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お困りごとを心理師(士)に話してみませんか ? 
―宮崎県公認心理師・臨床心理士会の活動紹介ー 

   宮崎県公認心理師・臨床心理士会 
ひきこもり支援グループ 

ご注意!!
またまたまた、 

会場変更!! 
市の社協の視聴

覚室に変わってい

ますご注意を!!

■2023年１月８日(日)  １３時半～１６時半

《会 場》 宮崎市福祉保健センター ２階 視聴覚室
(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

 今回は、楠の会の会員に向け、毎月家族相談を引き受けていただいている、「宮崎県公

認心理師・臨床心理士会」の先生方にお越しいただきます。 

 「気持ちの整理がしたい方」「お子さんの関わり方を考えたい方」「他の情報機関の情

報を知りたい方」など、気になっていることを一緒に考えていただいています。 

今回は、県内の先生方が一堂に会されます。 ぜひ参加ください。 

◆講演会の内容

① 宮崎県公認心理師・臨床心理士会の活動紹介

② 相談方法、相談するのに大切なこと

③ 日常的にできることを考える

◆心理師(士)への相談体験

講演会の後で、グループに分かれて心理師(士)に相談する時間を設けます。ご質問や

ご相談を気軽にお話してみてください。

◆意見交換

無理にお話しする必要はありません。

◆心理師(士)への相談内容①②③④

◆相談するときに大切なこと①②  ◆その他
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■2022年12月11日(日) 例会の報告

  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 

 今回は、みやざきサポステ総括コーディネーターの坂本さんにおいでいただ

き、若者サポートステーションについてお話ししていただきました。 

おなじ厚生労働省の委託事業でありながら、バスツアーで見学したポリテクセ

ンターとは、対象年齢も雰囲気も違います。

「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。

また、就職した後も相談に乗ってもらえるとのこと。 

今回は、 サポステの特徴をじっくりお話ししていただきました。 

【ひとりで悩まず、仲間と一緒に準備をしてみませんか?】 

若者サポートステーション 

■ 宮崎本部 0985-25-4345 

   宮崎市老松1丁目4-12 Kビル 2F 

■ サテライト都城  0986-36-6510

都城市東町4-30 

■ サテライト延岡 0982-37-1190 

延岡市土々呂町４丁目4390-1 

※ 開設時間 ９時～１７時

※ 休館日 土日・祝日・年末年始

坂本総括コーディネーター

ひきこもっている人は、どんなきっかけで動き出すかは

わかりません。親子の会話ができるようになって、働い

てみたい、と言い出した時、まずはサポステに相談す

るのがいいと思いました。ゆっくり一人一人に合わせた

サポートをしてくれます。親だけでもいいので相談して

みましょう。 植田

４０代だけど 

行ける？ 

就活に自信を

持ちたい。 声が小さくて

自信がない。 

GATB受けて

みたい。 

履歴書の空白は 

どうしたらいい

の? 

１２ 月の例会の様子 



◆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」 

【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。 

◎サポステには

様々なセミナーがあります。
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◆よりよく生きるための感情論

◆ＧＡＴＢ(一般職業適性検査)

◆パソコン講座

◆ S＋OLC (ソルク)

◆WORKＦIＴはじめの一歩プログラム

その他

◎自分に合ったセミナーを選べます。

◆コミュニケーション

◆話し方教室

◆ココロcafé(心理系セミナー)

◆ビジネスマナー

◆楽しく運動

◎交通費以外のサポステ利用は無料です。

◎近くにサポステがない場合は、ZOOM等で相談でき

ます。

◎スタッフは比較的女性が多く、相談しやすい雰囲気です。



施設・企業 見学・日帰りバスツアー
【日 程】  ２０２２年１１月２９日火曜日 １０時～１７時 

行ってきました！！ ウレシサト、オドロキト、感動がありました!! 

 

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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まず初めに、ポリテクセンター宮崎に行きました。 

今回の企画は、「ハローワーク宮崎」と関係している機関ですから、ま

ず、ハローワークの方から、利用についてガイドがありました。特に、就

職氷河期世代には、専門の窓口があるそうです。 

ポリテクセンターは大変立派な建物で、仕事を探している人のための

公的な訓練機関です。各訓練コースは、６か月で免許習得でき、その

後、就職につながっていきます。お話の後、２階建ての広い建物のなか

を案内していただき、丁寧な説明を受けました。感心したのは、ポリテ

クセンターには、年齢制限がなかったことでした。

二番目に行ったのは、「ライフビジネススクール」の職業訓練をしてい

る「株式会社宮崎アグリアート」という農場の事務所でした。ここでは、

様々な野菜やお米を低農薬で作っていました。 

バスツアーを企画した「Dーrect」社長の小松山さんが、現在研修中

の方に、インタビューをしてくれました。Aさんは、家が農家だが、新しい

フードビジネスを学び直したくて来ている。 Bさんは、台風でハウスが

めちゃめちゃにやられたのをきっかけに、農業を新たに学びなおしたく

て来たとおっしゃっていました。

最後に、「丸栄宮崎株式会社」に行きました。宮崎県佐土原町の工業

団地内にありました。丸栄宮崎では、鍛造加工工場である本社工場、

精密切削専門工場のTRP工場、MTV工場、そして開発センターであ

るイノベーションセンターと4つの拠点があり、社員は200名を超えて

いて、現在も右肩上がりを続ける優良企業ということでした。福利厚生

などもしっかりしていました。なにより、先ほどのポリテクセンターで６か

月研修を受けた人が、６か月後にはこの会社で採用され、働いておら

れることに大変驚きました。 

①ポリテクセンター内を案内していただきました

②グリアートさんの二階でお話を聞きました

③丸栄の広い工場内をあちこち見学しました
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★都城支部だより

■令和５年１月の「都城例会」
《日時》 1月10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

１月21日(土) 

★日南支部だより

■令和５年１月は講演会です。

《日時》１月21日(土)13時30分～15時30分 

    境先生の講演会(宮崎大学教授) 

「ひきこもる本人と共に生きる 

  家族への支援」 

《会場》日南生涯学習センターまなびピア
  (日南市木山２丁目)  

申し込み・詳細は田中さんまで・・・。 

電話 090-5949-8843 
※どなたでも参加できます。

★小林支部だより

■令和５年１月の例会
《日時》 1月15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

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）
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 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

◆1月8日 (日)

宮崎例会会場

◆1月21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 

1/ 27 (金)

10時～12時 公園清掃 

日 月 火 水 木 金 土 

1 

正月 
2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

コロナに負けず頑張りましょう。

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


