
令和３年 ５月号 

発行：宮崎県楠の会 ＮＰＯ法人ＫＨＪ全国ひきこもり家族会連合会 

 

■2021年５月９日(日)  １３時半～１６時                      

   《会 場》  宮崎市民プラザ ４階  学習室  

   《参加費》 無 料 
           ●対象者： 家族、支援者、ひきこもる本人等    

           ●お問い合わせ先  宮崎県楠の会事務局   

                                 090-9603-8780 (植田)                           

大人の発達障害とひきこもりについて 
 

          

講師 : 辛島 育代さん 

辛島 育代（からしま いくよ）さん 
                  (一般社団法人 みやざき子どもサポートリンク代表) 

 プロフィール 
・1974年生まれ 

・看護師、産業カウンセラー 
・現職 宮崎大学安全衛生保健センター 障がい学生支援室有期職員 
  

・2010年 子育ての困り感によりそうサークル スマイルクラブ発足 

・2018年 一般社団法人 みやざき子どもサポートリンク設立 

 社会になじめず「生きづらさ」を感じ、ひきこもる。その長期化、高齢化は、私たち親にとって最も心

を痛めているところです。  その中には、成人後に発達障害を知ったり、疑ったりして悩んでいる方も

いらっしゃるのではないでしょうか。 ひきこもる方と一番身近にいるその家族への理解と支援を広げ

るために、どのように寄り添い、支えていくかを考え、ご一緒に学んでみたいと思います。 「スマイルク

ラブ」「みやざき子どもサポートリンク」をご存知でしょうか？ 様々な特性を持つ子どもたちが多く

なってきた昨今、そんな子どもたちを持つ親たちに寄り添ってくれる団体の代表が辛島育代さんで

す。今回は辛島さんに、大人の発達障害について、お話しいただきます。  是非、ご参加ください。                               
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  この日お話しいただいたのは、谷口大
だい

さん。ハンガリーのＥLＴＥ大学英文科、ビジネス専攻３年生の大学生。コロナ禍

の今は、リモートで授業を受けながら、宮崎市内の株式会社Dーrectという会社で仕事をされて

います。  

 その日、彼が持参したプリントには、「個人的な体験を基にした内容ですので、主観的な意見を

含みますが、少しでも皆さんのお役に立てれば・・・」という前置きがありました。「今回、この機会

をもらったおかげで、28歳のこれまでの自分の人生を振り返ることが出来ました」と語る谷口さ

ん。様々な挫折(挫折ではないのかもしれない)を乗り越えてきた、彼の人生におけるたくさんの

キーワードについて、プロジェクターを使い話してくれました。そのまとめは、なるほどと納得のいく

内容で、できればもっとたくさんの方に、聞いてほしいと思いました。 

 一部を抜粋します。 
 中学入学と同時にラグビーを始めるも半年間で挫折し、その後は、学校から足が遠のく時期を経験する。この間、両

親の勧めで、アメリカに短期留学を経験。音楽に関わることが趣味で、バンド活動を高校生の時に始める。高校でも、

卒業までに時間がかかったが、何とか卒業することが出来た。現在は、主にパソコン上で作曲をし、友人の作った短編

映画のサウンドトラック等も手掛ける。 

 

【僕が挫折を乗り越えるためのキーワード】 

 ◎ 自由でいること ◎救いを求める ◎少しでも前に進む ◎周りとのコミュニケーション 

 

【挫折を乗り越える方法】 

  １ 逃げる           ・自分をマイナスにする物や人とは関わらないようにすること 

                     ・代わりに集中できる物、関わって楽しい人を見つける 

                      ※ ラグビーでなくテニス、 日本でなく海外 など 

  ２ 完璧主義をやめる   ・全てにおいて成功することは不可能⇒失敗してもいい⇒ 失敗を恐れない               

                                                                   ⇒失敗してもどうにかなる 

                      ・目的達成のための最低限のポイントを押さえる 

  ３ プライドを捨てる    ・自分の弱さを周りに見せるのは恥ではない ⇒ 恥をかいて目標達成できるなら、 

                                                              それは、恥ではなく、目標達成の近道                                                 

  ４ 「こうあるべき」という ・「普通だったら」を自分にあてはめない 

     考えを捨てる                          ⇒ 一般常識を疑う⇒ 自分の考え、やりたいことを優先させる 

                                            自分の中で、行動に関する基準を持つ 

                      ・他人でなく、自分の納得できる行動をする 

【意欲を取り戻す方法】     

    １ 別の好きな事を見つける 

    ２ 失敗しても大丈夫 

    ３ 自分の目的のためには、人の目は気にしない 

    ４ 自分の価値観を優先させる 

【救いを求めること】   ・共感できる人や物を見つける ⇒ 関わると、気持ちが落ち着く、 楽しくなることが重要 

                          

 

 28歳といえば、まだ人生の三分の一ほど。 すでにこれだけのことをまとめられたと

言うことは、中身の濃い生き方をされたということでしょうか。「ひきこもる」ことは決し

て無駄なことではないと思うと同時に、これからが楽しみな谷口さんです。 

   【4月の例会の報告】  4月11日(日)１３時半～15時半 

      「僕はこうして挫折を乗り越えた!!」 

             講師 : 谷口 大 さん 

この日は、毎日新聞社の一宮さんという記者の方が、取材に来られました。 

掲載された記事を同封しています。そちらも合わせてお読みください。 
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★都城支部だより 
   

 ■令和３年５月の「都城例会」 
   《日時》 ５月11日(火)  

        13時30分～15時30分 
   

  《会場》 都城市社会福祉協議会 

 

 申込み・詳細は堀江さん 090-4581-5152 

宮崎県ひきこもり地域支援センター

（宮崎県総合保健センター４階精神保健福祉センター内）     

  〒880-0032 宮崎市霧島１丁目１－２ 

 専門の相談員が常駐し、親身になって相談に応じ

てくれます。楠の会会員も多数相談に訪れていま

す。みなさんも、一度足を運んで見られてはいかが

でしょうか。 

■電話相談   

  ０９８５－２７－８１３３ 

  ０９８５－４４－２４１１ 

   ※受付時間 ８：３０～１７：００ 

■来所相談 電話相談の後、予約して来所。 

■訪問支援 本人の状況や気持ちに合わせます。 

■家族教室開催 各地保健所 

一度登録すれば、親に何かあった時、必ず相

談に乗ってもらえます。勇気を出して相談に

行きましょう。秘密は厳守されます。 

ＫＨＪ宮崎県楠の会・居場所のお知らせ 
  

 宮崎県楠の会では居場所を開設しています。  

    皆さんの参加お待ちしてます。 

  

◆対 象 ひきこもり、ニート、発達障害、   

     精神障害等生きづらさを感じている  

     当事者、経験者のみなさん。 

 

◆日 時         ｐｍ２時～５時  

 

◆会 場 南宮崎駅前アーケード内  

     レインボー教室内 

    (宮崎市大淀4丁目5-25) 

◆担当者 下り藤
さがりふじ

さん  

         電話 090-5385-7651 

 5月15日(土) 

★日南支部だより 
   

 ■令和３年５月の「日南例会」は 
    《日時》 ５月１５日(土)  

         13時30分～15時30分 

     《会場》 まなび ピア (木山２丁目)  

       申し込み・詳細は田中さんまで・・・。 

            電話 090-5949-8843 

★小林市の親の会発足 
   

 ■令和３年５月の例会は 
    《日時》 ５月９日(日)  

         13時30分～15時30分 

     《会場》小林市福祉センター別館    

       問い合わせ 小林市社協 大学さん 

            電話 0984-23-3466 

 
３月１８日小林市社会福祉協議会の主催で、ひきこも

りの講演会が開催され、宮大の境先生と植田が参加

してきました。境先生は「ひきこもり本人と共に生きて

いくため」、植田は「ひきこもりの家族を抱えて」という

内容で話をしました。参加者は、オンラ

インを含めて、６０人余り。関心の高さ

を感じました。小林市社協のお力添え

で、４月には４家族６名が参加し、家族

会が発足しました。 



 相談、家庭訪問 
 ◆相談電話《無料》  
 面談の方はあらかじめ植田までご予約ください。 

    ※緊急の場合はいつでもご相談ください。 

 ◆家庭訪問《有料》（アウトリーチ）を行っています。  

   ご家族としっかり面談を重ねながら行います。 

   希望者は、お電話をください。    

ニュース会員約110名 

援助会員約80名 

ホームページは 

宮崎県「楠の会」で  

KHJ全国家族会「みやざき楠の会」 

〒880-0944 

宮崎市江南４丁目９-９ 植田方 

電話   090-9603-8780(植田) 

ひきこもりの子を持つ親の会 

発行：宮崎県楠の会 

検索 

ク
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◆「宮崎県楠の会」若者就労支援  (賃金あり)          

 ・イオンアイカルチャーの清掃 

 ・郵送作業 

 ・宮崎市の公園清掃 
       090-9573-7199 担当 佐川さん 

イオン清掃 

イオン清掃 

郵送作業をお手伝い

いただける方を 

募集中です。 

１０時から宮崎市民

プラザ３階です。 

公園清掃 

   

 郵送作業 

  日程!! 

 5/28(金) 
 10時～12時 

公園清掃 

日 月 火 水 木 金 土 

   
 

   1 
 

2 3 
憲法記念日 

4 
みどりの日 

5 
こどもの日 

6 7 8 

9 
小林市例会 
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11 12 13 14 15 
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18 
 

19 20 
 

21 
 

22 
 

23 
30 

24 
31 

25 26 27 
 
 

28 

 
29 

 

 

 

コロナには気を付けて 

お過ごしください。 

「丑吉」より 

公園清掃 

公園清掃 

公園清掃 

日南例会 

宮崎例会 宮崎居場所 都城例会 

公園清掃 
公園清掃 

公園清掃 郵送作業 

 きをつけ
てね! 


