★５/１２（土）にミーティング、５/１９（土）に運営ミーティングをおこなった。
<ミーティング>意見箱に４通の意見が入っていた。
〇事務所前で長く話している人がいるが、長くなるなら相談室で話してもらいたい。

おたより 2018 年 6 月号

〇センターでレンタルサイクル（有料）をおこなってもらえないか。
〇初対面の人から、他の人と話している最中に割り込まれた。
「他の人と話しているので」と断ったが何度も話しかけ

発行：社会福祉法人プシケおおた
かまた生活支援センター
大田区西蒲田４－４－１
相談用℡：５７４７－１６５７
事務用℡：５７００－６７６１
http://www.koujiya-center.com/

られて、怖くもあり困ってしまった。
〇水曜日の午後も開所にして欲しい。代わりに夕食サービスが無くなり、夜まで開所にしておく必要がないと思うので、
火曜と土曜の開所時間を短くすればスタッフの負担も少ないのでは。
以上。まずは前回までの未審議分から話し合いをすることにした。
〇クラシック CD を購入して欲しい。⇒この意見以外にクラシック CD が欲しいという人がいなかったため、購入は
見送り。
〇パソコン利用の際は利用ノートに記入しているのに、記入していない人から怒られた。おかしいのでは？
⇒現在、パソコン利用中であるというボードはなくなっている。
「利用時はノートに書く」ということの徹底を今一
度確認した。なお、地域交流室は常に麻雀が行われていて、独特の雰囲気があるため、そもそもパソコンを使うのに躊
躇してしまうし、声もかけづらいとの意見あり。パソコン利用がしづらいのであれば、パソコンを食堂に移動させてし
まってはどうかとの意見も出た。
（これについては、麻雀利用者にも声かけし、5/19 の運営ミーティングにて再度検討

珍しく（というより初）一面のトップ記事となりましたふれあいファームです。
５月のふれあいファームは、３月に植えたジャガイモを収穫し、採れたてを素揚げにして
皆で食べました。ジャガイモそのものがこの５年間で一番の出来で、単なる素揚げなのに
とてもおいしかったです。
収穫量は約５㎏となり、当然ながら食べきれるものでもなく、残りは自由に持って帰って頂く形をとりました。
２日間程度で完売し、自宅で調理した方からも「おいしかった」と言われて嬉しかったです。
今後もゆっくり朗らかに活動していきたいと思いますので、ぜひお気軽にご参加ください。

ミーティング ６月１２日（火）１３：３０～

活動日 ６月２１日（木）１４：００～

することに。
）※最後にあけぼの会ハイキングのお知らせをして終了となった。
＜運営ミーティング＞☆予定決め。予定表を参照して下さい。
☆センターからのお知らせ。
・社会福祉法人として今年度から地域貢献プロジェクトチームが立ち上がった。内容とし
ては「食」をテーマとして考えている。かまたセンターの厨房を使って、単発で何かを行う予定なので、利用者の方
にもぜひ参加してもらいたい。次回の話し合いは 6/27（水）15：30～、かまたセンターにておこなう。ご興味のあ
る方がいらっしゃいましたら、職員までお声かけください。
☆議題：
①パソコン利用について
⇒「パソコン利用の際は利用ノートに書いてからの利用をお願いします」とのルールを徹底するよう改めて確認をし
た。
⇒パソコンを置いている地域交流室が独特の雰囲気となっている。麻雀利用者が麻雀をしながらパソコンを BGM 代
わりに利用しているため、ほぼ占有の状態となっていることもパソコンを利用しづらい環境につながっているのでは
ないか。
⇒麻雀利用者の大体の方はミーティングや運営ミーティングに参加されないことが多いため、他の方が地域交流室が
利用しづらい雰囲気と思っていることについてミーティングに参加して一緒に考えてもらいたい。まずはコミュニ
ケーションをとることが必要なのでは？
⇒まずは２台あるうちのパソコンの１台を食堂＆談話室に移動させてみてはどうか。⇒賛成多数により決定。
⇒食堂＆談話室に移動させるとしたら、置き場所はどうするか。プリンターはどうするか。⇒ノートパソコンとプリン
ターを食堂＆談話室におくことにする。置き場所は限定せず、まず置けそうなところにおいてみることから試しに
始めてみることとなった。
⇒話し合いの途中で麻雀利用の方々も参加される。
「麻雀利用者の中で話し合い、麻雀をしている時間は麻雀に集中し
ているので、パソコンを BGM 代わりに使うことは止めようということで話がついた」とのこと。⇒ただし、これ
は麻雀利用者に限ったことではないので、新たなルールを設けることとなった。※「パソコンを利用しながら、長
時間席を離れて他の事をしないこと（もちろんトイレは OK）
」
②今年度の地域交流事業について⇒提供が綿菓子となるなら女塚幼稚園が貸してくださるとのこと。
⇒芋煮系でなければ人は集まらないのでは？かまたセンターとしては 15,000 円くらいは資金として負担できる
（見
込み）
。他の候補としては、焼きそば・かき氷・カレーライス・ポップコーン・ポテトフライの案が出る。10 月実
施予定なので、温かいものが良いのでは？などの意見が出たが、時間となってしまい引き続き次回に話し合うこと
になった。

総登録者数
222 名
来所者数
5,321 名（1 日平均 26.3 名）
生活支援プログラム 参加者延べ 1,098 名
夕食サービス
延べ 20 名（１日平均 6.7 名）
電話相談件数
延べ 3,029 名
（１日平均 14.9 名）
面接相談件数
延べ 1,078 名（１日平均 5.3 名）
専門相談件数
12 名
訪問支援
同行支援
他機関連絡調整
ケア会議
生活支援
生活サポート
計画相談支援
地域移行支援
地域定着支援

174 名
26 名
3,579 名
72 名
828 名
１６名
１４５名
３名
５名

平成 29 年度は面接、電話相談、訪問、ケア会
議、連絡調整などが昨年度に比べて件数が増え
ています。
センターではミーティングで運営に関するさ
まざまな意見が利用者さんから出て、いつも時
間内に終わりきらないくらい活発な話し合いを
しています。また当事者研究も再開しました。
計画相談や地域移行の依頼も多く、1 名の方
が退院されました。また利用者さんと共に南晴
病院へセンターの紹介等も実施し、ピア活動の
第一歩となりました。
今後も利用者さんと共にセンターの運営をし
ていきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。

月
お休み

火

水

木

金

土

10：00～
13：00～ 10：00～
10：00～
13：00～
19：30
17：30
17：30
17：30
19：30

日

運営ミーティング・・・センターはみんなの場所です。来月の予定などみんなで考えていきませんか？

お休み

たくさんの方のご参加をお待ちしています。
お茶会・交流会・・・・その場で集まったメンバーでおしゃべりする時間です。他の人の話を聞くだけでもＯＫです。
ふれあいファーム・・・センター前花壇で、花や野菜を植えて育てています。野菜がうまく育つと調理会を

１

２

お休み

３
お休み

行ったりもします。
就労グループミーティング・・・
「おおたワーククラブ」
【登録制】 消費者生活センター第２集会室で行います。く
わしくは職員まで。
女性のお話し会・・・女性のみのお話し会です。話された内容についてはグループの中でのみ共有します。
ふれあい音楽会・・・２カ月に一回行っています。音楽療法士の先生をお呼びして、みんなでピアノに合わせて歌っ

４

５

６

７

８

スタッフ会議の お茶会＆交流会 ウォーキング
14：00～15：00 14：00～15：30
ためお休み

お休み
夕食タイム
17：00～19：00

１１ １２

１３

お休み

スタッフ会議の 手芸クラブ
13:30～15:00
ためお休み

ふれあいファーム
ミーティング
14:00～15:00

１４

お休み ふれあい音楽会
16:00～17:00

ミーティング
15：00～16:00
（30分延長あり）
夕食タイム
17：00～19：00

１５

１６

女性のお茶会
14：00～15：00

運営ミーティング

２１

２２

スタッフ会議の
ためお休み

ふれあいファーム
活動日
14：00～15：30

みんなでやろう会
14：00～16：00

２３

夕食タイム
17：00～19：00

お休み 当事者研究

手芸クラブ・・・・手芸に興味のある方が集まっています。内容は、編み物、裁縫、紙粘土での人形作り等々
をしています。今は塗り絵も一緒に楽しんでいます。参加している人は、お茶を飲みながら

１７
お休み

おしゃべりをして楽しく活動しています。手芸用品等はありますが、各自でのご用意をお願い
します。
ウォーキング・・・最長、片道３０分の距離をのんびり歩いて楽しんでいます。
みんなでやろう会・・・メンバー主体でやりたいことを考えて実施していく会です。
女性のお茶会・交流会・・・女性のみでおしゃべりをするお茶会です。他の人の話を聞くだけでも OK です。

２４

～ 専門相談 ～ 【予約制】
■

就労グループ
ミーティング登録制

お休み

法律相談 …法律に関するご相談をお受けします。弁護士が担当します。

＊法律相談の予約の締切日は相談日の前の週の金曜日（お休みの場合はそのさらに前日）となります。

予約のない場合は弁護士の来所はありません。ご協力お願いいたします。

夕食タイム
17：00～19：00

２７

２８

予約相談日
13:00～17:00

コミュニケーシ
15:00～17:00
ョンの話し合い
法律相談（予約制） （予約相談のみ） （第 12
18：30～20：00
レディースタイム 回）
（担当：宮崎）

13：00～15：00

予約締切 6/22（金）

メンズタイム
15：30～17：30

夕食タイム
17：00～19：00

ミーティング・・・運営ミーティングに準じます。
当事者研究・・・・当事者が主体的によりよい自分になるために考え話し合い実践します。再開しました。

夕食タイム17時～19時

２０

たり、楽器を触ったりしています。

お休み

15：00～16：30

18：３0～20：00

２５ ２６

１０

（30分延長あり）

夕食タイム
17：00～19：00

１８ １９

９

14：00～15：00

２９

３０
女性のお話し会
15：00～16：00
皆さんが食べるものを各自持参し同じ時間帯に食べるという『夕食タイム』を火曜と
土曜の 17:00～19:00 の時間帯に設けています。
『夕食タイム』について皆さんのご意見をお待ちしております。

