
令和４年 １２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 

 
 

■2022年12月11日(日)  １３時半～１６時半  
                     

  《会 場》 宮崎県福祉総合センター ２階 セミナールーム Ⅰ 

      宮崎県社会福祉協議会（本館奥の建物・宮崎市原町) 
   

   《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 

 みやざき若者サポートステーション 

      サポステ・プラス について!? 
   

 株式会社九州コミュニティカレッジ 

 みやざき若者サポートステーション/サポステプラス 

                     総括コーディネーター 坂本 明子さん 

  ご注意!! 

またまたまた、 

 会場変更!! 
 

県の社協の研修室

に変わっています 

ご注意ください。 

 今回は、みやざきサポステの坂本さんにおいでいただき、地域若者サポートステー

ションとはどんな所かをお話ししていただきます。（通称サポステ）は、 働くことに踏

み出したい若者たちとじっくりと向き合い、 本人やご家族の方々だけでは解決が難

しい「働き出す力」を引き出し、 「職場定着するまで」を全面的にバックアップする 

厚生労働省委託の支援機関です。 あなたの今の思いをじっくり聞いてもらえます。 

【セミナーの内容】 

●地域若者サポートステーション事業について及びサポステみやざきの取り組み  

  について 

●サポステプログラムの紹介 ～職業人講話～など 
        

 

  

 

 

  

  

     

 【プロフィール】 

 みやざき若者サポートステーション サポステ・プラス総括コーディネーター坂本明子 

 国家資格キャリアコンサルタント 産業カウンセラー  

 2017年から㈱九州コミュニティーカレッジ みやざき若者サポートステーションに従事。 

 2021年から総括コーディネーターを務める。 

 これまで、医療福祉、人権啓発事業、農林水産業などに従事。現在は、地域若者サポー  

 トステーション事業において同じ志を持つ仲間と個を尊重した丁寧な支援を心がけてい  

 る。人生で大切にしていることは、これまでの経験から健康、バランスそしてタイミン  

 グ。ストレス解消方法は散歩。家族は夫と娘2人。現在は、宮崎市内で夫と二人暮らし。 



 

Page 2 

■2022年11月6日(日) 例会の報告                      

        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 

 この日は、宮崎市役所から、宮崎市社会福祉第一課の自立相談支

援センターの中原主査とと、保護第一係から佐藤主幹兼係長のお二

方にお話をしていただきました。 

 【自立相談支援センター“これから”について】 中原主査 

 生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至ってない生活困窮者に 

対する「第二のセーフティネット」ともいえるもので、既存の制度などを  

横串に通すイメージだそうです。 

 自立相談支援センター“これから”ができたおかげで、支援までの

ハードルの高さや、どこに相談していいのかわからないなどの悩みも 

解決できそうですね。 

 相談は、無料ですし、支援員の方がいて、困っていることの状況を聞い

たり、相談者の意思を尊重して一緒に解決方法を考えたり、寄り添いな

がら支援していただけるそうです。 

 内容としては、家計改善の支援や就労支援、居住の確保、子どもの居

場所、「かけはし」や他課・外部との連携などです。 

 きめ細かな対応をしていただけますので、中原主査からは「困ったら

まず悩まずに、ご相談ください」とのことでした。 

 また、これまで、市で相談を受けてこられたうちの、三例をご紹介いた

だきました。それぞれ何らかの進展があり、相談者の心の安定や選択

肢の広がりなど、良い結果が得られているようです。 

 

      この日は支援者も含め、36名の参加があり

ました。 

中原主査 

佐藤主幹兼係長 

「これから」の概要 

  ■ 住所 

     宮崎市橘通り東1-5-8 

    グリーンリッチホテル宮崎206号 

  ■ ☎   0985-42-9239 

     Fax  0985-29-6733 

  ■ 開設時間 ９時～１７時 

  ■ 休館日 土日・祝日・年末年始 



 次に、生活保護の相談制度と市の現在の状況を佐藤主

幹からお話していただきました。     

【生活保護に関すること、宮崎市の今の現状について】    

 ８０５０問題にいずれ直面する私たちにとっては、生活保

護を受給するかどうかは別として、残されたひきこもり者に

とって、大きなセーフティネットであることは、間違いのない

ところです。 

 佐藤主幹には、制度の仕組みや、保護の要件、直面するであろう車、家、 守秘義務、扶養照

会、申請の流れ、申請時に聞かれること、持参するもの、申請書の交付・受付、基準の内容を

お話いただきました。 

 そして、一番知りたい果たしてもらえるのかどうか、もらえるとしたらどのくらいもらえるのか

を、パターン化して、実際の宮崎市の受給金額をお示しいただきました。 

 また、組織やケースワーカーの役割、現在の保護世帯・人数、保護費総額なども詳しくお話

しいただきました。 

 ひきこもりの方々が、生活保護の申請をするのにはかなりハードルは高いとは思います。しか

しながら、自立相談支援センターの方とも相談しながら行えば、優しく対応していただけそうな

気がいたしました。 

 質問の時間では、細かい質問や制度の根幹にかかわるような質問までいろいろありました

が、市役所のお二方には懇切丁寧に対応していただきました。特に、生活保護の受給者にか

かわる厳しい批判についての質問にも、真摯にお答えいただきました。 
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    １、生活保護とは ? 
           ・病気やケガで働けない。 

           ・親の介護や子育て中で働けない。 

           ・収入（年金・就労収入等）が少ない。 

  

    生活に困っている家庭に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに世帯 

  の自立を助ける制度です。 次のようなあらゆる手をつくしても自分の力で生活を維持することが 

  できないときには、だれでも平等に生活保護を受けることができます。 

 

  ※ 様々な Q について説明していただきました。 

   ・生活保護の人って車は持てないの ? 

      ・今住んでいる家に住み続けられるの ? 

  ・生活保護の人って近所にバレる ? 

質問にお答えいただくお二人 



 

「キラキラする義務なんてない」山田ルイ53世さんがメッセージ     
 

令和４年度 ひきこもり8050問題理解促進セミナー １１月９日水曜日メディキット県民文化センター 

「自分らしく生きられるみやざき」のつくり方    
 

ひきこもりの問題について考えるセミナーが11月9日宮崎市で開かれ、お笑い芸人の山田ルイ53世さんが、自

身1の経験を語りました。このセミナーは、若者の間で問題となっている「ひきこもり」について理解を深めてもらおう

と県が開いたものです。講師を務めたのは、お笑い芸人の山田ルイ53世さん。中学2

年の夏休み明けから学校に行けなくなったという自身の経験を語り、目先の小さなこと

から行動するように心がけたところ、6年間のひきこもりから抜け出すことができたと話

しました。 

 (山田ルイ53世さん） 

「誰もがいきいきしたいわけじゃない。誰もがキラキラ輝きたいわけじゃない。『なりたい

自分』より『なれた自分』。『キラキラする義務なんてないんだ』ということを今日は皆さん

にお伝えしたい」と語り、「取柄のない人が生きていてもいい社会、責められたりしない

社会」について話されました。第二部のパネルディスカッションには、境先生と楠の会か

らは「けいじ」さんが登壇。「けいじ」さんは、ひきこもっていた時の心境をストレートにま

た、ユーモアを交えて話され、会場に笑いが起こっていました。また、楠の会に参加して

いたからこそ自分も成長することができたと話されていました。 

 KHＪ全国大会in兵庫に宮崎県楠の会からお二人に参加していた   

 だきました。 (写真撮影:下り藤さん) 

  

 ① 下り藤眞里さん  全国大会参加をしてたくさんの学びがありました。初日は九州大学院医

学研究院の加藤隆弘先生の「ひきこもりの多面的理解に基づく本人・家族支援」について興味深

く聞きました。ひきこもり本人は家族と同居しているのになぜ支援をうけるのが遅れるのか。それ

は本人に限らず家族も精神疾患に対する偏見があるから。現状では見守るしかない・・。見て見

ぬふりをせざるを得ない・・。偏見によって私たちが見て見ぬふりの態度をとりがちである。本人

自身も「こころの病気なんかじゃない」と支援を遠ざけてしまう。家族が最初の支援者となるため

の５つのステップ ひ①評価：ひきこもりの状態理解 き②聴く：傾聴により相談しやすい居場所作り 

こ③声かけ：適切な声かけによるポジティブな行動変化 も④求める：状況に応じた専門家に支援を求める り⑤リ

ラックス：リラックスできる家庭の取り組み などについて説明がありました。この見て見ぬふりをしないようにしま

しょうという考えたが浸透するといいなと思いました。2日目は「８０５０等の諸問題」について豊中市の取り組みにつ

いて聞きました。ひきこもりの二つのタイプ①経済的に裕福な場合は親の年金で食べていけるが孤立、発見が遅れ

る傾向にある。②経済的に困窮している場合は親元で生涯暮らしているため貧困の連鎖が生まれる。いづれも８０５

０問題は経済構造によってうまれた平成の遺産と話されていました。そして具体的な症例の報告がありました。次に

ひきこもり予防へのアプローチとして学校と福祉の連携プロジェクトを立ち上げて具体的には①スクールカウンセ

ラーとの連絡会、教職員のための福祉と連携ガイドブック作成、教職員のための勉強会を実施しているとのことでし

た。入口として早期発見ネットワークをつくり出口としてひとりひとりに役割を見つめると話がありとても参考になり

ました。  

 ② 大熊慶次郎さん  始めに、姫路の全国大会へ派遣していただきました事、心より御礼申し上げます。 

 大会の内容に関する端的な感想は、開催期間の短さに対し、あまりにも内容を詰め込みすぎだったということで

す。駆け足で密度が高くなった内容に理解が追い付きませんでした。 

 一方、私が会場を見渡した限り、200人を超えるような動員に成功したようにお見受けしましたが、来賓の政治家

らに、これくらいの動員ができるのだぞと見せつけることができたのは、会の本願成

就にとって非常に良き事だったに違いないと、お喜び申し上げます。 

 最後に、大会とは直接関係ありませんが、最終日の夜、イベントとして幻想的にライ

トアップされていた姫路城内を、本丸の曲輪に至るまでじっくり散策できるという、思

いがけぬ幸運に恵まれました事を、申し添えずにはおれません。あの眩暈(めまい)を

覚えるような美しき光景の数々を、私は死んでも忘れないでしょう。 

姫路城 
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清山宮崎市長に「ひきこもり条例」の要望書を提出!! 

 

11月17日㈭ 、宮崎市の清山市長に引きこもりに対する宮崎市への

要望書を提出に行きました。 

 参加したのは、楠の会から植田・山崎、宮崎大学境先生、市議会

議員の嶋田喜代子さん、島田健一さんと公明党の市議さんでした。 

 清山知憲市長は、一月の市長選に当選したばかりの40歳。今 

とても勢いのある方です。東大医学部卒のお医者さんで、近くでお

会いすると、とても聡明な感じの方で、オーラがありました。 

 面会は、撮影も含めて20分と決められており、まさに分刻み。 

 ひきこもりについてお話しした後、「不登校問題」などにも話が広が

りました。楠の会としては「社会とのつながりが持てる活動」「実態調

査」「居場所づくり」等への支援などをお願いしました。 

要望書 
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現在、ひきこもり条例のある所は、全国数か所ですから、宮崎市にひきこもり支援条例ができれば、素

晴らしいと思いました。市長との面会の後、宮崎市議会議議長と副議長さんにも会い、同じ要望をして

きました。 

 

女が生きるためのお金のこと、家

族や仲間との関係。70年前の家計

簿から、大切なメッセージが届き

ます。失業中、シングルマザーの

里里の元へ、疎遠にしている母親

からぶ厚い封筒が届く。五十鈴加

寿という女性が戦前からつけてい

たという家計簿だ。備考欄に書か

れた日記のような独白に引き込ま

れます。一番のおすすめです。 

最近、原田ひ香さんの勢いが止

まらない。実際にどれくらいの

期間で執筆されているのか分か

らないが、次々と新しい著作を

出している印象だ。本作も面白

く、一気に読んだ。 

母、母、娘2人と三世代の、お金

にまつわる6話の連作短編集。 著

者初作品。 書店徘徊中、本作文

庫本の表題名が目にとまった。 

ベストセラーになった本。 

＜担当からのコメント＞ 

私も桐子さんと同じ、「人に迷惑を

かけないで生きていきたい」と 

思っていました。でもこの本を読ん

で、「迷惑をかけて生きていてもい

いのかもしれない」と考えが変わり

ました。人に迷惑をかけてこそ、生

きている証なのだと！ 

  “元気の出る“おすすめの本 !! 

           「原田ひ香」さんが面白い。 

￥ 817 

￥ 1760 

￥ 748 

￥ 770 



【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。  

 年会費の納入をよろしくお願いいたします。 

  

 ◆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」 

                 

 参加者緊急募集!! 
 

   施設・企業 見学・日帰りバスツアー  【無料・お弁当付き】 

 

 

 

 

     

【日 程】  2022年11月２９日㈫ 10時～17時 ※時間は前後することがあります。 

 【定 員】   １５名 

    

    ※ 楠の会の会員が主な参加者です。参加希望の方は、 あなたも参加してみませんか。 

            植田(090-9603-8780)まで。   すでに満席の場合もあります。  

 宮崎県楠の会 １月・２月の例会予定 
◎ １月 宮崎例会  

    「久保浩明先生の講話」臨床心理士 

   １月８日㈰ 宮崎市社会福祉協議会２階 視聴覚室  (宮崎市花山手・市立図書館隣り) 

               １３時半から１５時半                       

 
◎ １月 日南支部 講演会  

    「境先生の講話」宮崎大学教授 

   １月２１日㈯ 日南市 生涯学習センターまなびピア (日南市木山2丁目4-44) 
         １３時半から１５時半  

 
◎ ２月 都城・宮崎 講演会 

    「日花睦子さんの講演会」 

     “一人で悩まなくていいんです～いつも、ここで、家族会” 

  ◆都城支部 

      ２月１１日㈯ 未来創造ステーション（都城図書館）  （都城市蔵原町11街区２５区）  
            １３時半から１６時      
    ◆宮崎例会 

      ２月１２日㈰ 宮崎市社会福祉協議会２階 視聴覚室  

           １３時半から１５時半                   (宮崎市花山手・市立図書館隣り) 

 

 宮崎駅 

 支援機関紹介 【昼・お弁当あり】 

(ハローワーク宮崎・ポリテクセンター

宮崎・合同会社ライフビジネス) 

 農業生産法人 

(株)宮崎アグリ   

   アート 
 丸栄宮崎    

 (株) 

  

 宮崎駅 ➡ ➡ ➡ ➡ 

９時半集合 

10時出発 
１７時帰着
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★都城支部だより 
   

 ■令和４年１２月の「都城例会」 
   《日時》 12月13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 

 １２月17日(土) 

★日南支部だより 
   

 ■令和４年１２月の「日南例会」は 
   《日時》 １２月１７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１２月の例会 
  《日時》 12月18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 

 日南支部 講演会  

    「境先生の講話」宮崎大学教授 
１月２１日㈯ 日南市生涯学習センターまなびピア    

             (日南市木山2丁目4-44) 

２月 都城・宮崎 講演会 

  「日花睦子さんの講演会」 

“一人で悩まなくていいんです～いつも、    

           ここで、家族会” 

◆都城支部 

２月１１日㈯ 未来創造ステーション（都城図書館）  



 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 

 ◆12月11日 (日) 

  宮崎例会会場 

 ◆12月17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 

  12/ 23 (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りました。 

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 

30 31 29 

 

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 
   




