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   平成 25 年 7 月 発行        

公益社団法人 大分県精神保健福祉会 

               〒870-0938 大分市今津留 1-18-28   

（TEL）097-551-2080 （FAX）097-551-2091 

 

今年度の定期総会が 5 月 16 日（木）、当会事務局におい

て開催され、 「平成 24 年度事業報告、収支決算、監査報

告」、「平成 25 年度事業計画、収支予算」、｢任期満了による

役員改選｣等について報告・審議され、すべて原案通り承認

されました。 

〔２５年度事業計画〕〔２５年度事業計画〕〔２５年度事業計画〕〔２５年度事業計画〕    

◆◆◆◆    基本方針（定款第基本方針（定款第基本方針（定款第基本方針（定款第 3333 条目的）条目的）条目的）条目的）    

  「この法人は、精神保健福祉の普及啓発を行うとともに、

精神障害者の社会復帰の促進を図り、もって精神障害者の

福祉の増進と県民の精神保健福祉の向上に寄与すること

を目的とする」 

◆ 重点項目重点項目重点項目重点項目    

1． 家族会活動の充実と活性化、会員の拡大 

2． 障害福祉サービス事業の充実 

3． みんなねっと、他県連家族会との連携、協力 

4． 九州ブロック家族大会（大分大会）の準備と実施 

5． どげえ会（当事者の会）活動の支援 

6． 社会参加推進事業への積極的参加 

7． 要望活動、財政基盤の確立その他 

◆◆◆◆    主要行事予定主要行事予定主要行事予定主要行事予定    

〔〔〔〔研修会・大会研修会・大会研修会・大会研修会・大会〕〕〕〕    

・心の病を考える地域学習会 （県内 6 ブロック） 

・第 7 回家族相談研修会 （7/20（土） 総合福祉会館） 

・第 6 回みんなねっと大阪大会 （9/9～10 大阪国際会議場） 

・九州ブロック大分大会九州ブロック大分大会九州ブロック大分大会九州ブロック大分大会    （（（（2/62/62/62/6～～～～7777    別府杉乃井ホテル別府杉乃井ホテル別府杉乃井ホテル別府杉乃井ホテル）））） 

・福祉サービス指導員研修会 （3/14～15 別府豊泉荘） 

〔〔〔〔どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会どげえ会・スポーツ大会〕〕〕〕    

・九州地区バレーボール大会 （4/27 鹿児島アリーナ） 

     昨年度優勝の「臼津オレンジデイズ」出場 

・どげえ会親善バレーボール大会 （6/1 総合福祉会館） 

・どげえ会親善ソフトボール大会 （10/12 大洲運動公園） 

〔〔〔〔社会参加推進社会参加推進社会参加推進社会参加推進〕〕〕〕    

・秋の交歓会・ふれあい広場 （10/13・14 平和市民公園） 

・ときめき作品展  （11/14～18 大分市アートプラザ） 

・障害者週間・福祉大会、ときめき音楽祭 

                （12/15 別府ビーコンプラザ） 

今年度の家族相談研修会は、「家族に過度な負担を強いる」

として家族会が長年求めてきた「保護者制度の廃止」に関する

精神保健福祉法の改正が先の国会で可決・成立したことを受

け、その歴史と内容、今後の課題等について学習します。 

また午後からは「家族のピアサポート相談」のあり方につい

て、実際の事例検討なども含めて学びます。多くの皆様の参加

をお待ちしています。 

    

◎日◎日◎日◎日    時：時：時：時：    平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 20202020 日（土）日（土）日（土）日（土）    10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：40404040    

◎会◎会◎会◎会    場：場：場：場：    大分県総合社会福祉会館（大分県総合社会福祉会館（大分県総合社会福祉会館（大分県総合社会福祉会館（4444 階大ホール）階大ホール）階大ホール）階大ホール）    

 

〔研修プログラム〕  

〈1〉10：00～10：30 開講式 

・ 主催者挨拶  

・ 来賓挨拶 

（大分県障害福祉課長） 

〈2〉10：40～12：00   

〔講演〕 「精神保健福祉法の改正 

- 保護者制度の廃止について考える -」 

（講師） みんなねっと  良田かおり 氏 

〈3〉13：00～15：30  

 「家族ピアサポート相談の意義とあり方」   

（講師）   同 上 

（1） 家族ピアサポート相談の意義と実際の進め方 

（2） 事例検討と相談演習   

       

当会の HP【大分県精神保健福祉会】で、各研修会や活動内

容、家族会・施設・GH 等の一覧が見られます。 

研修会の日程や内容が決まりましたら、順次 HP でご覧いただ

けるようにしていきます。 

今年度の「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」「心の病を考える地域学習会」の実施概要が次

のように決まりました。各ブロックの家族会を中心に内容を充実

させ、地域の多くの皆さ 

んにも参加していただき、 

精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及精神保健福祉の普及    

啓発と向上啓発と向上啓発と向上啓発と向上に取り組んで 

いきましょう。 

日程・内容が決まり 

ましたら HP でもお知 

らせいたします。 

◎中央ブロック◎中央ブロック◎中央ブロック◎中央ブロック    （（（（    ９月９月９月９月        日日日日    出出出出））））    

◎◎◎◎久大久大久大久大ブロックブロックブロックブロック    （（（（１０月１０月１０月１０月        玖玖玖玖    珠珠珠珠））））    

◎◎◎◎大分大分大分大分ブロックブロックブロックブロック    （（（（１１月１１月１１月１１月        大大大大    分分分分））））    

◎県南ブロック◎県南ブロック◎県南ブロック◎県南ブロック    （（（（１１月１１月１１月１１月        佐佐佐佐    伯伯伯伯））））    

◎豊肥◎豊肥◎豊肥◎豊肥ブロックブロックブロックブロック    （１１月（１１月（１１月（１１月    豊後大野豊後大野豊後大野豊後大野））））    

◎県北ブロック◎県北ブロック◎県北ブロック◎県北ブロック    （１２月（１２月（１２月（１２月        中中中中    津）津）津）津）    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

恒例の福祉サービス指導員研修会福祉サービス指導員研修会福祉サービス指導員研修会福祉サービス指導員研修会は 3 月 1 日（金）～2

日（土）、別府市豊泉荘で 96 名が参加して開催されました。 

 

〔1 日目〕 〔講演〕 ｢障害者の人権と指導員のあり方｣｣ 

      ― 大分大学教育福祉科学部 廣野俊輔先生 

     (午後) 部会別研修 （6 部会）  （交流懇親会） 

 

〔2 日目〕  ・当会の活動状況報告 

      〔講演〕 ｢薬の正しい使い方｣ 

                        ― 県東部保健所 衛生課 麻生花苗主任 

    

    

    

    

    

    

                          

 廣野講師廣野講師廣野講師廣野講師                                                                    麻生講師麻生講師麻生講師麻生講師 

    

    

                                                                                

    

    

    

    

    

    

    

就労支援部会就労支援部会就労支援部会就労支援部会                                                        相談支援部会相談支援部会相談支援部会相談支援部会    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

グループホーム・生活訓練部会グループホーム・生活訓練部会グループホーム・生活訓練部会グループホーム・生活訓練部会                                    家族会部会家族会部会家族会部会家族会部会    

    

    

九州ブロック・宮崎大会は 2/14（木）～15（金）、宮崎市の

サンホテルフェニックスで開催され、大分県からも 35 名の

多くの皆さんが参加されました。 

（記念講演） 「こころの健康基本法法制化の取り組み」 

（行政報告） ｢5 疾病による宮崎県医療計画｣ 

（分科会）   ・ ｢家族が求める地域支援｣ 

   ・ ｢当事者が地域で活躍するには！｣ 

今年度のみんなねっと定期総会は 6 月 6 日（木）東京セミ

ナー学院で開催され、「平成 24 年度活動報告・収支決算」お

よび「平成 25 年度活動方針・収支予算」などが承認され、翌

日は全国県連会長・事務局会議が開かれました。 

【平成２５年度【平成２５年度【平成２５年度【平成２５年度    事業・活動方針】事業・活動方針】事業・活動方針】事業・活動方針】    

◎  組織強化・拡大に向けた取り組み 

機関紙「月刊みんなねっと」は、全国の家族をつなぐ月

刊誌として、啓発・広報の促進と組織強化・拡大のための

賛助会員募集の意義を持っている。「月刊みんなねっと」

の普及（賛助会員募集）を各県連と連携して図っていく。 

◎  「保護者制度の廃止」「医療保護入院の見直し」に関す

る精神保健福祉法の改正や、精神障害者を雇用義務の

対象にする障害者雇用促進法の改正等について、より

望ましい内容にするため、引き続き取り組んでいく。 

◎  障害者間のサービス格差、自治体間の格差是正の要

望活動を、みんなねっと、各県連、単会で推進する。 

賛助会員加入(月刊みんなねっと購読)のお願い 

・個人 3,500 円  ・団体 3,000 円×人数（2 名以上） 

     〈郵便局振込先〉 みんなねっと 

         口座番号  00130－0－338317 

 振込みされますと    「月刊みんなねっと」が送られてきます    

    

    

    （会 期）  平成 25 年 9 月 9 日(月)～１０日（火） 

（会 場）  大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

（特別講演） 「イギリスにおける精神疾患への早期介入」 

         ～私たち家族の回復への道のりから～ 

          － デイビッド・シャイアーズ氏 

    

今年度の大分どげえ会バレーボール大会は 6/1(土)開催

され、熱戦の結果、〈豊肥カブス〉が見事優勝、来年の九州地

区・長崎大会への出場権を得ました。 

 （優勝） 豊肥カブス    （準優勝） 中津はもず 

 (３位)  臼津オレンジデイズ、大分ファイターズ、 

府内ストーンズ 

                

    

    

 

開会式開会式開会式開会式                                                    懇親会での大分チーム懇親会での大分チーム懇親会での大分チーム懇親会での大分チーム    

優勝した優勝した優勝した優勝した    

豊肥カブス豊肥カブス豊肥カブス豊肥カブス    

チームチームチームチーム    

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！    


