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平成２８年度の「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、福祉サービス施設との連携のなかで、地域の多くの皆さんにも
参加していただき、一緒になって心の病を考えていきしょう。
内容は順次
順次 HP でもお知らせ
でもお知らせ致し
お知らせ致します。
致します。
◎中央ブロック （9/24：日出）
日出） ◎大分ブロック （11/1
11/11：大 分）
◎県北ブロック （11/26：
11/26：豊後高田） ◎豊肥ブロック （1/1
1/17：竹田）
竹田）
◎県南ブロック （1/21
1/21：津久見）
津久見） ◎久大ブロック （未定：
（未定：日田）

心の病にり患した当事者は深刻です。当事者に関わる家族も
大変です。心の病は回復可能といわれています。

今年度の事業が本格的に始まります
病気に関する知識や理解を深めることが大切です。
これらの事業を通して家族や当事者、地域の人々に貢献
今年も「心の病を考える地域学習会」を開催します。
できる活動をしていきたいと考えています。
多くの方の参加をお待ちしています。参加は無料です！
ご協力をお願いします。
◎ 日 時： 平成２８年 11 月 11 日（金） １３：００～１６：００

◆ 主要行事計画
主要行事計画

◎ 会 場： ホルトホール大分（大分市金池南）

〔研修会・大会〕

〈1〉 開会式 （主催者挨拶 ・ 来賓挨拶）

・心の病を考える地域学習会 （県内 6 ブロックにて開催）
〈2〉 「心の病が治るとは」
・第９回 みんなねっと三重大会
どんぐりの杜クリニック 精神科医師 竹内 小代美氏
（１０月２７日～２８ 三重県総合文化センター））
〈3〉 「共に生きるには」
・第１０回家族ピアサポート相談研修会（10/２２総合福祉会館）
大分市人権同和教育課 参事 河野 正行氏
・福祉サービス職員・指導員研修会
（１１月１８日～１９ 別府 豊泉荘）

【 問合せ・申し込み先 】

・平成２８年度九州ブロック佐賀大会
（平成２９年２月９日～１０日 唐津ロイヤルホテル）

障害者福祉サービス事業所ワーク大分すみれ会

〔大分どげえ会・スポーツ大会
大分どげえ会・スポーツ大会の支援
どげえ会・スポーツ大会の支援〕
の支援〕

☎ ０９７－５４２－３４５８

・大分どげえ会役員会 （4 月８日 県精福会事務局）
・九州地区バレーボール大会（4/２４北九州小倉北体育館）
（前年度県内優勝チーム）「臼津オレンジデイズ」出場

平成２８年度

第２４回

福祉サービス職員・指導員研修会のご案内

・どげえ会バレーボール大会 （５/２８ 総合福祉会館）

１．日時

平成 28 年１１月１８日（金）～１９日（土）

・どげえ会親善ソフトボール大会 （10/８雨天中止）

２．会場

豊泉荘 （別府市青山町）

〔社会参加推進協議会の
〔社会参加推進協議会の行事への参画
行事への参画〕
への参画〕

３ 内容 １８日（金）
「大分県における精神保健福祉の現況と県立
病院精神医療センターの基本構想について」

・秋の交歓会・ふれあい広場（10/１５大分いこいの道広場）
大分県福祉保健部 障害福祉課参事 佐藤浩志氏

・ときめき作品展 （11/10～14 アートプラザ アートホール）

「部会別研修会」
１９日（土）
「心穏やかに生きる」円光寺 藤並晃照住職

・障害者週間・福祉大会、ときめき音楽祭（12/４

ホルトホール）

（第２３回）福祉サービス指導員研修会は 3 月４日（金）・５日（土）別

府市豊泉荘において,開催されました。
〔1 日目〕

｢障害者差別解消法について｣

（講師） 大分県障害福祉課地域生活支援班 宮脇 進 氏
（午後） 《 ６部会による部会別研修 》
〔2 日目〕

｢明るい作業所づくりに腹話術を活かす｣

みんなねっと史上初の国会請願署名は、６２万
みんなねっと史上初の国会請願署名は、６２万
筆を超える支援を得て、平成２８年５月１３日請
願要請を行いました。
全国一体となった運動は、１７４名の国会議
員の協力を得て、請願を無視できない状況ま
でに発展させることが出来ました。
しかしながら、国会会期との関連もあって、
審議は未了となり、請願採択にはいたりません
でした。
でした。

（講師）あすなろＵＳＡサークル講師 小野 幸夫 氏

大分県においては、多くの
大分県においては、多くの協力のもと署名総
多くの協力のもと署名総
数２１，１６１筆となり、県人口の１．８２％という
目標を大きく上回る成果をあげることが出来ま
目標を大きく上回る成果をあげることが出来ま
した。

宮脇講師

今回の署名を通じて精神の障害に対する障
壁があることが、一段と鮮明になったと
と感じて
壁があることが、一段と鮮明になった
おります。

腹話術の小野講師

今後においては、地元交通事業所やＪＲ九
州との交渉を、ねばり強く
、ねばり強く継続的に実施して
州との交渉を
、ねばり強く継続的に実施して
まいりたいと考えております。
今年度の九州ブロック佐賀大会は、佐賀県唐津市で開催され
ます。大分県からも多くの皆さんに参加していただくようお願い
します。
（日 時） 平成 29 年 2 月 9 日(木)～10 日（金
日（金）
（会 場） 唐津ロイヤルホテル

① ２４時間・３６５日対応の精神科救急医療体制の整備
について

12：
12：:20～
:20～

◎基調講演 「こころの健康と身体の健康
ころの健康と身体の健康」
の健康と身体の健康」

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
大分県への要望として、8/
大分県への要望として、8/3
8/30（火）11
（火）11 時から
障害福
障害福祉課内にて、県知事あて下記４項目
祉課内にて、県知事あて下記４項目
の要望を交渉し、要望書を手
要望を交渉し、要望書を手渡
しました！
交渉し、要望書を手渡しました！

門司 晃 氏

・24 時間 365 日対応の精神医療相談窓口設置
（佐賀大学医学部精神医学講座
佐賀大学医学部精神医学講座教授
医学部精神医学講座教授）
教授）

・大分県立病院精神医療センター設置に伴い 24 時
間 365 日対応し、移送のための調整機能を持っ
た精神科緊急情報センターの設置等

◎記念講演
仮題 「佐賀県における障害者差別解消法に対する取組み」
佐賀県における障害者差別解消法に対する取組み」

等

② 医療保護入院について
③ バス、タクシー等の公共交通運賃の割引適用に
ついて
④ 他障害と
他障害と同等の医療費負担の助成について

第１１回県障がい者スポーツ大会の一環として、「大分どげえ会バレーボール
大会」は５月２８日
大会」は５月２８日（土
５月２８日（土)
（土)、開催され、佐伯ブルー
、開催され、佐伯ブルーオーシャンズが見事優勝、来年
ブルーオーシャンズが見事優勝、来年
の九州地区・大分
の九州地区・大分大会への出場権を獲得
大分大会への出場権を獲得しました。
大会への出場権を獲得しました。

≪全国の家族と家族会をつなぐ機関誌≫
≪最新の精神保健医療福祉の情報誌≫

（優勝）
（優勝）佐伯ブルーオーシャンズ （準優勝）
（準優勝）豊肥カブス
豊肥カブス
(３位)
３位)中央サンライズ、大分ファイターズ、臼津オレンジデイズ

「月刊みんなねっと」を購読 (賛助会員加入)しま
せんか！
・個人月３００円

・団体月３００円×人数（2 名以上）
団体については一部還元があります

〈郵便局振込先〉
〔みんなねっと〕 （全国精神保健福祉会連合会）
〔口座番号〕 00130－0－338317
連絡先 ｔｅｌ ０３－６９０７－９２１１ ｆａｘ ０３－３９８７－５４６６
川口会長挨拶

佐伯ブルーオーシャンズの
みなさん

