
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☃当院を利用されているご家族向けの催し☃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今 月 の 相 談 室 だ よ り の 紙 面 

2ページ 公開講演会「特別講座」ご案内／確定申告・住民税の申告について 

3ページ だよりんの情報広場 「みたかたすけあいワーカーズ こもれび」 

4ページ １月号クロスワードの解答／自立支援医療制度 

心身障害者医療費助成制度（マル障）／編集後記 

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 

参加方法：予約制 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または家族ミーティングの 

「参加方法」より予約フォームへアクセスしてください。） 

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 

※アルコール依存症を除く 

参加方法：予約制（各回定員があります） 当院 2号館 1 階 4 番相談受付窓口に来院、または電話で各担当まで 

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）    

【アルコール家族教育プログラム】 

オンライン（Zoom）開催 

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。 

日時：2 月 5日（土）・19 日（土）10：00～11：10 

※毎月第１・第３土曜日 

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） 

【つながろう 家族のための わわわ会】 

オンライン（Zoom）開催 

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。         

日時：2月 26 日（土）10：00～11：30 

※毎月最終土曜日 

今月のテーマ：『皆が元気で過ごせますように』 

講師：当院看護師 

内容：各回、講義と質疑のみ。懇談（グループ）は 

行いません。 

定員：各回 15名まで  

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。（500 円） 

来月の予定：3/26（土）10：00～11：30 

『いっしょに歩む精神科リハビリテーション』 

 

 

 

 
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）開催 
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。 

日時：2月 26 日（土）14：00～15：00 

（13：45 受付開始）※毎月最終土曜日 

定員：8名まで  

【家族セルフヘルプグループ かけはし】 対面開催 

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。 

日時：2月 12 日（土）14：00～15：00 

※毎月第 2 土曜日 

内容：家族による家族のための相談例会です。 

定員：１０名まで  

令和 4 年 2 月 7 日発行 第 414 号 

 

 

【アルコール家族ミーティング】 

オンライン（Zoom）開催 

ご家族自身の気持ちを整理し、ご本人との関係を見直す

ことを目的としています。ご家族同士のつながりのなか

で癒されることを実感していただいています。 

日時：2月 19 日（土）11：15～12：00 

※毎月第 3 土曜日 

アルコール関連 ※ 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 
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統合失調症について 

～統合失調症について詳しく知ろう！～ 

「統合失調症」は、精神疾患の中でも代表的な病気です。今回の公開講演会では、山梨大学医学部 

精神神経医学講座の鈴木健文先生をお招きし、統合失調症に関する様々なトピックについて、基本的 

なところから最新の知見まで、医師の立場からできるだけわかりやすく解説していただきたいと思い 

ます。 

当事者の方やご家族の方、支援者または精神疾患に関心をお持ちの方などのご参加をお待ちしてい 

ます。ぜひお気軽にご参加ください。 

 

講 師：鈴木健文先生 （山梨大学医学部 精神神経医学講座 教授） 

日時：2022 年 3 月 5 日（土）10 時～12 時 

参加方法：ZOOMによるオンライン形式（インターネット環境必須） 

申し込み方法：＊メールでのお申込みのみ受け付けいたします 

件名に「市民講座」と入力 本文に①申込者氏名（フルネーム）、②電話番号  

を入力の上、メールでお申し込みください。抽選申し込みは 1名につき、1回です。 

申し込みメールアドレス：syomu@inokashira-hp.or.jp 

申し込み締め切り：2月 22日 

抽選結果：当選の合否に関わらず、ご連絡頂いたメールアドレスに 2月末までに通知いたします。 

 

お問い合わせ：公益財団法人 井之頭病院 公開講演会 事務局 

電話 0422－44－5331（平日 9時～17 時） 

申告の期間：令和 4 年 2 月 16 日（水）～3 月 15 日（火） 

申請する場所：確定申告は税務署、住民税はお住まいの市区町村役所へ 

 

治療費、薬代、入院中の食事、通院交通費（対象外のものあり）、6ヵ月以上寝たきりの方のオムツ代（医師

の使用証明書が必要）などは医療費控除の対象になります。収入と所得控除などの申告は税額の決定の他、国

民健康保険税（料）や介護保険料などの算定や福祉関連手当などの判定、課税（非課税）証明書の交付にも必

要です。課税対象になる収入がない方でも、非課税証明書の発行や国民健康保険税の減額などのために住民税

の申告が必要です。 

限度額適用認定証の区分決定にも関わります。住民税の申告をしないと「上位所得」となり、医療費の自己

負担限度額が高額になりますのでご注意ください。 

 住民税の申告は、郵送や市政窓口、出張所等での提出を受け付けている場合もあります。新型コロナウィル

ス感染症対策をした受付方法を各自治体が行っていますので、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。 

確定申告・住民税の申告の時期です 

第 69 回 公開講演会「特別講座」開催のお知らせ 

定員 50名 

（抽選） 

参加費無料 

お手続きは

お忘れなく！ 

mailto:syomu@inokashira-hp.or.jp
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今回は、『みたかたすけあいワーカーズ こもれび』島田様にご寄稿いただきました！ 

みたかたすけあいワーカーズ こもれびとは？ 

住み慣れた三鷹で、安心して暮らし続けるというワーカーズ理念のもと生活の中で 

培ってきた能力を、地域に生かしたいというメンバーが働き手で経営者であるという 

ワーカーズコレクティブ★1として活動しています。     

 

 

 

☆ACTつながるケア （自立援助サービス）： 家事援助・子育て支援 

☆訪問介護事業 ： 掃除、買い物、調理、洗濯、通院介助、排泄介助、入浴介助、体位交換、 

 食事の介助等、日常生活上の支援 

☆障がい福祉サービス ： 障害者自立支援法による障がい福祉サービス 

☆相談事業： 内外の相談を受けています。 

☆居場所事業 （ひだまり） ： 健康麻雀 他 

☆事業所内保育 ： メンバーのお子さんの保育をします。 

☆三鷹市委託事業 

【ほっと・サークル】 介護予防を目的にした三鷹市生きがい活動支援事業。おおむね６５歳以上

の方と外出や趣味活動（ハンドベル、コーラス、歌声喫茶、フラダンス、その他）を行っています。 

広報みたかで随時お知らせをしていますのでご覧下さい。 

【ひとり親ホームヘルプサービス】 三鷹市ひとり親ホームヘルプサービス事業によるヘルパー派遣 

【移動支援】 三鷹市移動支援事業によるヘルパー派遣 

☆保育事業 

【家庭的保育室 もこもこ】 3才になるまでのお子さんの少人数保育をしています。 

【家庭的グループ保育室 イデオ】 3才になるまでのお子さんの少人数保育をしています。 

 

ACTつながるケアとは？ 

生活クラブ生協・東京のたすけあいをすすめる運動から生まれ、地域でたすけあいのしくみづくりを 

している「NPO法人 アビリティクラブたすけあい略称 ACT」と連携し行っている自立援助サービスです。 

訪問介護員は利用者の立場に立ち能力に応じた介護及び生活全般の支援を行います。 

ご利用には『こもれび事務所（下記）』にお電話ください。担当コーディネーターが伺い説明いたします。 

 

郵便番号  ： １８１－００１２ 

新住所   ： 三鷹市上連雀９－１－２１ 

                             電 話    ： ０４２２－４２－４４６9 

                             Ｅ－ｍail   ： act12comorebi@jcom.zaq.ne.jp 

                    ホームページ ： https//mitaka-comorebi.jimdo.com 

月～金 9:00～17:00／土 13:00～17:00／日･祝は休 

 

２０２２年２月に事務所移転します！！      ☆☆☆メンバー募集☆☆☆ 

（コモディイイダ三鷹店 目の前！）   まずはお電話ください 質問にもお答えします 

事業内容 

 

三鷹市社会福祉事業団 
3 

★1 ワーカーズコレクティブ: 地域の住民が共同で出資し、

全員が対等な立場で、経営に参加しながら、地域社会に必要

なものやサービスを提供する事業体。営利を第一目的とせ

ず、地域社会に貢献する事業を行う。     【出典】goo辞典 
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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 5,５00円です。お住まいの自治体によって、独自に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。 

 

相談室だより 413 号 
新春クロスワードパズル こたえ 

 

  

 

  

    

 

 
  

 

だよりん 

正解は･･･「かざぐるま」でした！ 

編集後記：2 月なので豆まきをして、鬼（コロナ）退治をしましょう！（お、ま） 
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