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■2022年11月6日(日)  １３時半～１６時半                     

  《会 場》 宮崎市福祉保健センター ２階 研修室 
         (宮崎市花山手・市立図書館隣り) 

  《参加費》  会員無料 (一般500円 ※会の活動費にあてます)               
 

  ●お問い合わせ先  宮崎県楠の会事務局  090-9603-8780 

 宮崎市自立相談支援センター 

  ”これから”ってどんなところ!? 
  

 ① 自立相談支援センター「これから」について 

    社会福祉第一課 自立就労支援係 主査 中原 亜寿沙さん 

 ② 生活保護に関することについて 

    社会福祉第一課 保護第一係 主幹兼係長 佐藤 玲子さん 

またまた 

 会場変更!! 
 

市の社協の研修室

に変わっています 

ご注意ください。 

 ようやく秋めいてきました。どこからともなく金木犀の優しい香りが漂ってきます。ひきこもっている子ども 

たちにとっても、一年の中で一番気持ちのいい心穏やかな季節なのではないでしょうか。 

１１月は、宮崎市の相談センター「これから」についてのお話を聞きます。 

ひきこもりの子どもを抱えて暮らす中で、あるいは、ひきこもりの本人が一人残された場合などに《生活のこ 

と、仕事のこと、家計のことなど、本当に困ったときに相談に乗ってくれる場所》が宮崎市にあります。それ 

が、“これから”です。 なかなかだれにも相談しづらいことを、親身になって聞いていただけます。 

  

  

 

 

  

 今回は、これからについて、中原主査にじっくりお話を伺います。 

 また、「生活保護」については、佐藤主幹に詳しくお話を伺います。 

 会場は、先月と同じ場所ですが、今回は研修室になります。 

 日程がいつもより一週早くなっています。ご注意ください。 

“これから” 「仕事を辞めて収入が少なくなった」「生活費に困っている」「どこに相談した 

らいいか分からない」など、ひとりで悩まずに、まずはご相談ください（相談無料、秘密厳守）。 

じっくりとお話を聞き、どのように解決を目指したらいいのかをいっしょに考えます。 

宮崎市にお住まいの方で、生活保護を受給していない方が対象です。 
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■2022年10月9日(日) 例会の報告                      

  ◆ みんなでつくる宮崎のひきこもり支援      

       境 泉洋 先生 

( 宮崎大学教授、KHJ全国ひきこもり家族連合会副理事長 ) 

  

 今回は、境先生の新しい提案を聞きながら、会場の皆さんの感じた思いを先生に聞いてもらいました。 

 オンライン家族会や、オンライン空間支援（電子居場所)などAIを活用した様々な提案は、なかなか理解が   

 難しく、ついていくのがやっとでした。 境先生のお話は、かなり先をいっておられると思いましたが、ひきこ  

 もりであっても、柔らかな光のさす未来を感じられるお話だと感心いたしました。 

 ◎ 日本のひきこもりの特徴 

    ・平均年齢が上がり、高齢化している。 

    ・ひきこもりは日本初の現象。   6か月以上という言葉は無視していい。 

     ※ ひきこもるだけで悪いことという考え方は古い。ひきこもっていても、どんな生活をしているかだ。 

     ※ 自分らしく生きていこうとしている場合は、大事なのは、家族の支援!! 

 ◎ そこで、境先生の提案!! 

    〈ひきこもり家族支援プロジェクト〉 

        それぞれの家族会が求めているものは何か?  →  それに臨床心理士が応えていく 

      →  具体的な実施方法や内容については、 地域ごとのニーズを踏まえて決定することとする 

      → 家族会に年齢の幅ができている → 年代によって問題点が異なる。若い家族には若い臨床心  

                                        理士が対応したらいいのではないか。など 

 ◎宮崎県における家族会支援の提案 
  ・若年層の家族の定着が持続可能性をたかめる。   

   ・高年齢層の家族が、新規参加者や若年層の家  

     族支援を行うのは、難しい場合もある。 
       (高齢者は、親が死んだ場合を考えがち) 

 ◎KHJオンライン家族会（全国一斉家族会） 

  ・潜在化している家族とのつながりを発掘する 

  ・ZOOMで月一回2時間で開催予定 

  ・前半に話題提供、後半に小グループで交流 

  ・オンライン家族会に、KHJの理事が参加 

  ・地域別グループには、各地域の支部長が参加し、 

   各地域の支部とつながる。 

  ・グループを分ける際、立場別、年代別、地域別に 

   分けニーズに合った情報共有を行う。 

  
◎スマート農福連携 
 

 ・オンラインを利用して、農業という現実世界との接点を 

  持てる。 

 

 ・オンライン収穫は、ゲーム性がありながらも、 

  就労になる。 
 

 ・オンライン収穫を入り口に、様々な展開の可能性が広  

  がる。 
  

 ・現地のロボット作業の補助等を家族会が行うことで、 

  本人の社会参加を支援する。 

◎ひきこもり経験者が継続的に就労するため 

  の受け入れ態勢 
  

 ・働きやすい雰囲気・環境づくり 

 ・引きこもりや障害に対する知識・理解 

 ・柔軟なシフト ・ひきこもり経験者を雇うことへの助成  

                    制度(今はない) 

 ・各相談できる場所・体制 

 ・本人にあった仕事、内容 

 ・在宅でできる仕事   ・人と関わらないでいい仕事 

 ・医療機関との連携 

この日は支援者も含め、32名の方々が集

まりました。 



 

 

◆小林支部 １０月１６日㈰ の報告 
 ９月の家族会・居場所「まる灯」は台風のため中止となり、９月に予定していたえびの市大明司に

ある「木かげの家」の視察見学を１０/１６（日）に行いました。 

「木かげの家」…非営利団体ゼロ歩が開設準備中の拠点で、発達障害やひきこもりなどの生きづ

らさを抱えた方が安心して過ごせる居場所です。空き家になっていた農家の母屋と小屋と２．７反の

田んぼがあり、奥まった場所にあるので人目を気にせずのんびり過ごせます。 

 家族会は家族４人と支援者４名、居場所「まる灯」は本人４人と支援者２名の参加で、社会福祉協議

会のバスを利用して家族会・居場所合同で出掛けました。 

「木かげの家」では家族会と居場所で部屋を分けてミーティングを行い、まる灯メンバーは敷地内でテ

ントを立てる体験を和気あいあい行いました。ミーティングでは「木かげの家」の落ち着ける場所と手作

りのおやつの差し入れで、いつもよりぐっと話がしやすく、楽しいひと時でした。 

 家族会では、社会情勢の話や親と子どもの価値観の違いについての話や、ひきこもり世帯への金銭

面の支援があるといいという話などが出ました。 

 まる灯では、ロゴマークを作るためのイメージを出し合いました。ゼロ歩の市原さんからは、まる灯のメンバーに一緒に 

「木かげの家」を創り、楽しいことをしていきませんかと呼びかけがありました。 

 800×600 

 

 

◆ この日、宮崎市の島田市議の呼びかけで、市民プラザに下野六太議員、都城    

の綿屋市議、境先生、宮崎県楠の会から3名の参加で、会合がありました。ひきこもり

についての意見交換の後、下野議員から今後の方針のお話がありました。また、農福

連携のお話から、静岡県磐田市の「すずなり」という農園のお話を聞かせていただきま

した。 

 

会社概要 すずなりカレッジ磐田校は、農業生産法人式会社 

鈴生（すずなり）グループが運営するTEN Green Factoryの水

耕栽培ハウス(磐田市)で、主にサラダほうれん草の播種・定

植・洗い場などの作業を行っております。水耕栽培という新

しい農業分野で働くと共に、就労のための社会的スキルを身

につける学習「学び」を大切にします。自己レベルに合った

コースを選択し、仲間と共に楽しく学んでいきます。障がい

のある方も農業で活躍できる仕組みを構築することで新たな

農業の可能性を見出し、食・人・地域社会にイノベーションを創出する事業を展開していきます。  

 
差し込みページ 

【年会費納入のお願い】 

 宮崎県楠の会は、会員の皆様の会費で運営し  

 ています。  

 ◆会費納入先 

     一家庭3,000円以上 (年会費)   

  【郵便振替】 

 ０１７５０－６－１０００９５      

       宮崎県「楠の会」 

島田市議・下野議員・綿屋市議 

 境先生と議員の皆様 

撮影:下り藤さん 

木かげの家 
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★都城支部だより 
   

 ■令和４年11月の「都城例会」 
   《日時》 11月8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 

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。 

宮崎県楠の会【若者の居場所】のお知らせ 
  

 宮崎県楠の会では若者のための居場所 

   『つなぐ』を開設しています。 

   気軽においでください。  
 

◆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 

    (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 

 １１月19日(土) 

★日南支部だより 
   

 ■令和４年11月の「日南例会」は 
   《日時》 11月19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 

 

★小林支部だより  
   

■令和４年11月の例会 
  《日時》 11月20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 

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

ていただいています。楠の会会員も多数相談に訪れ

ています。みなさんも、一度足を運んでみられては

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 



 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。 

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
リ
ッ
ク 

◆「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   ・食品配布の手伝い 

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

イオン清掃 

イオン清掃 

フードバンクみやざき 

からの食品配布日 

 ◆11月6日 (日) 

  宮崎例会会場 

 ◆11月19日（土） 

  レインボー教室 
(若者居場所・つなぐ) 

※取りに来られない方 

にはお届けします。 
  〔連絡－植田まで〕 

公園清掃 

   

郵送作業 

  11/ 25 (金) 

 10時～12時 公園清掃 

日 月 火 水 木 金 土 
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コロナに負けず頑張っトラ。 

公園清掃 

公園清掃 

公園清掃 

日南例会 

宮崎例会 

若者居場所 

都城例会 公園清掃 公園清掃 

公園清掃 

郵送作業 

   

 

小林例会 

食品配布 

食品配布 

 【ひきこもりの相談を受けたい方 受付中！】 
  

宮崎臨床心理士会の先生方が、楠の会の会員に向けて、相談会を

開催してくださっています。 家族の事情、ご自身の辛さなど、聴い

ていただくことで心が軽くなります。 

 「相談」をご希望の方は、植田までご連絡ください。  

 相談料は無料です。日程は同封のプリントをごらんください。  

                        ◆植田＝090-9603-8780 

 【12月例会】 

   １２月１１日 ㈰ 坂本明子さん (みやざきサポステ)    


	5d052bb0ca2306ee669cd32573109937fac021ed730df75f19cc9ccab3c38e03.pdf
	5d052bb0ca2306ee669cd32573109937fac021ed730df75f19cc9ccab3c38e03.pdf
	5d052bb0ca2306ee669cd32573109937fac021ed730df75f19cc9ccab3c38e03.pdf
	5d052bb0ca2306ee669cd32573109937fac021ed730df75f19cc9ccab3c38e03.pdf

