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布田わくわく歌声ひろば開催します 
 毎年恒例、布田小地域交流事業の第一弾、『布田わくわく歌声ひろば』が今年も開催さ

れます。「懐かしいあの歌も、人気の歌もみんなで楽しく歌いましょう♪」をテーマに笑顔

いっぱいになる企画です。 

 こころセンター合唱部も出演

します。皆さんお誘いあわせの

うえ、ぜひお越しください。 

日時：令和元年６月29日（土）１３：３０～１５：３０ 

場所：調布市こころの健康支援センター２階 こかげ    参加費：無料  申込み：不要 

内容：ピアノの生演奏にあわせて皆で歌います。参加される方にはお茶・飴をさしあげて 

     います。（お茶や飴の数には限りがありますので、ご了承ください） 

問い合わせ：調布市こころの健康支援センター  電話 ０４２（４９０）8166 

 

調布市こころの健康支援センター 広報誌 

企業の担当者から障害者雇用の取り組みについて、当事者から就労の継続につい

ての体験談をうかがいます。障がいのある方が企業で働くために大切なことや、企業・

支援機関がどのように関わっているかを知ることができる機会です。 

それぞれの立場の話を聞くことで、企業就労について考えるきっかけにしませんか？ 

 

   日 時：令和元年7月６日（土）14：00～16：00（開場13：30） 

   場 所：調布市こころの健康支援センター ２階 こかげ 

   講 師：テクノプロ・ホールディングス株式会社 倉田 譲氏 

   内 容：基調講演、当事者による就労体験談 

         クロストーク（企業担当者、ライズのメンバー）  

   定 員：80名（申込み順）        参加費：無料     

   申込み：電話 042(490)8166  ＦＡＸ 042(490)8167 

 

   ※翌月8月3日にも発達障がいに関する講演会を開催します。 

     詳しくは5面をご覧ください。  

調布市こころセンター 

発行日 2019年6月1日 

隔月発行 CoCoだより 
 ５月１日から新元号の令和となりました。皆さんは新しい元号にもう慣れまし

たか？ＣｏＣｏだよりも７０号を迎え、令和元年を機にデザインを一新しました！

文面に利用する文字も、「読みやすい」とされるユニバーサルデザインフォント

に統一しました。 

 これからもより一層、皆さんに親しんでいただけるような紙面づくりをしてい

きたいと思います。新しいＣｏＣｏだよりをよろしくお願いします！ 

１ 

第70号 



 

 

書道(毛筆)のご案内 
 毎月第２月曜の午後、おしゃべりしながら、または、

黙々と集中しながら、各自のペースで書道を楽しん

でいます。 

 季節の言葉など、好きな文字を書き、自分の想いを

表現します。バランスの良い字が書けるように練習

し、先生がやさしく指導してくれます。気持ちが落ち

着き、集中力を養うことができると好評です。 

 書道の道具や半紙などすべて用意してお待ちして

いますので、汚れてもいい服装（エプロン持参も可）

でお越しください。 

  日時：6月１０日・7月8日（月）13：30～15：00 

プログラムのお知らせ・ご案内 

 ６月29日（土）に、こころの健康支援センター本

館2階で、「布田わくわく歌声ひろば」が 開催さ

れます。菊池リカ先生ご指導のもと、毎月2回活動

している合唱部も参加します。 

 当日は練習曲の中から2曲を披露します。最後

に、会場にお越しの皆さまと一緒に「世界に一つ

だけの花」を歌います。 

    ♪合唱部への参加者も募集しています♪ 

合唱部よりお知らせ 

２ 

毎月第4金曜日の午前中に実施しています。

これから就職を目指している方、現在就職活動

中の方など、どなたでも参加いただけます。テー

マは毎回異なり、5月は「働くこととは？」という内

容で実施しました。 

カウンターにチラシがありますので、ご覧いただ

き、興味があればお気軽にお申込みください。  

 

日時：6月28日(金) 今の生活を振り返る 

     7月2６日(金) 自分の強み＆弱みを知る     

              いずれも10：００～12：００ 

就労準備プログラムのお知らせ 

ママカフェ「たんぽぽ」のお知らせ 

今回は夏にぴったりのバナナスムージーを作

ります。おいしいスムージーを飲みながら、子育

てや家事に関する悩みを共有する茶話会を行

います。前回同様、子ども家庭支援センターす

こやかの花山氏のミニ講座もあります。 

 日時：7月12日(金)10：００～11：30 

 対象：こころセンター利用者で小学生以下の  

      お子さんを育てている母親 

 ボランティアさんにご協力いただき、畑を耕しまし

た。今年もじゃがいも、さつまいも、みょうが、ねぎ、

綿を畑で育てます。苗の植え付けや、畑の手入れ、

収穫など畑のイベント情報を、CoCoだよりや、デイ

ルームにてお知らせしていきます。 

 畑の野菜を一緒に育て、収穫しませんか？ 

お気軽にご参加ください。 

畑
の
お
知
ら
せ 

今
年
も
や
り
ま
す
！ 

テキスト形式SSTのご案内 

  毎年3クール行っているテキスト形式SSTを今年も実

施します。こういうときにどういう風に言ったらいんだろ

う、あの言い方でよかったのかな？等、日常のなかで

伝え方に困ったり迷ったりされることはありませんか？ 

 今回は以下の３つをテーマに、それぞれ具体的な場

面を設定し、伝え方言い方を練習します。お互いのよ

いところを誉めあって、自信につなげるプログラムで

す。 

日時：6月14日(金) 「質問をする(分からないこと、確認 

                   したいこと、疑問に思ったこと等）」 

       21日(金)「電話で自分の要望を伝える」 

           28日（金）「ストレスな話題に対処する」 

       いずれも10:00～12:00 

      参加を希望される方は担当までご相談ください。 



 

 

ミント 毎週火・木曜日 10：0０～12：0０ 

 5月14日、スポーツのプログラムで多摩障害者スポーツセンターに行ってきました。普段はセンター

内でできることばかりをやっているのですが、体育館を借りられることもあり、広く高くできることとして

ショートテニスを今回選ばせていただきました。皆さんが体を動かして楽しく参加してくださいまして、次

回以降への意欲がまた湧いてきました。ミーティングからスポーツ当日まで、次も頑張りたいと思います。 

                                                                         Oさんより 

グループワーク 

  ・ボランティアクラブからの報告 

ラベンダー 毎週火曜日 1３：３０～1５：３０ 

 5月7日に樹脂粘土を使って食品サンプルを作りました。私は陶器に入れたおにぎりを作ったのです

が、色をつけるのが難しかったです。他の人は蕎麦を作ったり、パン、パスタ、お寿司などを作っていま

した。初めての体験で楽しかったです。                                        Mさんより 

タイム 毎週水曜日 10：0０～1２：００ 

 5月15日に、スポーツプログラムでバドミントンなどをやりました。タイムでは初めてのプログラムで、

皆さん楽しまれていました。自分もドッチビー・バドミントン・凧あげをして楽しめました。 

もうすぐ卒業かと思うと、寂しい気もしました。                                 Kさんより  

ジャスミン 毎週木曜日 10：0０～1２：００ 

  私がこちらに通うようになって１０ヶ月が経とうとしています。はじめはプログラムをこなすので精一杯

でしたが、最近ではジャスミンの皆さんとお昼を食べるのが楽しみになっています。今でも覚えているの

が、私が初めて入った時、皆さんがとても素敵な笑顔で迎えてくれた事でした。卒業される方がいたり

寂しかったりもしますが、新しい方が入ってきた時に私も笑顔であいさつをしたいと思います。 

  Ｓさんより 

ユーカリ 毎週金曜日 1３：３０～1５：３０ 

2ヶ月に1度の車いす修理は、台数をこなすごとにコツを覚えていき、はじめのころよりスピーディー

にできるようになった。また別の日には、みんなでデイルームをキレイに清掃した。このようなプログラ

ムは、みんなで協力しあって何かをやり遂げられるのが良い。 

Aさんより 

ボランティアクラブ 毎月第4月曜日 1３：0０～14：0０ 

木洩れ陽サロンに参加しているボランティアさんたちも引き続き参加され、和やかな雰囲

気で活動しています。主な活動内容は、使用済み切っていの仕分け作業です。きれいに 

はがして分別した切手は、ボランティアコーナーに寄付して換金されます。その売り上げ金

は、調布のボランティア市民活動を資金とつながりで援助する、えんがわファンドの財源と

して活用されます。作業内容は簡単ですので、木洩れ陽サロンとともに参加をお待ちして

います。 
３ 



 

 

 

◇就労ＳＳＴ 6月1日（土）、8月3日（土）14：00～16：00 別館デイルーム 申込制 

   「就労場面でのコミュニケーション」というテーマで、SSTを行います。参加希望の方は事前に担当職

員へご相談ください。テーマについての課題を絞って、臨んでいただくことで自分自身に必要なコミュニ

ケーションスキルを身に付けることが出来ます。ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

◇音楽鑑賞プログラム 6月22日（土）14:00～16:00 別館デイルーム 申込不要 

   昨年、好評だった音楽鑑賞を今年も実施します。自分の好きな音楽を持参し、その音楽への思い入れ 

を語り、みんなで聴くプログラムです。ジャンルは問いません！ただし、再生するのは一人一曲までです！現

在流行っている曲や昔好きだった曲など、ぜひみんなに聴いてほしい！という曲をお持ちください。（CD、

MD、ウォークマン、iPod、iPhoneなどが再生可能です。） 

 

◇ライズ勉強会 ７月２７日（土）14：00～16：00  本館１階団体室 申込制 

   生活リズムを整え、健康を維持するには、食事が大きなカギを握っているそうです。どんなものを、どの

ように摂ったらよいのかなど、わかりやすくお話しくださいます。動きやすい服装でどうぞ。 

        講師：伊藤 恵 保健師 

就労支援室ライズからのお知らせ 

４ 

お知らせ 

◆就労講演会終了後の茶話会◆ 

   １面に掲載している、７月６日（土）14:00～16:00の講演会「精神障がい・発達障がいのある方が企

業で働くために」の終了後、企業の担当者とセンター利用者が気軽に、お話ができる時間を作ります。

ぜひ、ご参加下さい。 

     日時：7月６日（土）講演会終了後 16:15～17:00 

     場所：団体室 

     申込み：講演会とは別に、申込みが必要となります。（無料） 

     対象：こころセンターで相談をされている方で、講演会に参加した方。 

                   ※ライズを利用していなくても参加可能です。  

 

◆5月25日（土）おでかけライズ 

   真夏を思わせるような暑い日差しの中、今年の外出先「多摩動物公園」に参加者10名

と職員で行ってきました。高気温に加え、アップダウンがある園内では日頃の運動不足が

たたり、かなり体力を消耗しましたが、所々休憩を挟みながら色々見て回りました。久しぶ

りに動物園に来たという方も多く、コアラやオランウータンに癒されたり、象やサイの大きさ

に驚かされたりしつつ、写真を撮ったりして皆思い思いに楽しんでいた様子でした。 

 

 1年に1度ですが、皆さんとおでかけするというプログラムは希望がある限り続けていき

たいと思っていますので、どこか行きたい所のリクエストがあればぜひ教えてください♪  

報告 

詳しくは各プログラムのチラシをご覧ください。 



 

 

 

こころセンタートピックス 

５ 

家族学習会のお知らせと報告  
対象：センター利用者のご家族・かささぎ会会員 

 家族学習会第1回を4月25日(木)に行いました。テーマは

「精神障がい、発達障がいのある方の地域生活を支える ～

訪問看護について～ 」でした。ウィズユー訪問看護ステー

ションの輿那覇五重氏より、訪問看護の利用方法等、説明を

していただきました。講義の後の輿那覇氏を交えた交流会

では、日頃気になっていることを直接聞くことのできるよい時

間となったようでした。 

＊今後の家族学習会の予定(いずれも1４：０0～1６：０0) 

 6月7月の家族学習会では、精神障がい、発達障がいのある

方の生活を支える制度をテーマとして実施いたします。 

  6月27日(木)「成年後見制度と地域福祉権利擁護事業 

                       について」 
           講師：調布市福祉総務課 職員 

                調布社協地域福祉権利擁護センター職員 

  7月25日(木)「 」 

            講師：調布市障害福祉課職員

調布市生活福祉課職員 

 ご希望されるご家族にはチラシを送付いたします。 

相談担当までご連絡ください。 

発達障害支援事業「ぽぽむ」より 
 

講演会のお知らせ 
  毎年、調布市こころの健康支援センターでは発達障が

いに関する普及・啓発講演を行っています。毎年様々な

先生に登壇いただき、様々な角度から発達障がいについ

て知り、学ぶことのできる講演会としてご好評をいただい

ております。 

 今年の講演会では白百合女子大学にて発達行動小児

科学を専門として教鞭を取っていらっしゃる宮本信也先

生をお招きし、8月3日午後に講演会を行います。 

 タイトルは未定ですが、決まり次第またチラシやホーム

ページ等でお知らせいたします。 
 

  日時：令和元年８月３日（土）14時開始予定 

      ※講演のほかに、発達障害者支援事業ぽぽ 

        むの事業紹介の時間もあります。 

場所：調布市こころの健康支援センター ２階こかげ 

定員：８０名  参加費：無料  

申込み：電話  042(490)8166 

         FAX 042(490)8167 

シルバー人材センター派遣員さん・清掃員さんのご紹介 
  こころの健康支援センターの、来館時の受付などの業務を行っているシルバー人材センターからの派遣員さんは、今 

年度も、永谷
ながや

さん、中野
なかの

さん、山
やま

﨑
ざき

さん、熊谷
くまがい

さん、蒲谷
かばや

さんの5名の方が務められます。また、清掃員は今年も西谷
に し や

さん

が務めてくださいます。笑顔の素敵な皆さんに支えられているこころセンターです。シルバー派遣員の皆さん、西谷さん、

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

こころセンターの職員に新たな

仲間が加わりました。 

新任職員からのご挨拶です。 

4月に入職しました鄭です。センターのバラ

エティに富んだプログラムをみなさんと一緒

に楽しませてもらっています。まだわからない

ことばかりですが、居心地のいい場所づくり

のお手伝いをこれから頑張っていきたいで

す。映画鑑賞、ラジオ、旅行が好きです。どう

ぞよろしくお願いします。        

生活支援係 鄭 梨香
ちょん  りひゃん

 

３月から事務を担当することになりました古

賀です。たまに行くハイキングで健康維持を

はかりつつも、食べるのが大好きなのでいつ

も痩せることを目標にしています。こんな私で

すが、皆さんとコミュニケーションを取りなが

ら地道に事務作業に取り組みたいと思って

います。どうぞよろしくお願いします。    

              生活支援係 古賀 貴代美 
こ が  き よ み  

 

４月からこころの健康支援センターに異動して

まいりました川原です。３月までは地域福祉

コーディネーターとして制度の狭間の相談を受

けたり、住民主体の居場所づくりなどの取り組

みを行ってきました。ライズでは就労について

皆さんと一緒に考え、並走できるよう頑張りま

す。最近のマイブームはバターコーヒーです。  

                    就労支援係 川原 泉
かわはら いずみ

 



 

 

         ひだまりサロンとは・・・・ 
住み慣れた地域で、お互いに助け合い安心した

生活を送ることができるよう交流の場づくりをし

ている事業です。地域のボランティアによって運

営されています。 

調 布 市 内 の 関 係 機 関 を 紹 介 し た り 、 学 習 会 等 の イ ベ ン ト 情 報 を お 届 け し ま す  

ちょうふネットワークひろば 

６ 

「いやしの家」を利用してみませんか？ 

 市からの補助金を受けてかささぎ会が運営している「いやし

の家」をご存知ですか？ 

 「いやしの家」は当事者のご家族が利用できる宿泊施設で

す。家族とのトラブルから一時的にのがれて、ひと時を休息の

ために利用していただけます。テレビを見たり読書したりしての

んびりしてみませんか。キッチン用品も揃っていますし、近くにコ

ンビニもあります。 

 利用料 一人1泊 18:00～翌日9:00の利用 1300円 

                            (会員の方は1000円) 

            日中のみの利用も可 9：00～12：00 300円 

                                13：00～17：00 500円 

          申込み・問合わせ：尾高☎090(7830)9809 

ひだまりサロン 『木洩れ陽』 
 毎月第２金曜日と第４月曜日に開催しています。ボラン

ティアが野菜たっぷり具沢山のお味噌汁を用意します。 

お昼ご飯を持参して、おいしいお味噌汁と 

ともに楽しい時間を過ごしませんか？ 

日時：6月14日（金）、6月24日（月）  

        7月12日（金）、7月22日（月） 

           いずれも１２：00～１３：00 

 

場所：調布市こころの健康支援センター別館１階 

対象：こころの健康支援センターの利用者どなたでも可   

参加費：無料   

         グループなごみ茶屋 
心の病気のある方が地域の中で、自然に生活していくた

めの支援を目的とし、当事者の方が気楽に立ち寄り、ほっ

としていただけるようなカフェをめざしています。 

日時：6月１日・１５日（土） 

     7月６日・２０日（土） 

       いずれも13：３０～15：３０  

場所：総合福祉センター4階 茶室 

参加費：50円（健常者の方は１００円） 申込み不要 

＊和室でいっぷくゆらりと、お過ごしください。 

かささぎ会（調布市精神障害者家族会）  

       連絡先 江頭☎042(483)3958  

◆精神障害者家族の相談会・情報交換会です 

 病気のご家族のことで悩みや不安をお持ちの方、一人で

抱え込まず、同じ悩みを持つ者どうしが集まり、悩みを共有

し支え合おうと話し合いの場を持っています。 

 病気や福祉についての知識を深めたり、当事者を支える

家族の対応の仕方についてなどの話し合いをしています。

同じような立場の者どうし、気持ちが分かりあえるというだ

けでこころは軽くなります。会員以外の方でもどなたでもお

気軽においで下さい。 

日時：６月８日(土)・２２日(土)  

     ７月１３日(土)・２７日(土) 

              いずれも13：30～15：30 

    ※７月２７日（土）の相談会・情報交換会には医学相談 

  として、精神科医石山淳一先生がご出席くださいま  

  す。皆様ぜひご参加ください。 

 

場所：調布市こころの健康支援センター団体室 

   ＊申込み不要：当日直接会場にお越しください。 

ひだまりサロン『CoCoオアシス』 

 どなたでも気軽においでいただいて、おしゃべりやゲー

ムなどをして、ひと時を過ごしていただく居場所です。こ

れまでは午前中からのオープンで軽いランチを提供し

てきましたが、ランチの提供はなくなりました。 午後のひ

と時をお茶とお菓子でゆっくりとお過ごしいただき、友達

作りの場として多くの方々に利用していただけることを

願っています。  
日時：6月１日(土)・6月１５日(土) 

        7月6日(土)・7月２０日（土） 

                  いずれも1３：00～1６：00 

         （何時に来るのも帰るのも自由です） 

場所：調布市こころの健康支援センター別館１階 

吉祥寺病院「家族教室」 
 

日時：6月22日(土)13：30～16：30 

                        （13：10より受付） 

内容：統合失調症の基礎的な知識について、医師、 

    薬剤師、精神保健福祉士がそれぞれの立場で 

    講義いたします。 

対象：ご家族様に限らせていただきます。 

参加費:無料 

申込み・問合わせ： 

吉祥寺病院☎042-482-9151（作業療法科 小松） 

色あざやかな花が見られる季節になりました 


