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■ ペアレントメンター活動を円滑に進めていくために■ 

～活動のメリットとデメリットについて～  

自分の家族に発達障害の当事者がいて、何か悩みが生じたとき、打ち明ける相手は様々です。

勿論、適正な診断、投薬の必要性の有無、など、専門家であるドクターへの相談は欠かせない

ものと思われます。また、当事者への対応の仕方などは、相談機関の専門家の、豊かな知識や

経験による助言に大いに助けられることもあるでしょう。しかし、それら専門家の方々は、あ

くまでも当事者のための存在であり、家族故に抱える感情面のフォローは期待できません。「わ

かってはいるけれども、感情がついていかない、間違っていると知りつつ、不適切な対応をし

てしまう」という思いは誰もが一度は味わったことがあるのではないでしょうか。  

 

私事ですが、我が子が思春期の頃、不登校気味になり、同年代の子をもつ親でもある友だち

は落ち込む私に自分の経験を踏まえ、励ましてくれました。成績が悪かったり、素行が悪かっ

たり、親に反抗したり、私たちだって悩んでいる、子育ては同じように難しいものだ、だから

あなたのところも大丈夫、という言葉かけをたくさんもらいました。しかし、何かが違うと思

う気持ちがぬぐい切れませんでした。同じ、「親」という立場ではあるものの、彼女たちと自分

との大きな違いは、「今は大変だけれど、そのうち何とかなる」という漠然とした見通しの有無

なのではないかと思いました。  

 

このようなことを踏まえたとき、当事者の親による家族への支援には、特別な効果があると

考えられます。支援する側と受ける側に共通する経験や思いがあり、同じ立場に立てるという

メリットはとても大きいことでしょう。ままならない思い、ぬぐえない不安など、家族である

がゆえに生じる割り切れない思いを共感することができるからです。こうしたメリットがあり、

ペアレントメンター活動は各地で行われてきました。  

 

ペアレントメンターの活動には以下のような特徴があります。  

 

①同じ障害児・者を育てている親として共感でき、寄り添うことができる。  

②さまざまな子育ての経験を提供できることで、将来の見通しが見えやすくなる。  

③地域の支援のつながりから得られた信頼できる支援者の情報、インターネットや広報には

ない、生きた情報、口コミ情報を伝えることができる。  

 

メンター自身にとっても、活動にはメリットがあります。相談者に笑顔が現れたり、相談後

に感謝を含めた良い報告を受けたりすることによる、やりがいや充実感は格別なものとなり
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ます。また、メンター活動をしている支え合いの輪の中に入っていることも大きなメリット

です。メンター活動をする中で、自身の子どもを見直したり、問題解決のヒントを得たりす

ることもあります。相談を受けている立場でありながら、自身も支えられていると感じるこ

とも多いのではないでしょうか。  

 

一方、ペアレントメンター活動にもリスクはあります。  

例えば、メンターの相談者への共感が強すぎて、お互いに気持ちが高ぶってしまう、相談者

がメンターに対して過度に依存してしまい、メンターが追い詰められてしまう、などの例が

あります。また、メンターの個人的な経験から、偏った情報を提供してしまう可能性なども

あります。  

このように、メンターの活動には大きなメリットとともに無視できないデメリットが存在し

ます。これまで多くの親の会が活動を通じてこのようなメリット、デメリットを感じてきま

した。 

 

こうしたリスクやデメリットを軽減するためには、ペアレントメンターの養成研修、しっか

りした枠組み、運営していくうえで生じた問題を解決する委員会の設置、メンターのフォロ

ーアップ体制などが必要です。これらの実現のためには、相談機関の専門家や行政が、発達

障害者の家族と連携をとりながら家族支援の体制を整えていくことが重要です。こうした視

点から、昨年から始まった東京都のペアレントメンター養成・派遣事業に注目していきたい

と考えます。（Y.S） 

 

＊参考図書 「発達障害の子どもをもつ親が行う親支援」学苑社 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 
 

                               

 

 

 

 

   

～ ミケのつぶやき その 29 <人生 100 年時代 > ～ 

 

「人生 100 年時代」という言葉をよく耳にするにゃあ。英国ロンドンビジネススク

ールのリンダ・グラットン教授が長寿時代の生き方を書いた本  『  LIFE  SHIFT 

（ライフ・シフト） 』の中の言葉。日本では 2007 年に生まれた人が 107 歳まで生

きる確率が 50％あり、老後生活はとても長くなる。寿命が延びてれば、これまでの

80 歳程度のライフコース（教育→仕事→引退）を見直す必要があると語っている。

この本が勧めているのが、ライフシフト＝生き方を変える、人生の再設計。物事の

変化が速いので、今まで得た知識だけでは対応できない、絶えず変化していく事が

大切なんだにゃ。  

人生 100 年時代では、仕事をしている現役時代をより長く充実させた、マルチス

テージという考え方を提案している。仕事は、会社勤め・起業・掛け持つなど様々

な形をとり、旅や留学を経験して幅広い進路を探ったり、再教育を受けてから仕事

に戻ったり、ボランティアもする。様々なステージを行ったり来たりして、80 歳位

まで働くことを勧めている。  

日本老年学会の発表では、平均寿命も健康寿命も延びていて、現在の 65 歳は 20

年前の 55 歳より健康寿命が若いそうにゃ。  

健康年齢＝戸籍年齢－10 歳、精神年齢＝戸籍年齢×0.7 で、ミケも頑張るかにゃ！  
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烏山東風の会＿ 第６回 講演会開催のお知らせ 

演題：『共に元気になるために』 

～さわやかなコミュニケーションを学びましょう～ 

◇講 師 : 高森 信子先生  

教職とアートセラピストを経て、世田谷  心の相談室にカウンセラーとして関わりながら東大 SST

リーダー養成研修会で学び、1989 年より、精神障害者の地域作業所、精神保健福祉センター

のデイケア、各地の家族会など様々な場所で SST リーダーとして活躍されております。 

※SST とは、Social Skills Training（社会生活機能訓練）の略称で、1980 年代に開発された、対

人緊張や対人関係に悩む人たちに効果的な対人関係を可能にすることを目標にした訓練法

の事をいいます。 

 

高森先生は、精神疾患のある方への接し方に特化した研修会を、年間 300 日ほど全国各地で

開催されています。家族のための SST リーダーとして、どんな時、どんな関わり方をすれば効果が

高いのか、基本からわかりやすく楽しくお話してくださいます。 

当事者本人の自己回復力を高めるための接し方と、そのサポート方法について、多くの皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

質問の時間もあります。日頃疑問に思っていることや悩んでいることをお話し下さい。 

◇日 時：３月３１ 日(土) 13：30   受付開始   13：50 主催者挨拶 

14：00～16：30 講演    途中 10 分の休憩あり 

◇会  場：烏山区民センター 3 階 集会室 京王線 千歳烏山駅下車 徒歩１分 

◇参加費：会員のご家族の方＿無料（ご本人の参加も可です） 

会員以外＿資料代 500円（ご家族単位） 

【お申込み】下記を記入の上お申し込みください。    締切 ：３月２６日（月） 

①３月３１日講演会参加申し込み ②お名前／電話番号  他の参加者がいる場合、その方のお名前  

③東風の会会員 /非会員（一般参加）の旨 

◇烏山東風の会ホームページ「お問い合わせコーナー」より http://www.kochinokai.com/ 

◇E メール：kochinokai@softbank.ne.jp 

◇はがき： 〒157-8577 世田谷区北烏山６－１１－１１ 

昭和大学附属烏山病院内  烏山東風の会 

※お問い合わせ：東風の会（080-3009-1200）又は、上記 E-Mail  

 

 
～世話人会 ＱandＡ コーナー～ 

 
お問合せ 東風の会 携帯 080-3009-1200 

 

Ans.50 代から 70 代です。 

当事者がすでに成人ですので私た

ちの年齢も高いです。  

ちなみに私は 70 歳を過ぎてから

の参加ですが、居心地良く、自身

の健康維持にも良いかなと感じて

います。 

年齢をお伺い

してもいいで

すか？ 
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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～  

                                                

 

 

 
  

デイケア写真館 

2018 年 2 月 14 日に昼プロによる「ゆるふわバレンタインタイム」が行われました。

メインイベントのみんなの大好き告白大会では、デイケアメンバーやスタッフの大好

きなものを発表しました。趣味や好きな食べ物、メンバーやスタッフへの気持ちなど、

愛があふれる大会となりました。 

最後には『ハッピーバレンタイン！』の合言葉でチョ 

コをもらえました。デイケア入り口に置いた「大好きの 

木」には、みんなの好きなものを書いたカードを飾って 

います。バレンタイン気分を盛り上げるものになりました。 

全体を通して、みんなの好きなものを知り、意外な一 

面を知るとともに新たな交流のきっかけになりました。 

とても、甘く、楽しいイベントでした！ 

 

■世 話 人 会    3 月 10 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 

     3 月 31 日(土) 午前 11 時～12 時 会報発送が中心 

        烏山区民センター 

■家族相談会       3 月 15 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 

お問合せ：烏山東風の会携帯 080-3009-1200 

kochinokai@softbank.ne.jp 

■烏山東風の会女子会 3 月 10 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 

問合せ：高柳 携帯 090-2565-5030 

■烏山東風の会  第 6 回講演会  

3 月 31 日(土) 烏山区民センター  

                       講師 SST リーダー 高森信子先生  

詳細は 3 ページに記載 

＜大好きの木＞  

＜イベントの様子＞  


