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■ 第４回「烏山東風の会」総会報告■ 
 

 6 月 18 日（土）の第 20 回家族のつどいで、横井英樹先生以下デイケアスタッフ総出による

「デイケア活用法」の講演に続き、第 4 回烏山東風の会総会が開催されました。これまで家族

のつどいは悪天候の場合が多かったのですが、今回は東京都心で 33 度にもなる猛暑の中での

開催で、ご出席の方はお疲れさまでした。   

 

さて、総会には多くの会員が出席され、すべての議決事項が承認されました。以下、概要を

報告いたします。  

 総会の議事は、下斗米敬広報担当役員の司会により進行されました。  

まず高柳健一会長からの挨拶がありました。烏山東風の会主催の講演会を 2 回開くことがで

き、ここまで烏山東風の会を続けて来ることができましたのも、会員の皆様のご協力によるも

ので、深く感謝したいという内容でした。  

 引き続き、烏山病院の家族会としては大先輩であり、50 年以上の歴史がある家族会「あかね

会」の天野副会長からのご挨拶がありました。一つの病院に二つの家族会があるのは珍しいこ

とではないか、ぜひ同じ烏山病院の家族会として協力してさらに進めていこうという内容でし

た。 

 その後、議事に入り、高柳会長から、2015 年度の活動報告がありました。内容は以下の通り

です。 

1. 烏山東風の会主催講演会：第１回は小嶋珠実先生「発達障害のある人の家族のための制度

入門」、参加者 72 名。第 2 回は長谷川千種先生「親亡きあとを考える」参加者 117 名。講

演会には多数のご参加をいただき厚くお礼を申し上げます。なお、本日、長谷川先生の講

演内容の記載されている会報を非会員の方にお配りしました。  

2. 第 17、18、19 回「家族のつどい」開催サポート：2015 年 6 月、10 月、2016 年 3 月に実

施しました。 

3. 図書の貸し出し：6 月より実施、54 冊在庫。本日も貸し出しを実施しています。  

4. あかね会と共催の講演会：岩波明烏山病院長により、10 月に実施。これも内容は会報に掲

載しています。  

5. 月例会の開催：「しゃべり場」年 3 回、前回よりテーマを決めて話し合いを企画。「女子会」

隔月、現在まで 14 回にわたり実施。「家族相談会」原則として毎月実施、21 回になり、会

員以外にも当病院に関わりのある家族の方も来られています。  

6. 会報「からすやまこちのかい」：毎月発行し、会員に郵送しています。  
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7. ホームページの更新：烏山東風の会イベントの掲載や様々な情報のリンク先も示している

ので、参考にしてください。  

8. 世話人会の開催：毎月 2 回、烏山東風の会の活動計画・会報の話合い及び実行致しました。  

 

次に黒田邦夫会計担当役員から、2015 年度の会計報告があり、田熊敏和監事より適正との監

査を受けた旨の説明がありました。ファイリングキャビネットやパソコン、プリンタなどの備

品を整備し、携帯電話も所持することとしたうえで、収支は黒字であったとの報告でした。収

支実績数値は以下の通りです。  

＜「烏山東風の会」会計報告 2015 年 4 月～2016 年 3 月、金額（円）＞  

【収入の部】               【支出の部】  

前年度繰り越し 542,460 会報作成費用  120,324 

2015 年度年会費   721,000 会報印刷費用  72,680 

非会員の家族のつどい参加費     26,500 会報等郵送費用  129,496 

非会員の講演会参加費   11,000 世話人会等の会場費           0 

受取利子       111 ホームページ費用      11,340 

  書籍・資料購入 17,184 

  資料印刷、文房具など 17,311 

  ファイリングキャビネット    88,201 

  パソコン、プリンタ 90,809 

  携帯電話 46,349 

  講演会 114,772 

  会議費    1,026 

  次年度繰り越し    591,579 

収入合計 1,301,071 支出合計  1,301,071 

 

 続いて、2016 年度の「烏山東風の会」新役員について、以下 7 人の選任案が提出され ,紹介

がありました。  

（役職） （氏名）  （役職） （氏名）  （役職） （氏名） 

会長 高柳健一（再任） 広報 内橋良道（再任） 監事 田熊敏和（再任） 

副会長 河口央商（新任） 広報 下斗米敬（再任）   

会計 黒田邦夫（再任） 総務 玉谷正人（再任）   

なお、役員としてではなく世話人として活動されている方も何人かいらっしゃいます。烏山

東風の会は役員だけでなく、世話人、病院スタッフの方々のご協力のもと、ここまで続けて来

ることが出来ましたし、2016 年度はこの役員と世話人で活動を行うことになります。  

 引き続き、2016 年度活動計画及び予算の説明がありました。  

1. 世話人会：毎月 2 回、烏山東風の会の活動内容・方法の話し合い  

2. 家族会通信「からすやまこちのかい」：毎月発行  

3. 烏山東風の会主催講演会：年 2 回 

4. 月例会：「しゃべり場」年 3 回、「女子会」隔月、「家族相談会」毎月、各々開催  

5. 「家族のつどい」開催サポート  
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＜2016 年度予算＞  

【収入の部】               【支出の部】  

前年度繰り越し  591,579 会報作成費用  120,000 

2016 年度年会費 720,000 会報印刷費用  90,000 

非会員の家族のつどい参加費    20,000 会報等郵送費用  130,000 

非会員の講演会参加費  10,000 会報封入・発送準備等協

力謝礼（デイケアの方へ）  

  120,000 

  世話人会等の会場費 10,000 

  ホームページ費用 11,340 

  書籍・資料購入 35,000 

  資料印刷、文房具など  25,000 

  携帯電話  60,000 

  講演会（2 回） 150,000 

  会議費   3,000 

  次年度繰越  587,239 

収入合計 1,341,579 支出合計  1,341,579 

 

最後に、8 月 27 日予定の第 3 回講演会のご案内があり、また 5 月号の会報に世話人会を特

集しましたが、皆様のご都合のつくときの世話人会へのご参加を歓迎する旨のご案内もありま

した。                                   （ＫＫ） 

 

 

 

 

■ 烏山東風の会 第３回講演会「就労支援の現場から」■ 
烏山東風の会では今回、第３回講演会として発達障害者の就労に取り組んでいらっしゃる方

を講演者にお招きして、お話しいただくことを企画いたしました。 

 講演内容は(１)まだ具体的な就労に至っていない方で、今後社会参加していくための心構え

や準備の仕方、(２)具体的に就労活動を行なう際の方法およびそれらへの対応、(３)就労後に

定着していくために―など、さまざまな事例をもとにお話しいただこうと考えております。 

 

■講師：石井京子先生(テスコ・プレミアムサーチ株式会社代表取締役) 

■日時：８月２７日(土)  受付：午後１時３０分  講演：午後２時～午後４時 

■会場：烏山区民センター ３階 集会室／定員：１００名(先着順) 

■お申込み：烏山東風の会 HP http://www.kochinokai.com/「お問い合わせコーナー」より 

①「８月２７日講演会参加申し込み」 ②お名前／電話番号、他の参加者がいらっしゃ

る場合はその方のお名前 ③東風の会会員／非会員(一般参加)の旨。 

■締め切り：８月２０日(月) ※定員に達した場合はお知らせします。  

 

 

 

 

http://www.kochinokai.com/「お問い合わせコーナー」より
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世話人会   ８月 ６日(土) 午後１時３０分～午後５時 

                北烏山地区会館 第１会議室 (世田谷区北烏山 9-25-26) 

※リハビリテーションセンター前に 1時 30分までに集合後、会場に移動します。 

お問い合わせ：烏山東風の会 携帯 080-3009-1200  

kochinokai@softbank.ne.jp 

■家族相談会  ８月の家族相談会はお休みいたします。 

■烏山東風の会 第３回講演会『就労支援の現場から』 

         ８月２７日(土)  受付：午後１時３０分  講演：午後２時～午後４時 

                                烏山区民センター３階 集会室 

定員：100 名(先着順／定員に達した場合はお知らせします) 

※なお詳しくはこの会報３Ｐ目をご覧ください。 

■女子会    ９月２４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 

デイケア写真館 

6 月末に水曜クラブのお出かけで上野動物園に行ってきました！お天気が心配だったの

ですが、雨も降らず、動物園をたくさんめぐって皆で楽しみました。午前中に行ったので

活動している動物が多く、パンダがむしゃむしゃと美味しそうに笹を食べている姿が印象

的でした。動き回るライオンを見ようと、  

皆で協力して走りまわったのは良い思い出 

です。 

ハシビロコウ（ペリカンの仲間？）やタ

テガミオオカミ、エミューなど、各メンバ

ー一押しの動物に会うこともできました。

メンバーに一番人気だったのは、おなかい

っぱいになってぐたぁっと気持ちよさそう

に寝ていたパンダです。夏の楽しい思い出

になりました♪         (S.S.) 

 

mailto:kochinokai@softbank.ne.jp

