
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近の活動予定（現時点での今年度前半の予定です） 

●4 ⽉ 8 ⽇(⽇)  午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 
【スプラウト倶楽部】総会準備 

●4 ⽉ 22 ⽇（⽇）午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 
【NPO 法⼈ノーサイド総会】 

●5 ⽉ 13 ⽇(⽇) 午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 
【スプラウト倶楽部】ボウリング⼤会の計画 

●5 ⽉ 20 ⽇(⽇)  午後 2:00〜午後 4:30 場所群⾺県庁昭和庁舎 35 会議室 
【⾼次脳機能障害⽀援者 群⾺県講習会】 

●6 ⽉ 10 ⽇(⽇) 
  【ボウリング⼤会】＊詳細に関しては別ページ参照 午後 1:30〜午後 4:30  
●6 ⽉ 24 ⽇(⽇)  午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 

【家族交流・懇談】バザー作品の考案 
●7 ⽉ 8 ⽇（⽇）午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 

【スプラウト倶楽部】バスハイクの計画 
●7 ⽉ 22 ⽇(⽇)  午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 

【家族交流・懇談】バザー作品制作 
●8 ⽉ 12 ⽇（⽇）午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 

【スプラウト倶楽部】バザー作品制作 
●8 ⽉ 26 ⽇(⽇)  午前 1:30〜午後 4:00 場所こころの健康センター 

【家族交流・懇談】バザー準備・パネル作り 
●9 ⽉ 1 ⽇（⼟） 

【県こころのふれあいバザー展】 
●9 ⽉ 23 ⽇(⽇)  

【家族交流】宮永和夫先⽣（ミニ講座） 

ご挨拶 
季節も春から夏へと変わり、ノーサイドの本年度の活動も少しずつ進み始めました。今年度から

理事になられた方々にも新たなお力を頂きながら、より良い活動が出来る事を願っております。 

また皆さんの様々な相談や悩み・心配事を伺いながら、これから何をしなければならないかを改

めて感じる事もできました。 昨年度は当事者達が自分の言葉で伝えた研修会も、多くの人の心に

残りました。 この高次脳機能障害を理解してもらうためにも、これからもよろしくお願いします。 

理事⻑︓下⽥⽂枝    

発行：NPO 法人 ノーサイド 
（代表：下田文枝） 
 

連絡先： 
群馬県前橋市下小出町 1-22-3 
080-3419-6233（第 1･3 水曜日中受付） 
 

平成 30 年 5 月末発行 

私たちは、交通事故･病気などにより脳に障害を受け、⾼次脳機能障害をおった当事者･家族･⽀援者に
よる集まりです。私たちは当事者･家族のために普及啓発、交流会の開催、医療機関への働きかけなど
の活動を⾏います。 

本予定は 4月時点での予定であり、諸事情により変更

する場合があります。その場合は会員に対して会報や

催事通知はがきなどで周知します。 

次回号で今年度後半の予定はお知らせします。 

この他に 

バスハイクなど行わ

れる予定です。 

その場合は平日の会

の活動を実施する場

合があります。 



 
 
 
  

 新理事のご紹介 武井さん 
息⼦はラグビーの試合中にケガをして、今年の夏で 14 年がたちます。 

まだ⾼校⽣だった息⼦が、社会⼈となり、過ごしていられるのは、 
ノーサイドの家族会があったからだと、つくづく思います。 

  ⾼次能機能障害の当事者と家族が、社会の中で理解され、少しでも安⼼して暮らせるよ
う、みなさんと⼒を合わせ、できることをみつけていきたいと思います。 
よろしくお願いいたします。(武井) 

こころの健康センター開催の⾼次脳機能障害者と家族の教室終了に思う事 
 

 H30.3⽉7⽇⽔曜⽇ 最後になるに教室に参加させて頂きました。 
H13年 国のモデル事業が始まり、当時こころの健康センターの所⻑に着任されていまし

た、宮永和夫先⽣によりH14年⾼次脳機能障害来所相談が始まりました。翌H15年に⾼次脳
機能障害家族会が開始発⾜されました。 

私事ですが、息⼦の交通事故の後遺症によって⾼次脳機能障害と向き合うこととなりまし
たが、当時はこの障害への認識はほとんどありませんでした。変貌した息⼦に⼾惑いや不安
を抱えこころの健康センターを訪れたのがきっかけでした。この教室に通う同じ家族の⽅々
に⼒をもらい、お互いに励まし合い、また担当の⽅からは⽀援のあり⽅も教えて頂きまし
た。 

H19年にNPO法⼈ノーサイドを設⽴依頼私は、教室から⾜が遠のいてしまいましたが、開
設当時より教室に通った皆が救われた思いを忘れてはいないと思っています。 

当事者はもとよりそれ以上に家族の⼤切な場であったことは確信しています。 
教室に通われた最後のメンバーから、ノーサイドへ⼊会された家族の⽅々もお 
ります。「抱えている思いを共有し、当事者ために暮らしやすい社会の実現に 
向け活躍して下さい。」と、こころの健康センターの⽅からお⾔葉も頂きました。 

今まで、こころの健康センター⾼次脳機能障害者と家族の教室に関わった皆様、 
沢⼭の⽀えを頂き有難う御座いました。(下⽥) 

            

 新理事のご紹介 真塩さん 
 新しく理事になりました、真塩敦⼠です。普段は作業療法⼠として働いて 
います。ノーサイドに関わらせていただいて5年⽬になりました。職場では決 
して経験できない、⾮常に⼤切なことを学ばせていただいています。 

そして我が家に１⼈、仲間が増えました。家族共々､どうぞよろしくお願いします｡(真塩) 

 新理事のご紹介 須藤 
 今年度より理事をさせていただくことになりました。須藤美⾥です。私は学⽣の頃よ
り、ノーサイドの皆様にはお世話になっており、バスハイクやクリスマス会等々毎回楽し
ませていただいています。現在は真塩さんと同じ病院で作業療法⼠として働いています。 

ノーサイドに顔を出すと「ありがとうございます。」とお声掛けいただくことがあります
が、逆に私⾃⾝、⾃宅で⽇々⽣活している当事者や家族の⽅の話しをお聞きでき、 
学ぶことが多いため感謝しております。今後とも皆様と出かけたり、作品を作っ 
たりやりたいことの実現を⼀緒に⾏えたらいいなと思っていますので、今後とも 
宜しくお願いします。(須藤) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーサイドのホームページが更新されました! 
 

 https://nponoside.wixsite.com/gunma-koujinou 
 ・定款の変更                   

・貸借対照法の公告 
・役員の変更 
・会報データの更新 等々が更新されました。 

ご確認下さい。 
               QRコード↑ 

「定期総会」とその後のミニ講座について  〜ご報告〜 
 
●⽇程︓平成 30 年 4 ⽉ 22 ⽇（⽇）14:00〜16:00 
●場所︓群⾺県こころの健康センター 
●報告︓総会では、平成 29 年度の事業報告と平成 30 年度の事業計画、決算報告と予算案、

役員案などが議案として提⽰され、会員の皆さんで情報の共有と⽅針の確認を⾏いました。
事業計画については、例年通り家族交流会やスプラウト 
倶楽部の運営、バザーやその他余暇⽀援活動の運営など 
が承認されました。少しずつ会員数も増えてきており、 
NPO 法⼈として、より公益性の⾼い活動ができる様に取 
り組んでいくことなどが確認されました。今までご尽⼒ 
いただいた理事さん達に改めて感謝するとともに、新た 
な理事の⽅に引き続きノーサイドの発展にむけたお⼒添 
えを頂きたいと思っております。 

  総会終了後には、司法書⼠の松浦恵先⽣を講師にお迎えし、「⼤切な本⼈と家族を守るた
めの法律制度」について、ミニ講座を開催しました。松浦先⽣には、成年後⾒制度や福祉
型家族信託についてとても分かりやすい資料をご準備いただくとともに、具体的な解説を
していただきました。私も⾃分の親や⼦どものことを考えながら、勉強させていただきま
した。とても分かりやすかったです。 

⾼次脳機能障害者の⽀援は単に認知機能⾯のリハや就労⽀援だけ
でなく、権利擁護まで含めて多⾯的な⽀援が必要であることも改めて
感じました。なお松浦先⽣には、講師料全額を会への寄付として頂戴
したことも、皆さまへご報告いたします。 松浦先⽣、本当にありが
とうございました。 

（⼭⼝） 

〜ボウリング⼤会のご案内〜 
 

毎年恒例のボウリング⼤会のご案内です。 
会員の⽅にはハガキにて案内をお送りしています。 
⽇時  ︓平成 30 年 6 ⽉ 10 ⽇(⽇) 
場所  ︓ラウンドワン スタジアム 前橋店 
集合場所︓２階ボウリングフロント前 
時間  ︓午後 1 時半〜午後 4 時ころ  予定 
費⽤  ︓⼀⼈ 1,500 円        予定 
     ※障害者⼿帳を当⽇提⽰していただくと若⼲の割引がございます。 
     (当⽇集⾦・ドリンクバー代も含む)                     



4 月～５月の活動風景 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法⼈ノーサイドの活動を応援してください 
 
ノーサイドは賛助会員を常時募集しております。 
賛助会費︓年額\2,000 です 
賛助会員として会報にお名前を記載させていた
だきたいと思います。 
下記⼝座にお振り込みいただく場合は、 
1. 御芳名・御住所・お電話番号 
2. 会報へのお名前の記載が不可の場合はその旨
を電話または e-mail にてお知らせください。 
＊ゆうちょ銀⾏記号 10400 番号 22364821 
＊群⾺銀⾏前橋⽀店 番号 1724052 
名義 ＮＰＯ法⼈ノーサイド 
電話番号︓080-3419-6233 
メール︓npo.noside@gmail.com 

～編集後記～ 
あっという間の新年度という感じがいたしますが、皆さんはいかがでしょうか。年々⼀年

の速さを感じており、⼀⽇⼀⽇を丁寧に⽣活できるといいなと思うこの頃です。 
会報の編集をさせていただくのも⼀年が経ちました。毎回理事の⽅には原稿の依頼をさせ

ていただいており、ご協⼒いただき感謝しております。できるだけ会報の中で発信できるも
のがありましたら発信していきたいと思っておりますので、なんでも構いません、載せてほ
しい内容ありましたら是⾮須藤までお声掛け下さい。今年度もよろしくお願い致します。 

 (5 ⽉ 28 ⽇︓須藤) 

↑ 4 月 8 日：スプラウト倶楽部 
これから始まる一年の行事の話し合いを行いました。 

↑ 5 月 13 日 スプラウト倶楽部 
脳トレを行いました！ 

↑ 4 月 22 日：総会 

↑ 5 月 20 日：高次脳機能障害支援 
        群馬県講習会 


