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日々の生活での悩み・不安・苛立ち・・・ 

様々な感情を心の中に閉じ込めていませんか？ 

気持ちをちょっとでも吐き出すことができたら、 

心が軽くなるかもしれません。 

スマイルアップで元気になれる！ 

みんなの願いは、この会がそんな場になることです。 

あなたも、『スマイルアップ元気会』に参加してみませんか？  
 

会長より・・・  
 
 

スマイルアップ元気会 会長の佐藤です 
 

土浦に親の会を発足させて，早6年目に突入します。 

ありがたいことに，今はスマイルアップ元気会も知名度が高くなり， 

たくさんの親御さんが参加して下さるようになりました。 

わらをもすがる思いで会に参加し，お子さんの現状を受け入れられず 

悩み，苦しみ， 

“なぜうちの子が？”  

“どうしてこうなってしまったんだろう？” 

という思い ――― 

でも，ひきこもりのお子さんと一緒に，私たちも人として成長できる 

チャンスをいただいたと，お子さんに感謝してみませんか？ 

もっと親御さんも自信を持って，お子さんと向き合って，共に，歩んで 

行ければ必ず道は開いていきますし，希望という光を，忘れてはいけない 

と思います。 

 

私自身もひきこもりの当事者であり，ひきこもりの子を持つ親として， 

皆さんと一緒に成長してこられたと思っております。 

ひきこもり当事者の方たちにも支えられながら，会長としても精一杯努 

めさせていただきます。 

 

あなたの勇気・・・が初めの一歩です。 

どうぞお気軽にお声をかけてください。 

笑顔でお待ちしております。 

会長 佐藤 久美子 

 

 

ニュースレター 201７（H2９）第７号  ＊＊＊あなたの「元気」が大切な人を幸せにします ＊＊＊ 
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平成２８年度「ひきこもり家族教室」（講演会形式）を開催しました 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

講演後は，事前に寄せられた質問ひとつひとつに，丁寧に答えていただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤会長から， 

「親の会は，“親が元気に！”をモットーに活動しています。 

ぜひ一度参加してみてください」と挨拶がありました。 

 

ひきこもりとは・・・親が「警戒（心身が緊張）モード」，子どもが「フリーズ

（動けない）モード」にいる状態。親が頑張り過ぎると，子どものエネルギーを

奪ってしまう。 

「つながりモード」を回復させよう。 

子どもの気持ちを気づかう，子どもに親切にする，楽しく会話・食事をする，

子どもを喜ばせる・・・・まず親自身がリラックスして，人の気持ちを汲める状

態になること。 

回復には時間がかかる。第三者の助けを借り，親から離れることで回復するこ

とも。親以外の信頼できる大人と交流の機会をつくること。 

「子は親の鏡」・・・・不安は自分の不安，決して子どもの不安ではない， 

不安を自分の問題としてまず考えてみる。 

講演『ひきこもりの子が親に教えてくれること』 

講師 母娘＊謎解きカウンセラー 高橋 リエさん 

経験者・家族からのメッセージ 

      

ひきこもり大学茨城キャンパスの皆さんから，活動内

容を発表いただきました。 

ひきこもり大学やイベントの案内は，保健所ロビーの

情報発信コーナーに展示しています。 

詳しくは 10ページをご覧ください。 

参加者からのメッセージ（アンケート結果から） 

      

〇経験者・家族へ 

ひきこもり大学のみなさん頑張ってください。親，当事者の生の声がよかった。 

“ありのまま”の自分の経験が価値あるムダではないことだと，社会で認知されることが大切。 

 

〇講演を聴いて 

ひきこもれる人は勇気のある人，自分の感情を出せる人だと感じた 

「子は親の背中を見て生きる」という言葉が講演を聴いてよくわかった 

生活の中で子を思いやる  親子関係をよくする  笑顔になるようにする 

親が変わることの難しさと大切さを改めて実感した  

親が子の気持ちを尊重することが大切というメッセージが届きました 
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平成2８年度の「定例会」の結果です 

 実施日時 毎月第２火曜日１３：３０～１６：００  実施場所 茨城県土浦保健所  

 参加実人数（家族・当事者）５１人（講演会は除く） 平均人数 １９人 

※11月：ひきこもり家族教室（講演会形式）  

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

家族 １２ ９ １２ １７ １２ １４ １１ １７ １４ １２ １９ ２２ １７１ 

当事者 ４ ４ ４ ５ ７ ６ ５ ３ ５ ５ ６ ４ ５８ 

ゲスト １ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ １ ８ 

家族，経験者・当事者，ゲスト（報道関係・支援機関）が多数参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果より・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもは女性の参加者が多い元気会・・・・ 

2月は男性の参加者が多く， 

お父さんのグループが出来ました。 

話しながら，手を動かして，工作をしました。 

経験者も交え， 

活発な情報交換になりました。 

【親の会に参加して・・・経験者・当事者から】 

自由な雰囲気，堅苦しい感じがない。居心地がよかった。 

他の親とのつながりで，自分の親のことも知れる 

経験者に出会えたこと 

自分の経験や体験を何かで表現してみたくなりました。 

もっと参加して多くの方と話ができたらいいなあ。 

【親の会で得たもの】 

気分転換できる時間，親同士・経験者のお話か

ら本人への対応の仕方のヒントがもらえる， 

自分だけではない安心感， 

今までと違う考え方など・・・ 

【当事者の変化】 

家族と，外に出ることが増えた 

家事をしてくれるようになった 

少しずつ会話ができるようになった 

ハローワークに行くようになったなど・・ 

 

ゆるやかな，変化が見られています。 

【親自身の変化】 

「ひきこもっている時の気持ちが少し理解できる

ようになった」 

「子どもに笑顔で接することができそう」 

「楽しく生活できる」 

「親自身がひきこもりから，趣味の活動や仕事で

忙しくなった」・・・生活に変化が！ 
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    スマイルアップ元気会メンバーから 2017年へのメッセージ！    

 

 スマイルアップ文庫  

 

 
 

 

 

 

 

「同じ悩みを持つ親として，読みたい方がいるかも

しれない」・・・とはじまった貸し出し文庫。 

音声ファイルなど，蔵書が増えました。 

自分で購入するには勇気がいるけれど， 

スマイルアップ元気会だと， 

そのつらさも共有できる・・・・・ 
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  スマイルアップ元気会メンバーから 2017年へのメッセージ！   
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  ひきこもり大学 －茨城キャンパスー メンバーから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年の秋頃から、「ひきこもり大学 茨城キャンパス」のメンバーとの出会いをきっかけに、この「スマイルアッ

プ元気会」に参加させてもらっています。僕自身、元ひきこもり当事者。 

現在、ひきこもり問題改善コーチとして、ひきこもりの子を持つ親御さんへ向けコーチングをしていますが、今の

活動を始めるにあたり、うち以外のひきこもりを抱える家庭では、どのような悩みを抱えているのか、あまりにも情報

が少なかったため、他の親御さんが抱える悩みや不安などをリサーチするためにも、この「スマイルアップ元気会」

にお邪魔させてもらうようになりました。 

その甲斐もあってか、おかげさまで、２０１６年６月に、地元、古河で親の会を立ち上げることができました。そし

て、土浦保健所などの助けもあり、各保健所から依頼を受けるなど、仕事として形ができつつあります。今こうして、

本格的に僕の知識と経験が活かせる場が持てるのも、「スマイルアップ元気会」と、土浦保健所のおかげと言って

も過言ではありません。 

この「スマイルアップ元気会」は、親御さんだけの集まりではなく、僕以外のひきこもり当事者、経験者が同じ場に

参加しているといった、一風変わったコミュニティーです。そのためか、当事者目線からの情報交換ができる場と

なっています。親の目線、支援者目線だけでは見えてこない、当事者、経験者ならではの意見を聞ける場でもあり

ます。 

会の雰囲気もかなり自由度が高く、アットホームな環境なので、どなたでも気軽に参加できる場かと思います。 

一人で悩みを抱えるのではなく同じ悩みを共有しあうことで、これまでの不安や悩みが軽くなったりもします。ま

た、あなた自身が毎日笑顔で過ごしている姿こそが、ひきこもってしまった子供がひきこもりから抜け出す礎にもな

りますので、日々抱える不安や悩みに押しつぶされてしまう前に、是非一度「スマイルアップ元気会」に足を運んで

みてはいかかでしょうか。あなたにお会いできるのを楽しみにしております。    KSC親の会 代表 菊地 

もと不登校、元ひきこもりの当事者、高橋といいます。 

「スマイルアップ元気会」に参加し始めたことが、 

私の「ひきこもりから、外の人へつながる」きっかけの一つでした。 

 

 ずっと「どうしたら人とつながれるのか」「どうしたら社会とつながれるか」を考え続けていましたが 

失業をきっかけに、ひきこもりになり、家族以外のすべての人間関係を失いました。 

 ひきこもりの時に行ける場所を探し、土浦の保健所の、家族会「スマイルアップ元気会」を知ります。 

ですが、ひきこもり当事者ですので、保健所に電話をかけることも出来ず、３か月ほど参加をためらい、 

意を決して入口まで来ても、中には入れずじまい。帰ろうと思った時に「なにやってんの？」と 

 声をかけてくださってたのが、会長の母であり、ひきこもりの祖母でもあるMさんでした。 

 Mさんとの出会いをきっかけに、ひきこもり元当事者である私が「スマイルアップ元気会」に来れました。 

 私は家族会へ参加し、一歩踏み出したことで、多くの人とつながり、色々な所へ行くことが出来ています。 

今では東京のイベント「庵」へも参加し、庵から生まれた、ひきこもり大学を各地で開催しており、 

最近は、茨城つながりの中で、土浦「ひきこもり つながる・かんがえる 対話交流会」も行われました。 

  

 この「スマイルアップ元気会」に参加されている、お母さん、お父さんたちも、少しずつではありますが 

確実に「変わって」いっています。今では、元ひきこもり当事者、ご家族の方、両方ともが、 

「変わって」いけるすごい集まりになっていると、元当事者の自分には実感があります。 

担当の職員の方も良くしてくださいますし、参加していただくことが出来れば、 

 何かが見えてくる、他にはない家族会になっているのです、そして、元ひきこもりの「生」の声も 

お届けできますので、ぜひ、一度参加されてみては、どうでしょうか？ お待ちしています。 
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  ひきこもり大学 －茨城キャンパスー メンバーから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はじめまして。大谷と申します。不登校ふくめ 10年くらいのひきこもり経験がある元当事者です。2015年から外に出はじ

め、同年7月ごろから元当事者を中心にチームを組んで「ひきこもり大学茨城キャンパス」（以降：ひき大茨城）の活動や講演

をしています。スマイルアップ元気会さんには2年弱参加していますが、県南で活動する時の大きな安心感になっています。 

 スマイルアップ元気会さんは「行って何すればいい？」と心配せずに行ける数少ない会です。似たような悩みを持った参加

者同士、友人に近い感覚で話せる気楽さがあること。ちょうど良い距離感があり、親や当事者の役割を意識しなくてもいいの

で、相談や言いたいことが言える時もあります。そのため、たまに元当事者がひきこもり関係の情報や告知などを持ち寄って

いることも。会長さんの人柄もあり、「対等に話せる場所」と信頼できる事は大きいです。 

 ひき大茨城を始めたきっかけは「ひきこもった人間でも閉塞感を打ち破れるチャンスをつくりたかった」からです。いじめ

や震災などの理不尽さ、自身が病気で生死をさまよった時に気づいた、何もしてこなかった自分への悔しい気持ちが元になっ

ています。ひきこもり生活に何があるかと考えた時、普通の人生ではない“違い”を価値に変えよう。見過ごされているひき

こもりの価値を世間へ提供し、他の当事者と一緒にチャンスと仕事をつくりたい。そんな思いで、本家ひきこもり大学発案者

や初開催を手伝ってくれた恩人の助けを借りて活動を始めました。 

 ひき大茨城では、毎回20～30名ほどの会場で、形式にとらわれず講師のひきこもり当事者・経験者が体験や想いなどを話し、

参加者と対話できる場を開催しています。時間をかけ、ひきこもった中で積み重ねた当事者ならではの知識や感覚、常識と思

われている事への細かい違和感。ひきこもりを経験したことのない方たちへ、違う価値観からの視点で気づくきっかけになれ

ばと考えています。当事者と接するための距離感など、「どうしたら？」「当事者が何を考えているかわからない」親御さんや

支援の方、ご興味のある方はどなたでも実際のひきこもり経験者へ会いにいらしてみてください。今までの講演がきっかけで

講師の活動を始めた元当事者もおります。ひきこもり関係の講演やアドバイザーのご依頼などありましたら、お声がけいただ

けると嬉しいです。会ってみたいなどでもご相談に応じますので、よろしくお願いいたします。 

ひき大茨城は「当事者と仕事をつくる」「世間との窓口になる」目標を掲げつつ、県内各地を回り2017年の2月で第10回目

の開催を迎えることができました。何もできないと思われがちな元当事者が始めたにもかかわらず、のべ200名以上の方が関

わってくださっています。そこで感じているのは、心配せず人を信頼すること。私の両親も同じことをしてくれました。 

 最後になりますが、これからは立場を超えて、新しい生き方や仕事を作る事などにご興味のあるかたとも交流が持ちたいと

考えています。信頼できる場所として、スマイルアップ元気会さんとはこれからも連携していけたらと願っております。ひき

こもり大学 茨城キャンパスと共によろしくお願いいたします。 

ひきこもり大学とは？ 

※「ひきこもり大学 公式サイト http://hikiuniv.net/ 」より転載 

ひきこもり大学とは、不登校やひきこもり状態にある／あったことのある人が講師となり、「ひきこもり」体験を通じた見識

や知恵、メッセージなどを、関心のある人たちに向けて講義するものです。 

「空白の期間」などとネガティブに受け止められがちな「ひきこもり」という状態像ですが、当事者ならではの捉え方を共

有することを通じて、ひきこもり期間を通じて得たものへの価値を見出し、様々なネガティブな誤解を解いていくことを目的

としています。（発案者は、東京都在住の当事者とらさん（当時30代半ば）です。） 

話を聞きたい人は，ひきこもり大学へ  

話をしたい人は，スマイルアップ元気会へ 

  どうぞ！お越しください 

ひきこもり当事者が作ったクラフト作品 

作者 niku9factory 

http://hikiuniv.net/
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 スマイルアップ元気会 ゲストから メッセージ！ 

～ひきこもり、「わかる」とは言えないけれど～ 

 「ひきこもり卒業のカギは」という読売新聞の記事

（２月７日付）に、２９年ぶりに家から出てきた４５歳の

男性が登場していました。驚きました。年月の長さだ

けでなく、男性が暮らしているのが、私にゆかりのあ

る秋田県藤里町だったからです。 

 私は１９９０年から９４年まで、ちょうど３０代前半のこ

ろ、朝日新聞記者として秋田県に赴任していました。

藤里町にも取材で何度も通っていました。冒頭の男

性がひきこもりを始めたのは１９８８年ですから、私が

秋田にいた時期に、彼はすでに家の中にいたという

ことになります。まさに、同じ土地で、同時代を過ごし

ていたわけです。昭和から平成に時代が変わったの

は、そのころでした。 

 藤里町は青森県境にあり、ブナの原生林で知られ

る白神山地の麓に広がる町です。人口は４０００人に

も届きません。でも、日常の喧騒から離れられる、そ

んな、町に漂う空気が好きでした。その片隅で、男性

がひきこもっていた事実――。私は間もなく５７歳に

なります。四半世紀を超す年月の重みを感じないわ

けにはいきません。 

 同時に、記者として恥じ入る思いでいっぱいです。

当時の藤里町にはひきこもっていた人が何人もいた

のに、私は気づきもしませんでした。町役場や社会

福祉協議会に何度も取材していながら、端緒すらつ

かむこともできなかったのです。 

 ただ、振り返ると、町の中にどこか、ひきこもりへの

偏見があり、ひきこもりは悪いことだと隠そうとする閉

鎖的な意識が潜んでいたのかもしれません。 

そうした空気は、残念ながら、いまだに社会の中で変

わっていないようにも思えます。そして、私の中にも残

っているようにも思います。 

 私は３１年勤めた朝日新聞社を昨年退職し、９月末

からは常陽新聞社で記者（編集委員）をしています。

縁あって、ひきこもりの集まりなどを何度か取材し、記

事にしてきました。その縁は、「スマイルアップ元気

会」にまでつながってきました。 

 「元気会とは？」。土浦保健所の高野直美さんに

話を聞きに行き、１月１６日にあった今年最初の定例

会への参加を勧められました。 そこでは自己紹介

もし、グループの話し合いの様子や、会長の佐藤久

美子さんの個人的な体験まで、限られた時間でした

が率直に聞かせていただくことができました。その結

果については、ほんの一端に過ぎませんが、１月２１日

付の常陽新聞で記事にしました。 

 

 

 ２月１３日の定例会にも参加し、父親グループの語

り合いに加えていただきました。 実は、元気会を取

材させていただくに当たって、少し気がかりがありまし

た。みなさんから取材を拒まれるのでは、という心配

でした。ですが、それは杞憂でした。 ただ、ひきこも

りへの疑問は私の中から消え去ったわけではありま

せん。親や社会への甘えではないですか？ 働き

たくないだけでは？ 怠けているのでは？  

 それが誤解だと気づいたのは取材を重ねてから

のことです。経験者のみなさんの話を聞いたり、疑問

をぶつけて直接話したりして、ひきこもりは決して甘

えではなく、働きたくないと思っているわけでもない、

ということがわかるような気がしてきています。「自分

がどうしたらいいかわからないから、何もできない」。

そんな言葉も何十回と聞いてきました。わかる、とは

到底言い切れませんが、少なくとも元気会にお邪魔

するまでの私とは違い、「理解できるかもしれない」

と思うようにはなりました。 

 ２月１９日、土浦市で開かれた「ひきこもり つなが

る・かんがえる対話交流会ｉｎ茨城」（ＫＨＪ全国ひきこ

もり家族会連合会主催）に参加し、取材してきました

（記事は２月２４日付常陽新聞）。参加者たちの対話

から、こんな言葉が出ました。「ひきこもりをオープン

な話題にして、理解を深めていきたい」。私も同感で

した。 

 元気会にはまだ２回しか参加していませんが、あ

の明るい雰囲気に触れると一瞬、ここは何の会だっ

たかと忘れそうになることがあります。実際には、一

人ひとりのその陰に大きな苦難が横たわっているの

だと思います。みなさんの表情や言葉に、どこか、枯

れた明るさを思うこともあります。 

 ２９年間ひきこもっていた冒頭の男性は、１６歳から

ずっと家にいました。しかし、家を出たいま、２９年間損

した感じ、と話しています。 もちろん、ひきこもりを抜

け出た人たちの中には、違う感覚もあるでしょう。自

分は損はしていない、ひきこもった経験があるからこ

そいまがある、と。それでも私は、一言、呼びかけて

みたいと思います。理解が足りないと言われても、逆

に私は理解しきれていないからこそ呼びかけてみた

い。 

 元気会に親が通っているひきこもりのみなさんへ。

外に出てみませんか？ 損をしないためにも。__ 

（文・常陽新聞編集委員  米内
よ ない

 隆） 



９  

 

  ひきこもり新聞が発行されました 
 

































 

 

 

 

 

 

「ひきこもりかな？」と思ったら・・・ 
 

けっして，ひとりではありません。周りの誰かに伝えてください。 


『ひきこもりかな？』と思ったら・・・ 相談機関に，相談してみましょう 

「ひきこもり相談支援センター」 

【相談時間】平日 ９：００～１６：００ 

【電話番号】０２９－244－1571（ひきこもりない） 

【所 在 地】水戸市笠原町993-2 精神保健福祉センター内 

保健所の連絡先です  専門相談，家族教室，居場所づくり
＊
を開催しています 

（保健所名）    （電話番号）      （保健所名）    （電話番号） 

水 戸 保健所＊０２９－２４１－０５７１ ひたちなか保健所 ０２９－２６５－５６４７ 

常陸大宮保健所 ０２９５－５５－８４２４ 日 立 保健所 ０２９４－２２－４１９６  

鉾 田 保健所 ０２９１－３３－２１５８ 潮 来 保健所＊０２９９－６６－２１７４  

竜ヶ崎 保健所＊０２９７－６２－２３６７ 土 浦 保健所＊０２９－８２１－５５１６  

つくば 保健所 ０２９－８５１－９２８７ 常 総 保健所 ０２９７－２２－１３５１ 

筑 西 保健所＊０２９６－２４－３９１１ 古 河 保健所 ０２８０－３２－３０２１ 
 

 

 

 

発行：全国ひきこもり当事者連合会 

お問い合わせ先：０７０－１３０９－１２１２ 
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茨城県土浦保健所 保健指導課 ひきこもり担当 

☎  ０２９－８２１－５５１６  

Fax ０２９－８２６－５９６１ 

E-mail tsuchiho05@pref.ibaraki.lg.jp 

ひきこもり当事者のための 

「居場所づくり」同日・同時間開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

編集・発行   茨城県土浦保健所 保健指導課 

   〒300-0812 土浦市下高津2-7-46 

        ＴＥＬ029-821-5516  FAX029-826-5961 

         URL    http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tsutihc/ 

E-mail tsuchiho05@pref.ibaraki.lg.jp 
＊＊＊ 平成２９年３月３０日発行 ＊＊＊ 

 

   平成２９年度『定例会』は次のとおり開催します 
 

日時 毎月第２月曜日 １３：３０～１６：００   
 

場所 茨城県土浦保健所 ２階 大会議室 
 

内容 情報交換（グループミーティング），ミニ勉強会，工作 等 
 

申込み方法  初めてご参加の方は，電話・ＦＡＸまたは，Eメールで， 

土浦保健所ひきこもり担当あてにお申込みください。 

 
 

 

 

 

 

                                 

編 集 後 記 

 

 

 

平成２９年 4/1０ ，5/８ ，6/１２，7/1０，８/２１， 

9/1１，10/1６，11/１３，12/1１ 

平成３０年  1/1５，2/１９，3/1２ 

（注）事業の都合により変更になる場合があります 

 

★ 日 程 ★ 
 

てんとう虫がつぶやく・・・ 
アドラー心理学を用いて、「ひきこもりは外に

出ないと決めて、今を変えようとしない」と、あ

るドラマで説いていた。 

親だけが変わっても、当事者には伝わらないっ

てことなのかな、とさびしく思ったのは、私だけ

だろうか。 

スマイルUP元気会で、いろいろな方から、いろ

いろな考え方を学んでいきたいです。  

(てんとう虫のつぶやき) 

保健所ロビーに 

情報発信コーナーがあります 


