

は楽しいです。着付けが上手くいくと嬉し

いですが、なかなか難しいです… 

霜山 祥子 
①臨床心理士（ASD+ADHD 傾向） 
②平成 27 年度から 
③B コースのプロジェクト K、水曜クラブ

と ADHD グループに関わらせていただい

てます。 
④趣味は、海や山に行くことです。昔はヨ

ットに乗っていました。学ばせていただく

ことが多いかと思いますが、どうぞよろし

くお願い致します。  

川畑 啓 
①作業療法士（ASD+ADHD 傾向） 
②平成 26 年度から 
③A コースの談話、B コースのプロジェクト K
やパソコン講座、水曜クラブ・土曜クラブ等 

④野球観戦や喫茶店巡りです。まだまだ慣れな

いこともあると思いますが、よろしくお願い

します。 

小峰 洋子 
①臨床心理士（ASD 傾向） 
②平成 25 年度から 
③B コースの大人の作法、土曜クラブとADHD グループ、研究補助 
④趣味は料理です…と言えるよう日々

練習中。苦手が好きになり楽しく料理

ができるようになりたいと思います。 

月間 紗也 
①臨床心理士（ADHD 傾向） 
②平成 25 年度から 
③土曜クラブ 
④普段は別の職場ですが、時々お邪魔してます。 

五十嵐 美紀 
①精神保健福祉士

（ADHD 傾向？） 
②平成 20 年から 
③現在育休中 

内田 侑里香 
①臨床心理士（ASD 傾向） 
②平成 25 年から 
③土曜クラブ、研究補助  
④お菓子作りが好きで、フルーツタルトや

チーズケーキをよく作ります。今年度は

デイケアに関わる機会が減ってしまって

とてもさみしいですが、どうぞよろしく

お願い致します。 

橋本 望 
①臨床心理士修行中（ADHD 傾向） 
②平成 28 年度から 
③AB コース共通の昼のプログラム「アー

トタイム」、土曜クラブと研究補助を担当

してます。 
④趣味はお散歩です。自然豊かな場所を歩

くことが好きです。まだまだ心理士修行

中ですが、どうぞよろしくお願いします。 

佐藤 さち子 
①看護助手（定型発達）  
②平成 21 年から 
③デイケアの受付で電話対応等の業務をさせて

いただいています。  
④休みの時は趣味の読書、親の介護、愛猫と遊ぶ

などしてリフレッシュしています。よろしくお

願い致します。 

藤井 とし子 
①福祉相談員（定型発達）  
②平成 27 年から 
③生活上の困り事等の問題解決に向

けた対応や情報提供をしています。 
④スポーツクラブで水泳や水中歩行 

横井 英樹 
①臨床心理士（ASD 傾向＋先延ばし） 
②平成 18 年から 
③デイケア運営責任者、ADHD グループ、就労支援、プログラム開発のた

めの研究など 
④趣味はドライブ、ギター演奏。先月から万歩計を持ち始めたのを機に、

電車通勤に変えて目標 1 日 8000 歩。発達障害を持つ方の魅力に取りつか

れ、気が付けばデイケア在籍 10 年。今後もよろしくお願い申し上げます。 
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～ミケのつぶやき その 20 <ケア>～ 

病人や高齢者の介護・子育てなどのケア(必要とする人への手助け)は、1990 年代

の初めまで、主に家庭で女性が提供する無償労働だったにゃ。しかし、核家族化・

少子化により家族が小規模化し、高齢者・未婚者による単独世帯や夫婦共稼ぎ世帯

が増え、家庭内で誰かがケアに専念する事が難しくなっている。 
こうして家庭内の無償労働であったケアは、労働としてのケアへと変化してき

た。子供をあずける保育園・高齢者の施設が足りないと、よくニュースで聞くにゃ。

保育・介護関係の仕事は、大変なのに賃金が低いと言われているが、ケアは、家庭

内の無償労働が当然であったことと関係しているのだろうか？ 
皆さんは、どう思うかにゃ？  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■烏山東風の会 ホームページ■ 

烏山東風の会ホームページは随時 
更新しております。  
どうぞ、ご活用ください。  
ホームページ URL：

http://www.kochinokai.com 
会員専用ページは、パスワード  
”karasuyama10”で入室できます。 

 

■世話人会メンバー募集中です！！■ 

◇世話人会活動に関心があり、参加していただける方を募集中です。 

◇平成２３年からの準備・創設メンバーであった方を含めて、これ

までの世話人会活動に携わってこられた方々が、それぞれのやむ

を得ない諸事情から手を引かれることになり、今後の世話人会、

ひいては家族会「烏山東風の会」の円滑な運営が危ぶまれる状態

です。どなたかお力添えいただける方を募っています。 

◇月１回の会報発行、ホームページの運営、「家族のつどい」の開催、

「女子会(母親同士の懇談会)」「家族相談会」「しゃべり場」の開催が、世話人会の主な活動

です。烏山病院の協力を得て会員への情報提供や、会員相互の情報交換と相互扶助を目的に

しています。 

◇こうした世話人会の活動に賛同され、関心のある方は一度世話人会をのぞいてみてください。

今年より会の運営に関する話し合いの前に約１時間程度、親の悩み、近況報告、最近の話題

などお互いの情報交換を行なっています。世話人会では、勉強会も計画しています。 

◇世話人会の開催日は会報、ホームページに掲載しています。ホームページの問い合わせコー

ナーからも、気軽にご連絡ください。なお、当日の飛び入り参加も歓迎です。 

◇お問い合わせ先：烏山東風の会 携帯 080-3009-1200   kochinokai@softbank.ne.jp 
(烏山東風の会会長 高柳健一) 
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■ 「烏山東風の会」今後のスケジュール■ 

～何でもお話下さい。心の壁紙の色と模様を替えてみませんか～ 

■会費振込のお願い■ 

この会報誌は「烏山東風の会」に入会している方にお配りしています。４月より新しい年度

になりましたので、新年度の会費につきまして１年分６０００円、または半年分３０００円を

以下のいずれかの銀行口座にお振込みいただくようお願い申し上げます。 

①三菱東京ＵＦＪ銀行 永福町支店 (普) ０１０６５５０ 「烏山東風の会 会計 黒田邦夫」 

②ゆうちょ銀行 記号・番号：１００００－２９５７６５２１ 「烏山東風の会」 

＜ゆうちょ銀行同士の場合に、この記号・番号が使え、振込手数料はかかりません＞ 

お問い合わせ：黒田邦夫 携帯０９０－４１７３－７６０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイケア写真館 

6 月 22 日の生活講座は、メンバーみん

なでゴーヤチャンプルーを作って食べま

した。「ＣＯＯＫ ＤＯ」を使って、切る、

炒める、盛るなど、一人ひとりに役割を

持ってもらって、みんなで協力し合いな

がら作り、美味しくいただきました！ 
包丁を握ったことがなかったり、今まで

料理をほとんどしたことがない、という

メンバーもいましたが、予想していたよ

りも素晴らしい出来栄えで、みんなで口

を揃えて、「美味しい！」と言いながら食

べることが出来て、達成感と笑顔が溢れ

ていました。        （M.K.） 

■世話人会   ７月 ９日(土) 午後１時３０分～午後５時 

７月２３日(土) 午後１時３０分～午後５時 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

■家族相談会  ７月１４日(木) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 発達障害医療研究所セミナー室 

お問い合わせ：烏山東風の会 携帯 080-3009-1200 
            kochinokai@softbank.ne.jp 

                ※８月の家族相談会はお休みいたします。  
■女子会    ７月２３日(土) 午後１時３０分～午後４時３０分 

烏山病院 リハビリテーションセンター 

お問い合わせ：高柳 090-2565-5030 
■烏山東風の会 第３回講演会  『就労支援の現場から』講師；石井京子先生 

８月２７日(土) 午後２時～午後４時 (受付 午後１時３０分) 

烏山区民センター ３階 集会室／定員１００名 
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