
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

今 月 の 相 談 室 だ よ り の 紙 面 

2ページ 新春恒例！クロスワードパズル！ 

3ページ だよりんの情報広場 「社会福祉法人にじの会」 

4ページ 地域の催しのご案内「第 16回日本統合失調症学会市民公開講座 だいじょうぶな社会に 

向けて」/自立支援医療制度/心身障害者医療費助成制度（マル障）について/編集後記 
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アルコール家族教育プログラムをオンライン（Zoom）で配信しています！ 
アルコール依存症に関する医師と精神保健福祉士による講義をオンラインで月 2 回配信しています。 

対象：当院を受診したことがある方のご家族、当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族 

日時：第１・３土曜日 10：00～11：00          

内容：第 1週 アルコール依存症とその治療について（担当：医師） 

 第 3 週 アルコール依存症からの回復と社会資源（担当：精神保健福祉士）            

参加方法：予約制となります。参加ご希望の方は当院のホームページよりお申込みください。（トップページよりご来

院の皆様へ→ご家族向け→家族教育プログラムの「参加方法」より応募フォームへアクセスしてください。） 

★アルコール家族ミーティングを１月からオンラインで再開予定です。詳細は当院ホームページをご確認ください。 

詳細や実施状況については 

当院ホームページをご覧ください 

令和 4 年 1 月 5 日発行 第 413 号 

つながろう 家族のための「わわわ会」 オンライン（Zoom）で開催します！ 

統合失調症等の治療や支援、ご本人との付き合い方について一緒に学び合う場です。1クール５回シリーズですが、

どの回からでも参加できます。新型コロナウイルス感染症対策として当面の間はオンラインで開催します。         

対象：当院を受診または当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族（アルコール依存症を除く） 

日時：１月２９日（土）10:00～11:30 今月のテーマ：目で見てわかる「お薬」の話 講師：当院薬剤師 

内容：各回、講義と質疑のみ。懇談（グループ）は行いません。 

参加方法：予約制（各回 15 名まで） 当院 2 号館 1 階 4 番相談受付窓口に来院、または電話で「わわわ会」担当ま

でお申込みください。参加方法をご案内いたします。（☎0422-44-5331代表）    

費用：無料 テキスト（5 回分含）をご希望の方は、相談窓口（4 番）で販売しています。（1 冊 500円） 

今後の予定：★2/26皆が元気で過ごせますように ★3/26いっしょに歩む精神科リハビリテーション 

当院を利用されているご家族向けの催し 

発行：井之頭病院相談室 0422-44-5331（代） 

〒181-8531 三鷹市上連雀 4-14-1 

ＵＲＬ  http://www.inokashira-hp.or.jp 

  
 

  

家族懇談会 オンライン（Zoom）で開催します！ 
ご家族の日頃の悩みや気になっていることについてスタッフも一緒に考える場です。 

ご家族自身の気持ちを話したり、他のご家族の体験談を聞き、その中でご家族自身の気持ちを整理したり、つながり

を感じていただければと思っています。感染対策のため期間限定でオンラインで開催します。 

対象：当院を受診または当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族 

日時：1 月 2９日（土）14：00～15：00（13：45受付開始）※毎月最終土曜日開催 

参加方法：予約制（定員 8 名まで） 当院 2 号館 1 階 4 番相談受付窓口に来院、または電話で「家族懇談会」担当

までお申込みください。参加方法をご案内いたします。（☎0422-44-5331 代表） 

期間限定開催 

家族セルフヘルプグループ『かけはし』（対面）で再開しました！ 

新型コロナウイルス感染症の影響で長らく中止していましたが、感染症対策を行ったうえで再開しました。 

対象：当院を受診したことがある方のご家族、当院の医師や精神保健福祉士による有料相談に来られたご家族 

日時：１月８日（土）14:00～15:00 ＊毎月第 2 土曜日開催 

内容：家族による家族のための相談例会です。 

参加方法：予約制（定員１０名まで） 当院２号館１階４番相談受付窓口に来院、または電話で「かけはし」担当ま

でお申込みください。参加方法をご案内いたします。（☎0422-44-5331代表） 

https://1.bp.blogspot.com/-8UjcOP5NA0k/XobTGin77tI/AAAAAAABYEs/vBfMt0E_BLQBJnyicSdqKyfJFKJlImpGQCNcBGAsYHQ/s1600/flower_mark_ume05_yellow.png
https://1.bp.blogspot.com/-HP4cQcgnJUg/XobTHu444SI/AAAAAAABYE4/E1k6urPq1-kS-KnRgCIfzT4kHoB1mX1iQCNcBGAsYHQ/s1600/flower_mark_ume08_orange.png
https://1.bp.blogspot.com/-8UjcOP5NA0k/XobTGin77tI/AAAAAAABYEs/vBfMt0E_BLQBJnyicSdqKyfJFKJlImpGQCNcBGAsYHQ/s1600/flower_mark_ume05_yellow.png
https://1.bp.blogspot.com/-HP4cQcgnJUg/XobTHu444SI/AAAAAAABYE4/E1k6urPq1-kS-KnRgCIfzT4kHoB1mX1iQCNcBGAsYHQ/s1600/flower_mark_ume08_orange.png
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あけましておめでとうございます！ 

 

 
  

  

    

 

新春クロスワードパズル 

クロスワードパズルのこたえは次号

に掲載いたします♪（A～E を並べ替

えると 5文字の単語になります。） 

 

賀正 

今年も相談室だよりをよろ

しくお願いします♬ 

ご意見・ご感想もお待ちし

ております！ 

  

 

  
 

  

１、買い物になくてはならないアイテム！〇〇バッグ。 

２、スボンを固定する吊りベルト。 

４、〇〇干し、〇〇酒、〇〇ジャムなど様々な食品があ

る。 

５、故事成語のひとつ。「三国志」の一説が由来。目上の

者が目下の者に対して、礼儀を尽くして招き入れよ

うとすること。 

６、紅白の色合い、断面が渦巻模様の縁起物食品で、か

まぼこの一種。 

８、たけのこを乳酸発酵させた加工食品。ラーメンによ

く入っている。 

１２、鷹狩りに使う猟犬を飼育する人。 

１４、国内の切り花出荷量 1位。花言葉は「高貴」、 

「高尚」。 

１５、結晶の粗い砂糖。わたがしの原料。 

１６、アンパンマンに登場するキャラクター。しょくぱ

んまんのことが大好き、〇〇〇ちゃん！ 

１８、大韓民国の首都。 

２０、油〇〇、串〇〇、歌舞伎〇〇などの調理方法。 

 

１、ことわざ「釣った魚に〇〇はやらぬ。」 

３、踊る大捜査線での主人公青島のセリフ。「レインボーブ

リッジ、〇〇〇できません！」 

７、化粧品のこと。 

９、オーストリアの生物学者で遺伝学の創始者。 

１０、ショートパスタの一種。管状になっていて食べやす

い。 

１１、和室の部屋と部屋の境にあり、天井と鴨居の間に設け

られる装飾。 

１２、元プロレスラー、キャッチフレーズは「燃える闘

魂」。アントニオ〇〇〇。 

１３、フランスの伝統的な焼き菓子。外側は焦げ茶色で中身

は黄色。 

１５、1990年代から活躍した女性ボーカルが印象的なアー

ティスト。代表曲は「負けないで」、「揺れる想い」な

ど。 

１７、中央線では各駅停車の次に停まる駅が多い。 

 

１９、アニマル浜口のキャッチフレーズ「○○〇だー！！」 

２１、卵白を泡立てたふわふわのアレ。 

２２、主人公井之頭五郎がおいしいごはんを食べる漫画。

「孤独の○○〇」。 
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「住み慣れた地域の中に障害者が働く場と生活の場を」をモットーに地域にねざした

施設として事業を展開しています。事業内容は以下の通りです。 

・施設入所支援事業「大沢にじの里」・生活介護事業「大沢にじの里」、「にじアート」・就

労継続支援事業 B 型「未来工房にじ」・就労継続支援事業 A 型・就労移行支援事業・就

労定着支援事業「ワークショップハーモニー」、「ハーモニーガーデン」（イタリアンレス

トラン）・共同生活援助事業「ケアホームにじ」「ケアホームにじの森」「グループホーム

にじの空」・相談支援事業「にじネット」「にじアート」・放課後等デイサービス「にじアート」 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

雇用型及び工賃型での就労の場を障害者に提供し、技術能力・知識の向上と社会生活力の習得を進め、労働収入

の確保と社会参加を支援します。生地から仕込む焼き立てパン、国産丸大豆のお豆富、ドイツ製法のスモーク品、

手作りのお惣菜・お弁当の 4つの工房と喫茶＆ショップ大沢ハーモニー・本場のナポリピッツアのイタリアンレ

ストラン（ハーモニーガーデン）の 2つのお店の経営をしています。 

 

 

 

大沢にじの里 にじアート 
ワークショップ 

ハーモニー 

ケアホームにじ 
ケアホームにじの森 

ハーモニーガーデン 

グループホーム

にじの空 

パン工房 豆富工房 スモーク・惣菜工房 ハーモニーガーデン 本格ピザ窯 

就労移行 
パンフレット

QR コード 

ハーモニー地図 

武蔵境通り 

武蔵境方面 

天文台通り 

ハーモニーガーデン 

地図 

だよりんの情報広場 

お問い合わせ：社会福祉法人にじの会 にじアート 

広報担当 坂野健司様 連絡先：0422-43-0727 

３ 

１．社会福祉法人にじの会の事業について 

＜ワークショップハーモニー就労移行支援事業＞ 

＜ワークショップハーモニー・ハーモニーガーデン就労継続支援事業 A 型＞ 

 

２．社会資源としてのにじの会 

知的障害、発達障害、精神障害、高次脳機能障害など一般企業への就職を希望する障害者が、仕事力及び社会生

活力を習得し、自信をもって働き続けられるようになることを支援しています。事業所内外での実習に加え、社

会人として必要なマナーや社会生活力を身につける支援を行います。 

 

   

 

  

 

  

次号は･･･ 
 

 
たすけあいワーカーズこもれび 

今回はにじの会坂野様にご寄稿いただきました！ 

https://1.bp.blogspot.com/-SD2SLEBhKbs/Wm1y1HxnzXI/AAAAAAABJ7w/2wWMAg_JodMxomuStn9QuVMD3OCuUapfwCLcBGAs/s800/snowman_yukidaruma_sandan.png
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「自立支援医療」とは、統合失調症、そううつ病、うつ病、アルコール依存症等について、通院医療の際にかかる

医療費の一部を公費で負担する制度です。利用すると、自己負担額は保険診療の 1 割となります（注：登録した医

療機関や薬局、訪問看護ステーションに限ります。なお、当院は院外処方です）。また、対象者の「世帯」の所得

等に応じて 1 ヶ月の自己負担の限度額が設定されており、さらに、都内在住の方は、「世帯」が非課税の場合、申

請により自己負担額がゼロになります。更新は 1 年ごとで、２年に一度診断書が必要になります。当院での診断書

料金は 5,400 円です。お住まいの自治体によって、診断書料金の助成が受けられる場合があります。 

精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方は、申請により「マル障」が利用できます。「マル障」を利用すると、

医療機関での（精神科以外でも）外来・入院にかかる保険診療の自己負担が１割となり、住民税非課税の方は自己

負担が免除となります（ただし、入院中の食事療養費は対象外）。 

*所得が基準額を超える方、生活保護受給中の方、６５歳までに手帳の申請をしなかった方は対象外です。 

 

日時：2022 年３月 21 日（月・祝） 18：00 ～ 20：00 

方法：Zoomウェビナーによるオンライン開催 

参加：無料 ※事前予約が必要です 

司会 笠井清登（東京大学精神医学）    座談会 村井俊哉（京都大学精神医学） 

講演 村井俊哉（京都大学精神医学）        川村敏明＆ 

   川村敏明＆                 浦河ひがし町診療所のみなさま 

   浦河ひがし町診療所のみなさま        山田悠平（精神障害当事者会ポルケ） 

 

 

https://jssr16.camphor.jp/lecture 

 

        2022 年 1 月 17 日（月）～2022 年 3 月 21 日（月・祝） 

 

お問い合わせ：第 16 回日本統合失調症学会 運営事務局 有限会社カンファー内 

       jssr16@camphor.jp 

『 統合失調症 』（岩波新書, 2019）、『はじめての精神医学』（ちくまプリマー新書, 2021）の著者としても

知られる村井俊哉さんに、統合失調症についてわかりやすく解説いただきます。次に、べてるの家を生んだ北海

道浦河町を舞台として、障害のあるなしにかかわらず地域でともに暮らすことについて取り組まれている川村敏

明さんをはじめ、浦河ひがし町診療所のみなさまに講演いただきます。 

お二組の講演ののち、山田悠平さんを交えて座談会を行い、「だいじょうぶな社会」について皆さんと一緒に

考えていきます。 

編集後記：正月は「一」に「止」まる（とどまる）月で、一（原点）に止まって（立ち返り）自分自身を見つめ直

す月、という話を聞いたことがあります。「初心忘るべからず」を大切にしていきたいと思います。    （馬） 

 

 

 

事前予約は、以下の第 16 回日本統合失調症学会のウェブサイトから 

参加登録期間 

https://2.bp.blogspot.com/-oRDOotheCCc/U2ssB5l8-zI/AAAAAAAAf9o/fUGTchFL6Wo/s800/yukiusagi.png
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