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●2022 年度理事会・総会 4 月 24 日（日） 東京都心身障害者福祉センター18 階 会議室
2022 年度第 1 回理事会
2022 年度総会
2021 年度の事業報告及び活動決算、2022 年度の事業計画及び活動予算
理事長に今井雅子が承認されました。
前理事長：細見みゑ 辞任の挨拶
謹啓
五月晴れの空、爽やかな風が気持ち良い今日この頃でございます。
皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
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私儀、この度４月２４日（日）の総会をもちまして、理事及び理事長を辞任いたしました。メルマガの紙面を借りましてご挨拶
申し上げます。
思えば、未だ高次脳機能障害診断基準も出来ていない頃でした。
２００７年（平成１９年）９月に、制度の狭間に置かれた高次脳機能障害者とその家族の支援と啓発のために、東京都内の
十数団体と共に NPO 法人東京高次脳機能障害協議会(TKK)を立ち上げた際に、理事長を拝命致し、１２月には東京都の
認証を得ました。
それ以来１５年の長きにわたり、高次脳機能障害者とその家族のために本法人の事業目的を発展させてこれましたこと、
加盟団体も３３団体にまで増えましたこと、及び本法人の名を東京近辺にとどまらず全国に普及できましたことは、一重に皆
様のご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
本当に有難うございました。
やらなければならない継続及び新規事業はまだまだ山ほどございましたが、年齢的にも８０歳を迎えようとしておりますし、
体力が残っている内に次代の理事長に引き継いで貰うのが、丁度良い時期かと考えました。
理事及び理事長を辞任いたしましたが、今後は監事として及ばずながら、本法人に寄与する所存でございます。
皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げますと共に、本法人の尚一層の発展を願いまして、ご挨拶とさせて頂きます。
謹白
２０２２年５月吉日
細見 みゑ
新理事長：今井雅子の挨拶
新緑の候、みなさまにおかれてはご清祥のことと思います。
日頃からの、当会へのご理解とご協力を厚く御礼申し上げます。
さて私儀、４月２４日の総会において、細見みゑさんの理事長辞任を受け、新理事長に就任いたしました。
ＮＰＯ法人になる前から、東京高次脳機能障害協議会には関わって参りましたが、高次脳機能障害者と家族の会、世田谷
高次脳機能障害連絡協議会の二つの会の代表を務め、日常はヘルパーとしての仕事を持っていることから、出来るところ
での参加と細見前理事長にお任せすることが多い日々でした。
そのような私が理事長という重責を担えるのか、不安ではありますが理事のみなさんが、みんなで一緒にやっていこうと
励ましてくださり、微力ながら務めさせて頂こうと決意いたしました。
高次脳機能障害者と家族の会の前代表であった故鈴木照雄氏の「原因は問わず、残された高次脳機能障害への理解と
支援を広げる」という理念を、私はずっと大切に受け継いできています。
総会では、今年度は新たに「高次脳機能障害支援法(仮)」制定へ向けての活動、加盟団体との交流や情報交換などを掲
げました。いろいろな立場にある高次脳機能障害の方や家族の生活の実際を伝えられるのは私たちであり、それを行うの
が役割だと思っております。コロナ禍でどういう形で実施できるか、未だ不透明ではありますが、稚拙であっても一つずつ積
み上げていくことが大切だと考えております。
どうぞ引き続き、本法人の活動にご理解とお力をお貸しくださいますよう、お願い申し上げ、理事長就任のご挨拶とさせて
いただきます。
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２０２２年５月吉日
東京高次脳機能障害協議会
理事長 今井 雅子

-------------------------------------------------------------------------∞

【２】加盟団体等の活動

＊＊

-------------------------------------------------------------------------∞
〇みなと高次脳
1) 総会と当事者会 5 月 21 日(土) 港区立白金台いきいきプラザにて開催予定
今年度も会場参加とリモート参加の両方立てで活動します。
2) 当事者会自灯明 は、6 月開催予定（日にちは未定／５月後半ホームページにて UP）
当事者会が発足して 2 年目に入ります。参加者は話す内容と時間を事前に考えることで、リハビリの機会をゆる〜く設定
しています。
広くリモート参加の方募集！（当事者会に興味をもってくださった方、下記 URL をクリックしてください。）
高次脳機能障がい者の未来を紡ぐ会「みなと高次脳」(yykoujinou.com)
〇高次脳機能障害若者の会「ハイリハ東京」
5 月 役員会
郊外活動 西武遊園地
7 月 調理会
9 月 室内スポーツ
〇杉並高次脳機能障害家族会クローバー活動報告＆予定
4 月 総会
5 月 勉強会（当事者発表・懇談会）
6 月 バスハイク （サクランボ狩り）
家族交流会
その他 毎月 1 回 高次脳機能障害者の会 RiTa（当事者の集まり）
毎月 1 回 カフェクローバー（家族や支援者の会）
〇「春の音コンサート ２０２２ You Tube」に参加、視聴して
＝＝＝＝＝去年はコロナの広がりを受け中止になった世田谷高次脳機能障害連絡協議会（世高連）主催「春の音コンサー
ト」は、今年も会場での開催は見送られたものの、毎年出演を楽しみにしている多くの障害当事者の期待に応え、初めての
試みとなる自宅やデイサービスの場で収録した動画の配信として実現しました。今回１４回目となるこの催しは、当事者が歌
や楽器演奏などを、住み慣れた地元世田谷で温かで気を遣わない雰囲気の中、自らが主役となって披露できる貴重な場で
す。我が夫を始めとした参加者の皆様は、やはり幾分緊張しながらも楽しく出演でき、明日からの活力を十分チャージできた
と思います。また、今まで世高連の副代表をして下さった長谷川幹先生に替わり、世話人に就いて下さった橋本圭司先生に
よる「高次脳機能障害と認知症」というミニ講座を、第二部として視聴できたことも大きな喜びでした。動画の収録や編集に
奔走下さったスタッフや参加者全員に感謝申し上げます。

＝＝＝＝＝TKK 理事 柴本 礼
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主催：世田谷高次脳機能障害連絡協議会
You Tube 配信期間：３月中旬～５月末
ご希望の方は sekouren@gmail.com にお申し込みください。
◇お問合わせ： sekouren@gmail.com
090-3518-3876（今井）
------------------------------------------------------------------------∞

【３】行政、他団体の活動

＊＊

-----------------------------------------------------------------------∞
●ドキュメンタリー映画「いのち見つめて～高次脳機能障害と現代社会～」
高次脳機能障害者が人間らしく生きるために
日時：2022 年 4 月 5 日

完成視聴会

会場：第二衆議院会館

ドキュメンタリー映画：港健二郎監督

スピーチ：渡邉修先生（東京慈恵会医科大学付属第三病院）

映画出演者の紹介、プロデューサーの挨拶、堺チャレンジャーズの皆さんの挨拶、他。
映画とスピーチがあり、高次脳機能障害者への理解と支援を求める内容でした。
（4/15〜21 UPLINK 吉祥寺にて上映済み）
＝＝＝＝＝1963 年 11 月 9 日、三井三池炭鉱三川鉱炭塵爆発事故で 458 名の死者、839 名が高次脳機能障害者となり
ました。
いのちは助かっても、社会から理解されず、当事者は自信喪失、辞職、詐病、補償金目当てと誹謗中傷され、社会復帰で
きないなど多くの誤解・差別がありました。
命さえ助かればいいのではない。
社会の人びとに高次脳機能障害を正しく理解して貰い、当事者・家族が「人間らしく生きる権利の回復」を主張しましょう。
高次脳機能障害者の介護はほとんど家族が担っています。当事者・家族の実情を知ってもらい、高次脳機能障害者家族
会、医療機関などが一致協力し「高次脳機能障害者支援法」を制定しましょう。
＝＝＝＝＝TKK 理事 増村 幸子
＝＝＝＝＝極力避けようとしても、ある日突然、交通事故やスポーツ事故、病に遭遇し、障害者となってしまうことがありま
す。脳損傷による「高次脳機能障害」、更に重い「遷延性意識障害」という中途障害に直面し、闘っている家族会の方がたが
います。
この長編ドキュメンタリー映画では、高次脳機能障害者を取り巻く厳しい現実と社会復帰に奮闘する人々に焦点を当てて
おり、多くの高次脳機能障害者の仲間が出演しています。
ドキュメンタリー映画の中で、友の会・片岡保憲理事長や山口研一郎先生が「法的制度」の確立、「高次脳機能障害者支
援基本法」の必要性を強く訴えております。
４月５日の衆議院会館でのご挨拶で、慈恵第三の渡邉修先生も強く述べられていました。
喫緊の課題である「高次脳機能障害者支援基本法」の確立に向けて、共に協力し合い、一歩でも前ヘ進めることを願って
おります。
＝＝＝＝＝TKK 会員 小川 恵一郎
◇ DVD のお問い合わせは、映画制作委員会 野口隆さん（０８０－５３０９－１５３６）へ ◇
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●東京都 令和３年度第２回高次脳機能障害者相談支援研修会
高次脳機能障害者の就労支援 ～支援者側、企業側の２つの立場を経験して～
・Web 開催（オンデマンドによる配信、期間：2/25～3/6）
・講演 1：障害者の就労支援について～支援者側の視点・企業側の視点～
講師 特定非営利活動法人秋川流域生活支援ネットワーク
地域開拓促進コーディネーター 石川誠氏
講演 2：高次脳機能障害者の新規就労や復職の支援に関わって
講師 精神保健福祉士職場内障害者サポーター 中島吾木香氏
＝＝＝＝＝石川氏は、大手小売業で障がい者の就労について現場を支援、指導された経験を活かし、現在は NPO 法人
で障がい者の就労拡大に向けた活動を行っている。企業側/支援者、各々の立場での支援のポイントを説明された。
中島氏は、支援者側/企業側の 2 つの立場を経験して思ったこと、高次脳機能障害者を支援している方に伝えたいこと、
また個別就労支援プログラム、IPS(Individual Placement and Support)についても解説された。
＝＝＝＝＝ TKK 理事 矢野 久喜
●港区高次脳機能障害研修会、2/4 夜、港区障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）
よりよい学校生活を送るためのアドバイス ～学習や生活にかかわる高次脳機能について～
講師：羽田拓也氏 東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科 医局長
＝＝＝＝＝羽田氏は、講演の中で次の点について具体的にポイントを示された。
・「学習」を知るうえで重要なこと
注意/好奇心/インプット&アウトプット/フィードバック/睡眠&運動/心理的安全/事項を俯瞰的に見る力
・大切にしたい 7 つのこと
否定しない/興味・好奇心を尊重する/自己決定を促す/できること・できないことを把握する/困っているときに助ける/明
確な目標を決める/時間制限をしない
＝＝＝＝＝TKK 理事 矢野 久喜
〇「しんなか 失語症ちょこっと相談会」

主催：三鷹市新川中原地域包括支援センター 後援：三鷹市社会福祉協議会

日時：5 月 20 日(金)・8 月 19 日・11 月 18 日(金) 2023 年 2 月 17 日(金)

いずれも 14：00〜16：00

場所：三鷹市新川中原地域包括支援センター
相談員：NPO 法人日本失語症協議会
言語聴覚士(ST) 山本弘子氏
理事長 園田尚美氏
費用：無料
◇申し込み：三鷹市新川中原地域包括支援センター 近藤・大塚まで

電話：0422-40-7204

予約制 １組 30 分 先着順
〇東京都心身障害者福祉センターの HP から
下記 URL は東京都心身障害者福祉センターの HP です。
・東京都の地図に、高次脳機能障害の拠点病院(1２医療圏)のリンクが貼られています。
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ご自分がお住いの地域において、どこの病院を訪ねたらいいか探せないで困っておいでの当事者ご家族、特に、最近高次
脳機能障害になられた当事者やご家族に向けて、クリックすることでご案内が出てきますのでご活用ください。
・高次脳機能障害関係の講演会、研修会などを各自でも調べることができます。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/shien/sien4.files/PDFmappu.pdf
------------------------------------------------------------------------∞
【４】

新入会団体紹介

・NPO 法人ミモザ

＊＊

------------------------------------------------------------------------∞
【当法人の概要】 https://www.npomimoza.com/
当法人は２０１１年に障害のある方のグループホーム支援を目的に設立されました。２０１４年から就労支援や機能訓練、
居住支援など、高次脳機能障害のある方の支援事業を展開しております。
【事業の紹介】
＜就労継続支援 B 型「パッソ西東京」＞
高次脳機能障害のある方の就労支援施設です。就労を目指す方、就労準備のためにまず生活リズムを整えたい方が利
用されています。
＜地域活動支援センター「西東京市保谷障害者福祉センター」＞
身体障害、高次脳機能障害のある方の機能訓練・相談支援施設です。麻痺のある方のリハビリ、記憶障害のある方に手
帳など代替手段の提案、失語症の方に言語訓練などを提供しています。
あわせて、困りごとの相談を受け生活支援も実施します。また、都の高次脳機能障害支援促進事業を受託し、講演会な
どを通じた普及啓発にも取り組んでいます。
＜グループホーム「コデマリハウス・ライラック」＞
高次脳機能障害のある方の居住支援施設です。アパート型と一軒家型があり、一軒家型では朝・夕の食事提供をしてい
ます。その他、服薬管理・通院同行など健康面、金銭管理など生活面のアドバイスを行います。
【TKK への入会の動機】
当法人の活動を多くの方に知っていただき、また各団体様の活動を知ることで、より多くの方への支援につなげられたら、
という思いで入会いたしました。
＝＝＝＝＝NPO 法人ミモザ 理事長 山本 弓彦
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