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市町村障がい福祉関係職員等研修会

テーマ「協議会について考えよう」
講師：山本 雅章

先生

去る1月28日（金）に標記の研修会を開催しました。お忙しい中、行政・事業所から41名のご参加いただきありがとうございました。
講師は武蔵野大学の兼任講師、調布市社会福祉事業団理事、そして長きにわたり調布市の障がい福祉行政職員の経歴をお持ちで実践をされてこられた
山本雅章先生をお迎えして実践報告を中心にご講演をいただきました。オンライン研修だと気軽に遠方の先生をお呼びできるのはありがたいものです。
人口23万弱の都心のベットタウンである調布市の特徴は、市で単独設置している協議会です。歴史的背景に親の会と市政の強い結びつきがあること。
また、施策化するために「エビデンスベースの実践」を基本スタンスに全国標準モデルである「専門部会」をあえて設置しなかったそうです。
地域課題としてあがってきたテーマを運営会議で絞り、3つのワーキングで期間を決め（1年から2年）協議して、財政当局へ根拠を示し必要なものを施策
化されていました。講師曰く外から「行政主導モデル」では？と指摘されていると謙遜されましたが・・・
自治体が主体的かつ責任をもって当事者や民間が参加する「協議会」を積極的に活用していく基本モデルでした。
皆さんからの声(アンケート）の一部を以下に転載しましたのでご紹介します。ご覧ください。
報告者：機能強化Co 比田井 直樹

➡アンケート結果：❶印象に残ったキーワード３つ ❷感想 ❸深ぼりしたい質問
Aさん

❶ ア：相談支援事業所の中核化 イ：市が援護の主体 ウ：本人主体
❷自立支援協議会について、基本市町村事業であると認識していましたが、研修を拝聴して市への政策提言から
実用に至っていることに驚きました。背景には積極的な協議会参加と何より前段で方向性を示す運営委員会の
存在が大きいのでしょうか。
何かを作り上げるために何かを協議する。このようなスタイルが佐久圏域でも見いだせればと思います。

❸協議会を活用した地域づくりの視点
Bさん

❶

ア：新しい取り組み（施策）をスタンダードにする イ：住民（当事者）と自治体労働者（行政や支援者）それぞれの主体形成
ウ：ニーズに寄り添いながら、どこまでのことができるか協議会が主体になる

❷調布市の自立支援協議会の施策実績の数が多く、またそれらが全て魅力的だと感じました。

施策が実現に結び付いている理由として協議会の中身が合理的にでき、適正に運営できていると感じました。
協議会へ参加する方たちの職種の幅を広げることで新しい社会資源の幅も広がると思いました。
上記のことを当協議会でもとりいれ、一歩ずつ課題解決に向けて進んでいければ良いと思いました。

❸施策実現に向けて、具体的な目標達成時期をしっかりと決め取り組んでいったのでしょうか。

課題によると思いますが熱量が減らないうちに取り組んでいくには達成時期はあまり長くしないほうがよいのでしょうか。

Cさん

❶ ア：具体的テーマの設定の取組 イ：親の会を含めての参加 ウ：ニーズのギャップを埋める取組
❷実践と学びの大切さを感じました。民間との連携を中心に進めていくこと、自立支援協議会の本来の意義など
を理解しながら参加しなければいけないなと感じました。

❸障害福祉計画について
Dさん

❶

ア：地域生活をどう可能にしていくか（資源開発） イ：相談支援線も人と一緒に協議会をつくっていくこと（キーパーソン）
ウ：地域にあってよかったと思える協議会(困り感を共有していくこと・夢をもていること）

❷研修ありがとうございました。実例をもとに色々とお聞きする事が出来ましたので、とても参考になりました。相談支援は市町村（行政）が責任を持つ
事が凄く大事で、その中で、一人一人のニーズをしっかりと把握する姿勢も大事ですし、提出されたプランをしっかり見る事で支給決定にも責任がある
事は分かり切っている事ですが、再度の認識が必要だと思いました。また、自立支援協議会を地域にどのように浸透させていくかも課題だと思いまし
た。当事者中心は当たり前の事ですが、ニーズに寄り添う中で、市町村とし何が出来るかを伝えていく事も必要との事は、とても重要だと思いました。
福祉には限界もある中で希望もある事もお伝えできればと思いました。

❸実際に相談支援専門員がどのような事を上げているのか、また上げるまでの振り分けやプロセスや様式等があれば、教えて頂きたいと思いました。

つづき ➡アンケート結果：❶印象に残ったキーワード３つ ❷感 想 ❸深ぼりしたい質問
Eさん

❶

ア：エビデンスのある議論 イ：直営での基幹センター、直営での指定特定相談支援事業所
ウ：相談支援を行政が責任を負うべき

❷ありがとうございました。行政が親の会、関係機関と一緒に汗をかいて協議会を運営されているんだろうなぁという思い、大切に
なれているところが印象深かったです。協議会のベースは、個別支援からニーズを吸い上げ課題を整理していくことは当たり前の
ことだと理解はしているのですが、これまで（行政在籍時代）の佐久圏域での協議会では、その吸い上げる仕組みが見える化（共
有化）されてなかった気がしました。現在相談員として、現場にいる中で、この課題をどのタイミングで誰に話せばいいのか…
ということえをぼんやりと考えていました。佐久圏域の市町村単位になった協議会の取り組みがそんな位置づけになれば、または
現在佐久穂で行っている町内相談支援連絡会が担うでもいいか、いずれそんな動きがあればもっと会議の目的やビジョンがみえて
くるのではないかなぁ…

❸（今さら恥ずかしくて研修会では聞けませんでしたが）

上記感想を踏まえ、調布市での課題抽出の具体的な仕組み（共通様式があるのか含め）を知りたいです（お話の中では、プランの在り方検討会
がその役割をある程度になっていたのかと想像しましたが）。

Fさん

❶ ア：ワーキング イ：当事者、親の会とのつながりの深さ ウ：行政が主導
❷私個人は自立支援協議会に参加したことがない身で、無知な感想になります。

佐久圏域では市町村部会で吸い上げた課題を、それぞれ相談支援部会などで協議していると聞いていたので、調布市の専門
部会がない、という考え方は目からうろこでした。部会の枠組みで必ずしも課題があるとは限らない。というのはその通り
で、細かく設定して、一つのことに絞って課題に取り組むことにもメリットはあると思いますが、ワーキングの課題として
テーマを絞らずに議論した結果、様々な資源の開発がなされていることは、自立支援協議会が有意義に動いていることにと
ても感心しました。
また、行政が主導となり、当事者や親の会とつながりが深くある事、とても素敵であるべき姿だと感じました。

❸未記入
Gさん

❶

ア：制度創設期から姿勢と親の会の関わり方、積極的な結びつき
イ：制度推進には行政が責任をもつことでモチベーションを高める、行政が当人意識をもって温度を取りながら施策推進
のかじ取りをしなければなｋなか運営はうまくいかない
ウ：当事者主体とするも行政の限界についてもしっかり説明をしながら制度が絵にかいたもちにならないようにする。

❷先駆的な取り組みとして調布市の制度や流れをお聞きする中で当初、佐久圏域は県内でも先駆的な立ち位置だった拠点
整備もいつのまにか制度の形骸化、他人事、誰かがやってくれるのでは・・・。といった雰囲気を感じます。
調布市は大きくも一つの自治体と、いくともの自治体が集る佐久圏域では取組にも限界があるのでしょうか。

❸未記入
H さん

❶

ア：地域の連携
イ：生活の三要素（就労・居住・余暇）
ウ：熱量

❷地域自立支援協議会の役割及び地域での重要性がわかりたいへん勉強になりました。佐久は広域なので地域毎の課題が異なること
から市町村毎の協議体を設け協議を行うようにしたことは大変に良いことだと考えています。
しかしながら地域によって温度差が出始めているように感じております。本日は有意義な研修をありがとうございました。

❸未記入
Iさん

❶未記入
❷協議会で話し合われた内容が形になるのが素晴らしい。ワーキングの内容をⅠ～2年で変えていく形にしていくのがベストだと思う
❸未記入
◆テーマ選定のコツを知りたくて講師に尋ねると、チームリーダーの係長を中心に運営会議を2か月に1回開催しているそうです。
また1名以上は長期配置（10年スパン）で流れが停滞しないように、それ相応の組織体制があることがわかりました。
それでも形骸化や迷走もするそうです。実践モデルの焼き写しは環境条件が異なるので同じ効果が期待できるか別問題ですが、
「良い刺激」になったという感想が多い印象です。（同時にプレッシャーも感じつつ）施策化は思いつきではなくエビデンス大事ですね。
わたし個人が思う地域づくりは千里の道も一歩から！派手さはなくても仲間をあつめ小さな実践を積み重ね、輪を広げていくイメージをもって
いますが、佐久圏域の取組みも始まったばかりの発展途上ですので引き続きご理解ご協力おねがいします。

主な活動報告（11月～1月末）
１：佐久圏域障害者自立支援協議会
（１）全体会：未実施（コロナ感染レベル4以上のため第2回目は書面会議の予定）
（２）市町村部会：1月予定していましたがコロナ感染レベル4以上のため書面会議
（３）人材育成ワーキング：地域の代表相談支援専門員との人材育成等の活動
◆12月21日（月）第5回の会議開催
→基幹センター浅沼Co内省発表、事業所訪問、主任の役割について
相談支援法定研修（インターバル実施方法）等の打ち合わせ
◆12月27日（月）小諸養護学校主催の高等部研修会
テーマ「教育と福祉の協働によるストレングスモデルの事例検討会」
→ワーキングメンバーによるグループスーパービジョンのファシりテーター協力
◆1月21日（金）現任研修のインターバル協力（個別面談）
→ 新型コロナ感染レベル４（佐久市内感染レベル５）のため
急遽、基幹センタースタッフのみで対面からオンラインに切り替え実施
（４）ピアサポートワーキング：精神障がい者の「にも包括」、ピアサポート体制構築の協議など
◆12月2日（木）第4回開催
・ピアサポーター活動（来いコイの会）状況について
・精神障がい者「にも包括研修会」の振り返り など
（５）医療的ケア児等支援体制検討会議：医療的ケア児等コーディネーター等による支援体制に
ついて協議など
◆11月18日（木）第3回の会議開催
・短期入所（レスパイト）医療関係者の連絡会について など
◆1月12日（水）第4回会議開催
・災害に備える研修会の企画について など
（６）市町村事業所連絡会：相談支援事業所を中心に地域特性に応じた地域課題の検討
小諸市：第2回1月予定を延期
佐久市：第2回12月23日(木）ミニ学習会、地域課題の協議（グループワーク×KJ法）
南佐久5ヶ町村（行政連絡会）:第2回12月2日（水）養護学校の送迎について
第3回1月13日（木）養護学校の送迎について
佐久穂町：今年度終了
軽井沢町：第4回12月7日（火）地域課題の協議（グループワーク×KJ法）
御代田町：今年度終了
立科町：今年度終了

２：相談支援事業所の訪問・・・相談支援体制の強化充実、ケース共有によるネットワークづくり

◆11月5日（金）：(福）川上村社会福祉協議会
◆11月15日（月）：(福）立科町社会福祉協議会（たてしなふれ愛園）
◆11月26日（金）：（福）佐久コスモス福祉会おおさわ事業所
→今年度の予定は感染レベルが高いため見合わせ

３：事例検討会・・・方法：ストレングスモデルのグループスーパービジョン
11月5日（金）
ゲスト(事例提供者）：サクラソウ相談ルーム相談支援専門員 堀米さん（軽井沢）
テーマ：透析がある身体障がい者、退院後抑うつ状態が続いているため支援の方向性と
できることについて考えたい。
ゲストの感想：課題焦点型からの思考の転換
ストレングスの発見や整理ができたとのこと。煮詰まったときなど
最近はこのシートを活用してプランをたてることもあるそうです。

ピアサポート・レター
ピアサポーター

大谷 貴咲さん

小諸高原病院でピアサポーター兼精神保健福祉士として働いています。
私も半年程度入院していた経験があり、退院後一人で生活するのは不安だった
ので、見守りのあるグループホームにお世話になりました。ゆっくり回復する
のに最適な場で、規則正しい生活と服薬をする事から始め、散歩に出掛けたり
と毎日少しずつハードルを上げて、失われていた現実感と達成感が蘇って来ま
した。何より支援者に恵まれていて、常に回復を信じながら見守ったり応援し
ていただいたり、毎度の事ながら的確な情報提供には驚きと信頼感を抱いてい
ました。
また、一人の人間として大切に扱うサポートを受けた経験から、自分の回復
で応えたいと思う様になり、何かの形でこの経験を誰かに還元できたらと精神
保健福祉士の資格取得への思いに火が点き、ピアサポート（同じ様な立場の人
によるサポートで、それを行う人をピアサポーターと言う）のボランティアを
行いながら勉強しました。その頃心掛けていたのは、受けた励ましを思い返す
事です。支援者はいつでも信頼を裏切らなかった事や絶好のタイミングで背中
をプッシュされた経験から、自分も相手に信頼されていると転換し、思考や行
動をきちんと振り返るというポジティブな負荷を自らに負わせる事によって、
心地よい緊張感が生まれ自分的にしっくり来ています。
例えば、ボランティアに参加する事は精神的にも体力的にもその日に調整で
きる自分だからお誘いいただいたのだと言い聞かせ、体調を整える様にし、当
日は言動に責任を持ち、帰宅したらその日にできた事をふり返って小さな成功
体験を積み上げて力にして行きました。自身を持ち上げる感じです。そんな事
をしながら社会復帰に向けて練習する日々を送っていました。

主な活動
その１ 院内説明会
(集団プログラム：
入院中の日中活動・就労・家族など)
その２ WRAP（元気回復行動プラン）
(自分のトリセツ作成)
その３ 当事者研究ファシリテーター
（困り事をみんなで話し合う会の進行役）
その４ 看護実習生講義
佐久広域連合主催
ピアサポート基礎研修講義
その５ 院内外ピアサポ普及活動
来い・コイの会（ピアサポーターの会）参加

イラスト：大谷さん作成
将来の夢
タイトル「ヤギと一緒に」

その後、今の病院に採用され、細やかな配慮を受けながら入職4年目を迎えようと
しています。主な活動内容は、個別面談(病気、服薬、家族、住居、体調管理、年金
の相談、社会参加までの道のりで工夫・心掛けた事を語ったり、使った制度の説
明、就労は雇用側に障がいを開示する・しないのメリット・デメリットを紹介する
などニーズに合わせた面談)や左記の活動などです。
これらの活動を通して得られた効果は、自分の経験を無駄にせずに済み、自己肯
定感がUPしました。また自己内省が深まる中（ピアサポート活動を通して自分が渦
中にいた時に、どの様に感じ何を求めてどんな選択をして来たのか、回復のために
行なっていた事など振り返る機会がとても多く、それなしにはピアサポート活動が
できないと言っても過言ではありません。日頃からその様な習慣があったので、割
と違和感なく出来たのではないかと思います）
今まで受けた周囲のサポートを実感し、有難味が殊更に増していきました。
気分・体調を良い状態に保つ責任が感じられ、それが励みになり、ピアサポート活
動をしていなかったらここまで回復しなかったのではないかと思っています。
一方、副作用としては、私は人一倍セルフスティグマ（自身に対する偏見）が強
いので、自己開示（自分の事を話すこと）がとても苦痛な時期がありましたが、
「誰かのリカバリー（回復）の為」と目的のある自己開示なら…と始め、次第に薄
らいで来ました。次に悩んだのは、当事者なのか支援者なのか明確でないポジショ
ンである上に、私はまだ経験を切り売りする感覚なので、プライベートと何時も隣
合わせでON/OFFを切り換えにくく、眠れなかったり夢の中でも仕事をしている事が
しばしばです。また、ピアサポーター「ならでは」をどこでどう出せば良いのかに
頭を悩ませた時期がありましたが今では私の言葉そのものが特色なのでないかと思
っています。紆余曲折ありましたが、今の生活がとても気に入っています。自分が
サポートする側の人間だと思っていても、いつの間にかサポートされているのを
日々感じており、自身のリカバリーに欠かせない物となっています。
近い将来ヤギと一緒に暮らす事を夢見つつ、これからも活動の幅を広げて頑張り
たいと思います。

地域の相談支援専門員
紹介リレー

NPO法人らしく
相談支援事業所らしく

担当：管理者兼相談支援専門員
氏名：小須田 広明
相談支援の経験：1年ちょっと

1

福祉の仕事を志した理由
行政で障がい福祉担当を長くさせていただいたのですが、志半ばで異動となったことで
行政にいることの限界を感じたこともきっかけです。当時も相談支援専門員がキャパオ
ーバーで不足（有資格者はたくさんおられたのですが）しつつあり、大変な仕事で採算
が合わないことは体感してました。一方で対象者にひたすら寄り添い続けられる仕事が
したくて、後先考えずに思いだけで今ここにいます…

2

座右の銘もしくは影響を受けたもの
「あなたならできるわ」 by セイラ・マス（機動戦士ガンダムより）
根拠は全くないですが、この言葉をいつも見て「何とかなるかも！」と
勘違いさせてもらってます。

3

ストレス発散方法（習慣）
（自分ではこれがストレスと体感しにくいのですが）
習慣としては、週2日は宿直バイトで休肝日ですが、
晩酌して心地よく酔っぱらうことです。

4

私のストレングス（強み・特技）
休みの日はお昼前まで寝ていられる
思ったことをそのまま口にしてしまう（嘘がつけない）
※ 弱みでもある…

5
６

わたしが思う相談支援の仕事とは
対象者を支えるため、多職種の方が連携し同じ方向を向けるための調整役。
時折対象者は支援者の思いと違った方向に進む方もいますが、その思いも大切に応援し続
けることかと。

今後の目標
新参者ですが、以後お見知りおきください。
相談支援の仕事が定着できることが目標です。

地域の相談支援専門員
紹介リレー

（福）御代田町社会福祉協議会

やまゆり共同作業所

担当：相談支援専門員 等
氏名：鳥海 律子
相談支援の経験：9年

1
2
3
4
5

福祉の仕事を志した理由
私には障がいを持った娘がいます。娘が幼少の頃、母子通園施設に通っていました。そ
こで同じ境遇のお母さんたちと繋がり、将来の我が子のためにもなり親の介護等でも役
に立つかな…ということで、介護職員初任者研修(当時ヘルパー２級)をママ友と一緒に
受けたことがきっかけです。

座右の銘もしくは影響を受けたもの
「生きがいの創造」飯田 史彦著
この本を読んで人生観が変わりました。

ストレス発散方法（習慣）
仕事終わりの一杯🍷
休肝日、とれていません💦

私のストレングス（強み・特技）
・人の話をよく聞くこと。同僚が私のストレングスであると言ってくれました。
・いろいろと深く悩まないこと。考え、悩みますが、あまり引きずらないタイプです。

わたしが思う相談支援の仕事とは
サービスを利用するためには計画作成は必要ですが、クライエントの持っている力を引き
出すお手伝いをする役割であって、相談員が導くものではないと思っています。
「お手伝い」であっても簡単ではなく、その為には専門的な知識や技術が必要で、答え合
わせも出来ない仕事なので、奥が深く難しいお仕事だと思っています。

今後の目標

6

目標としては、理論的思考力を高めていきたいです。
佐久圏域の相談支援関係者のネットワークは強みだと感じています。
地域によって課題はありますが、福祉の充実のために頑張っていきましょう。

わたしの現場
レポート
事業所：就労継続支援B型

浅科ふれあいホーム

〒 ３８４－２１０２ 佐久市塩名田５４８番地５
電話 ： ０２６７－５８－４４３６
FAX ： ０２６７－５８－４４３６

※事業所は無作為で依頼していますが順次よろしくお願いします
１

事業所の取組み・PR

浅科ふれあいホームは、利用者さん一人ひとりの
「はたらきたい気持ち」を大切に応援します！
静かな環境の中で体調に合せ毎日からではなく、
半日や週数回など自分のペースで
日中の活動を始められます。仕事として軽作業からちょっと細かい作業まで色々です。
就労やステップアップに向け、課題に取り組める支援も行っています！
利用者さんそれぞれの目標・目的に寄りそえるように職員一丸で取り組んでいます。

２
☆
☆
☆
☆
☆

利用者さんとの思い出エピソード（よかったこと）
希望する会社・職種への就職や就労継続支援A型・就労移行へ繋がったとき
日中に通所することで生活リズムが整い体調が改善されたとき
対人面など一緒に試行錯誤し精神的な成長がみられたとき
繰り返すことで出来る作業が増えたとき
「ここに通所できて良かった」の言葉を頂いたとき

日々過ごす中で利用者さんとのふれあいから職員も元気をいただいています。(^^♪

３

支援者として感じること（課題・コロナ禍の影響など）

気持ちや意思を伝えることが苦手な方とのコミュニケーション・支援の仕方など
利用者さんの個性と障がいの特性・生活環境などで対応が変わる難しさを感じています。
自分も学び成長しなければと思う毎日です。

４

今後の展望、皆さんへのメッセージなど

浅科ふれあいホームでは利用者さんを募集中です。
相談支援専門員の皆さま！送迎もあります（要相談）見学にいらして下さいませ。
いつでもご連絡をお待ちしています(^^)/

可愛い動物たわし・あみぐるみ・ポーチや小物入れ等
１点物もたくさん♪見つけた時が運命です！

ソーシャルワーク
徒然メモ

記入者

機能強化Co 比田井

直樹

Q.よくある質問コーナー
「本人と家族の意向に違いがみられる場合
どうしたらいいのでしょうか？」

わたしも過去に家族の意向が強いと感じた経験が結構ありその都度難しさを感じました。
家族は一番身近な社会であり環境の一部ですので、本人のことは一番よくわかっていると思うの
もわかりますし、本人が影響を受けやすいのも事実です。
しかしながら、基本に立ち返ると本人をひとりの主体として捉え、家族にも見せない顔や家族
の意向とズレや違いに気づき、調整していくことも第三者である専門職が関わる意味のひとつと
いえるのではないでしょうか。（アドボカシーの視点）
参考書の例をご紹介します。児童の保護者面談の場面では、過去の出来事や悔やむ気持ち、実
際の生活から生じる悩み、これからの不安や期待など複雑な思い焦燥感など(アンビバレントな
感情）を相談者から聴くことがあります。
まずは保護者が現状をどう受け止めているのか、その思いをありのまま受け止めメモをとり、
書き並べてみます。（言語化された言葉をそのままカギ括弧）
親の気持ちとして「もっとよくなりたい」希望から特に専門的な事業所には過剰に期待を寄せ
ることもあります。その中から、本音となるものはどこなのか、障がい受容などアセスメントを
しながら探っていきますが、親の物語を共有することで気持ちの整理に役立つかもしれません。
親として子どもへの成長や期待もある一方で現実問題として学校の進路など直面化する悩みも
共有できるよう徐々に関係をつくりながら関わります。（家族支援の視点）
一方でわたしたちが提供する福祉サービスの「基本相談」「サービス等利用計画」の作成にあ
たって対象になるのは児童ですから児童の意向をくみ取り客観的ニーズを反映させていきたいも
のです。
なかなか児童の言葉では表現できないので、代弁は簡単ではありませんが専門職の基本である
アセスメントにより、日々変化していく様子について児童の持っている力や可能性が感じられる
とよいかもしれません。
≪利用者及びその家族の生活に対する意向の記入例》
母として〇〇が課題だと思うのでもっとできるようになったらうれしいです。
特別支援学級についてはまだ悩んでいます。
＋
Aさんは学校では〇〇をして過ごしています。
〇〇に関心があるようなので家に帰ってからもやりたいようです。
参考書籍：サービス等利用計画書き方ハンドブック
日本相談支援専門員協会

お知らせ掲示板
佐久圏域くらし支えあいネット実績（緊急一時入所）
台帳登録者：34件
令和３年度：３件 （R4年２月１日現在）
知的障がいによる障害特性、家庭環境など複合的な理由から
１名が繰り返し利用しているケースでした。

主な活動予定
＜研修会＞
2月14日（月）午後13時30分～ 済
参集範囲：市町村関係職員
「障害者等要支援者の災害時対応に
関する学習会」（オンライン）
＜地域生活支援拠点等のコア会議＞
2月18日（金）午前10時30分～
参集範囲：拠点届出事業所、市町村
（オンライン）
＜人材育成ワーキング＞
2月21日(月）午後15時 (オンライン）

写真日記 R4年1月29日（土）天気晴れ
今年も近所の佐久市滑津川にコハクチョウさんが越冬目的で
飛来していました。みなさんとっても優雅で気持ちよさそうです。
昔家族で乗ったハクチョウタイプの遊覧船を思い出しつつ
わたしは人なので、ブルブル鼻水をたらしながら観察をしました。

＜現任研修インターバル2回目＞
3月4日(金）午後1時30分～午後3時
集合 ➡ オンラインに変更予定
受講者に改めてメールでお知らせします。
内 容
①研修会の録画動画(60分）
②佐久圏域の協議会活動の説明(30分）

あとがき サラリーマン川柳とリフレーミング
2月に入りマンボー(まん延防止）の影響で予定がキャンセルになり時間ができましたので、機関紙のビジュ
アルに凝ってしまいました。今年度最後の機関紙となりますが、ご協力いただいた皆様に感謝いたします。
ところで、新聞で今年のサラリーマン川柳入賞作品(第一生命保険）が目に留まりました。
一つ目は「zoom飲み 呼ばれないないまま ブーム去り」
２つ目は「娘とは アクリル板より 厚い壁」の２つです。('Д')
「他人の不幸は蜜の味」なんていいますが、なんともユーモアがあってセンス抜群です。
自分は、ほぼダメな感じの仲間意識による安心感が強いですが・・・
自虐ネタはとっても人間くさく哀愁があって「弱み」を「強み」に変える
ある意味究極のリフレーミング（枠組み外し・異なる見方）スキルですね。
編集担当：比田井 直樹

