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ӽ۴᧯ᘍ၇̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓɗȮɁ

ǈƳǋ上棟式 ᳸ ↭ⅼ をしました  ᳸
ų᳂ᲬᲳ࠰ᲫᲬஉᲬᲮଐᲢଐᲣ
Ŵૼᚨ
ƞǕǔ
žǈƳǋſ
ƷɥࡸǛᘍƍǇƠƨŵ
ųɥࡸƷଐᆉƕൿǇǓŴᡈƷ૾ŷ
ƴƓჷǒƤƷȁȩǷǛਤƬƯਮਠƴ
ᘍƘƱžׅᚁெưׅƠƯǋƍƍǑſ
Ʊထϋ˟ᧈƞǜƕᚕƬƯƘƩƞǓŴ
ǇƨŴᨩǍƓӼƍƷܼƷ૾ǋžᐯЎ
ƪƷᬟئǛ̅ƬƯǋƍƍǑſƱᚕƬ
ƯƘƩƞǓŴᡈᨩƷ૾ŷƷภƔƍᚕ
ᓶƕƱƯǋ۹ƠƘज़ơǇƠƨŵ

そして、当日、

もちとお菓子を
我先に！

たくさんの方々が、ぞろぞろ集まり始めました。

終わったあとは
「ぜんざい」を
振る舞いました

たくさんまいたので
たくさん取れて大満足

ặỮằẟ
ᵏᵎᵎʴЎὲ

クリスマスイブに
ぜんざい。
子供たちも嬉しそ
うでした。

利用者や近所の方が交じり合い楽しい交流
の時間となりました。

新年会

⿑ࢪ̗Ꮱཀ۰۴ƷƷƷƷƷ
ȡǦȍǦǮ⾰⾰
ƷƷƷƷȡ
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ӋьƞǕƨ૾ƴज़ेǛᎥƍƯǈǇƠƨᲛ

ਃ࢘ƠƨᎰՃǑǓɟᚕᲛᲛ

長く一人暮らしを続けているの
で、毎年お正月といっても普段の休
日と変わりない日々を過ごしてい
ました。
今年は数時間でしたが久しぶりに新年
らしいお正月を過ごせました。楽しかった
です。
（Ｋさん）

10 名の方が参加され、お正月らしくお雑煮を食べ
たり、ゲームや DVD を観るなどのんびり過ごしまし
た。休みが長くなることで、生活リズムを崩しやす
い状況やどこか行きたいけど行くところがないなど、
実際に利用者の方の声があり 1 日開所することで、
少しは皆さんの声に対応できたかなと感じています。
長期休暇や普段の日常でもこのような悩みはたくさ
んあると思います。
今後も困っていることやもっとこうしたいという
気持ちを少しでも聴いて、みんなで話し合いながら
必要なことは何か、考えていける余裕を持ちながら
日々過ごしていきたいと思います。
（冨永）

毎年寝正月ですが、１月２日に開所する
と聞き参加しました。
お雑煮を作って食べたりゲーム
をしたり、とても楽しい時間でした。
(Ｈさん）

新 人 紹 介

ʟɥ⅙߁
（いのうえ しゅう）

ƲǜǇƍȏǦǹ

「NPO 法人どんまい」に新しい仲間が入りました。

Ｑ１ 仕事を始めた
きっかけ

Ｑ１ 仕事を始めた
きっかけ

ųЭᎰƸʼᜱᚨƴѮǊ
ƯƍǇƠƨŵʼᜱǛᡫơŴ
ᅦᅍЎμ؏ǁᐻԛƕف
ƠŴૼƠƍʙƴਪƠƨƍ
ൢਤƪƕࢍǇǓŴ൭ʴǁƷ
ࣖѪǛƠǇƠƨŵ

ųˌЭƸʼᜱƷˁʙƴઃ
ǘƬƯƍǇƠƨŴȏȭȸȯ
ȸǯư൭ʴǛਖᙸƠƨᨥ
Ƹ $ ૅੲʙಅƴƭƍ
ƯǋᛇƠƘჷǒƳƍཞඞ
ưƠƨƕˁʙϋܾưᐻԛ
Ǜਤ
ǛਤƪࣖѪƞƤƯ᪬ƖǇ
Ơƨŵ

Ｑ２ 趣味・特技
ឯԛäཋƷኺ࠰҄٭Ǜᙸ
ųųųǔʙ
ཎ২äƓԏੈᨊ

ޢဋ⅙ᒍᨺ
（おかだ

ひでお）

ǏƬƘǓǯȩȖ

Ｑ２ 趣味・特技
ឯԛ
ឯԛäǹȝȸȄᚇ
ཎ২
ཎ২äᤊǓ

Ｑ３ 一言

Ｑ３ 一言

ųࢹŷƴਤƪԛǛЈƤǔǑƏˁʙƴӕǓኵǈǇƢŵ
ǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

ǇƩǇƩЎƔǒƳƍƜƱƩǒ
ųǇƩǇƩЎƔǒƳƍƜƱƩǒƚưƢƕŴ
ȡȳȐȸƞ
ǜƱɟደƴƳƬƯӕǓኵǜưƍƚƨǒƳƱ࣬ƍǇƢŵ
ǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

オープンハウス
ųඥʴƲǜǇƍưƸࠊޛƷ؏עᆆᘍȷܭ؏עბૅੲʙಅƷɟƱƠƯɤǫஉƴɟ
ࡇǪȸȗȳȏǦǹǛ͵ƠƯƍǇƢŵ
ųǪȸȗȳȏǦǹưƸࠊޛƷȔǢǵȝȸȈʙಅƴႇƠƯƍǔ࢘ʙᎍƞǜƕŴ؏עưƷ
ဃƷಮ܇ƳƲǛᐯЎƷኺ᬴ǛǋƱƴˡƑƯƘǕƯƍǇƢŵ
ųȔǢǵȝȸǿȸƞǜƷɶƴǋҥ៲ưဃ
ƠƯƍǔ૾ǍŴǰȫȸȗțȸȠƴλއ
ƠƯƍǔ૾ŴǍݼіᆆᘍƴᡫƠƯ
ƍǔƳƲŴಮŷƳ૾ƕƍǒƬƠǌƍǇƢŵ
ųǇƨȔǢǵȝȸǿȸᐯ៲ǋᧈλᨈǛ
ኺ᬴ƞǕᡚᨈࢸƴǰȫȸȗțȸȠưဃ
ǛƠŴҥ៲ဃǛܱྵƞǕƨ૾ǋƓǒǕ
ǇƢŵƦƷໝᐯЎƷኺ᬴ƔǒᡚᨈƷᛅƳ
Ʋࠢ࠼ƘŴႻƷൢਤƪƴ݃ǓชƍƳƕ
ǒƖƔƚǛᘍƬƯƍǇƢŵ

᳸МဇƠƨ૾Ʒ٣᳸
・オープンハウスに参加した事があり知
り合いがいた為安心して退院する事が
出来た。
・地域での生活の様子を知れてよかった。

スタッフの思い
ųʻࢸǋλᨈƠƯƍǔधᎍƞǜƴžᡚᨈƠƨƍᲛſƱ࣬ƬƯǋǒƑǔǑƏƳƖƬƔƚ
˺ǓƷɟƭƱƠƯǪȸȗȳȏǦǹǛዒዓƠƯƍƚǕƹƱᎋƑƯƍǇƢŵ
Ტɶ߷Უ
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ų உ  ଐ  םŴǰȫȸȗțȸȠӳӷƷǯȪǹȞǹȷࣔ࠰˟ǛƍƣǈƴƯᘍƍǇƠƨŵ
ଷưƸХ៲ƳƲᝍᓙƳφƷࠇƖݤӮƴᐾᱛǛƪŴȇǶȸȈƷǯȪǹȞǹǱȸǭƴ
ƝनƷᘙऴǛූƔǂƯƍǇƠƨŵƦƷࢸƸᝍ
ᓙԼǛƔƚƯƷȓȳǴǲȸȠưɟշɟঈƠŴ
இࢸƴǫȩǪǱ˟ٻǛᘍƍஇࢸǇưႮǓɥƕǓ
ǇƠƨᲛᲛ
ųᎰՃƱƠƯǋМဇᎍƞǜƷૼƨƳɟ᩿Ǜǈǒ
Ǖǔᑣƍೞ˟ƴƳ
ǓǇƠ
ǓǇƠƨ
Ơƨŵ
ƨŵ
ǓǇƠƨŵ

Ἃἑἕἧỉ࣬ẟ
ųʻ࠰ࡇǋኳǘǓƱƳǓǇƠƨŵʻǇưƷʙǛਰǓᡉǓŴஹ࠰ࡇƴƭƳƕǔಮƴ୍െƷ
ૅੲƴƭƍƯǢȳǱȸȈǛᘍƍǇƠƨŵ
★ 普段の支援で嬉しいと思ったこと
・苦手な事が 出来たよ と言ってくれた時
・調子よく過ごしてもらえていること
・以前出来なかった事が出来る様になっている時
・入居してから楽しそうに生活を送っている姿を見られた時
★ 支援を行う上で難しいと思ったこと
・支援や助言を受け入れてもらえない時
・色々な助言を行っても上手くいかない時
・意思表示の少ない利用者さんへの対応
・入居されている方との思いにギャップが生じた時

こだち

いずみ

本町
こもれび
わかば
ひなた

★ 理想の支援とは
・関わりを持ち 1 人で出来る事が増えていくこと
・気兼ねなく相談や会話ができる関係性を利用者と持てること
・自分の考えを押し付けず、利用者の気持ちに寄り添える支援
・入居されている方自身が目標や目的を持って生活が出来る様に一緒に考えること

ųଐŷƷૅੲƷɶưज़ơǔʙƸႏಮŷưƢŵଐƷѐщƷᆢǈƶƕஇኳႎƴȡȳȐȸ
ǍǹǿȃȕƷᇰ᫊ƴጟƕǔಮŴƜǕƔǒǋƕǜƹƬƯƍƖǇƢŵ
ᲛųųųųųųᲢʟɥᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
どんまいクラブ

新商品
ų ࠰Ƹষ࠰Მ
ƱƍƏƜƱưŴˌЭǑ
ǓƓܲಮƔǒƓբƍӳ
ǘƤƍƨƩƍƯƍƨŴ
ཚƷ፤ൗՠԼǛዓŷƱ
ᙌ˺ɶưƢŰ
ųƍƵȖȭȸȁǍǹȈȩȃȗƳƲŴƓൢ
ƴλǓǛᙸƭƚƴŴƥƻࡃᑄǁǋƓឭƠ
ƘƩƞƍŵ
ųۀᚠέŴȐǶȸሁƴǋЈԼʖܭưƢŭ

ųƶƜȖȭȸȁƷڤᚸǛӖƚŴૼՠԼƱƠƯƍƵȖȭȸȁ
Ǜᙌ˺ƠǇƠƨᲛཚƷϙჇǛǋƱƴŴȇȕǩȫȡƞƤƯӧ
ग़ǒƠƘ˺ǓǇƠƨŵ
ʻࢸǋዓŷƱႇئʖܭưƢŰ
Ტ᳑ƞǜᲣ

ųƪƼŰƾǕǜƲʴ
ൢƷƍƵǷȪȸǺƴ
žᝃƠƹſƕႇئᲛ
žƠƹſǋዒዓɶư
ƢŵɥƷƾƨƭǋᙌ
˺ɶᲛƓಏƠǈƴŰ
ųųųųųᲢƞǜᲣ

いぬ以外も続々登場Ὤ
ųʻǇưƴƳƍՠԼưᐯ
ЎƕഒƠƍƱ࣬ƏǋƷǛ
˺ǓǇƠƨŵᲢ᳑ƞǜᲣ

ų݊ƍƴǋƋƬƨƔƍ
ൢਤƪƴƳǕǔǑƏƳՠԼ
ưƢŵ
Ტ᳇ƞǜᲣ

ᙌ˺ɶᲛᲛ

ྵנᙌ˺ɶᲛ
ųବƔǒǭȣȳȐǹ
$CI Ǜႆ٥ƠǇƢŵ
ƨƩƍǇᙌ˺ɶᲛ
ųȝǤȳȈƴƳǔХ
ጠƸɟᤆɟᤆųɠݗ
ƴ࣎ǛᡂǊƯХጠƠ
ƯƍǇƢŵƜƪǒǋ
ƓಏƠǈƴŰ
Ტ᳓ƞǜᲣ
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ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųᐯɼᙌԼྰưƸŴǈǜƳưಏƠƘǢǤȇǢǛЈƠӳƍƳƕǒŴƓܲಮƴᧈƘ̅ƬƯƍƨƩ
ƚǔՠԼƸƲǜƳǋƷƔႻᛩƠŴƻƱƭƻƱƭ࣎ǛᡂǊƯᙌ˺ƠƯƓǓǇƢŵȐǶȸƳƲư
ƸƓܲಮƔǒžӧग़ƍᲛſǍžˌЭǋᝰƍǇƠƨᲛſƱƍƬƨ٣ǋٶƘƍƨƩƚǔǑƏƴƳ
ǓМဇᎍƞǜƷѕǈƱƳƬƯƓǓǇƢŵМဇᎍƞǜɟʴƻƱǓƕՠԼƴग़ऴǛǋƬƯᙌ˺ƞ
ǕƯƓǓŴᅶǋႏƞǜƕƭƘƬƨՠԼƷȕǡȳƷƻƱǓưƢŵųųųųųųųųųųᲢිᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
ᲬᲪᲫᲲ࠰
ǄƷǅƷǫȬȳȀȸ

今年度も
たくさんのお買い上げ

ẝụầểạắằẟộẲẺὲ

ȡȳȐ⌴ƞǜƷज़े

žʻ࠰ǋƨƘƞǜᝰƬƯǋǒƑ
ƯƏǕƠƔƬƨſųųᲢ# ƞǜᲣ
žȐǶȸưƓܲಮƴƀ࠰ಏƠ
ǈƴƠƯƍǇƢƁƱᚕǘǕƯ
щƕЈǇƠƨſųųųᲢ5 ƞǜᲣ

ųƓƔƛƞǇưŴ ࠰ƷžǄƷǅƷǫȬȳȀȸſ
Ტ# ༿ŴҢɥᲣǋڤٻᚸŵ ƓᝰƍɥƛŴǇƜƱƴ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛᲛ
ųƲǜǇƍǯȩȖƷǫȬȳȀȸƸŴჄϋٳƷǤȩǹ
ȈȬȸǿȸŴ˺ܼಮƷƝңщƷǋƱƴŴС˺Ɣǒᝤ
٥ǇưМဇᎍƕщǛӳǘƤƯᘍƬƯƍǇƢŵ٥ǕǕ
ƹМဇᎍƷƱƳǔƩƚưƳƘŴƖƕƍŴǍǓ
ƕƍƴǋƭƳƕƬƯƍǇƢŵ
ųྵנǋዌឃᝤ٥ɶưƢƷưŴࡽƖዓƖƝग़ƍƨ
ƩƖǇƢǑƏŴǑǖƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ
ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗Ꮱཀ

ƓբӳƤέ

ǸȢȍǓȷɱɞ
6'.⾼⾼

ዓŷਘٻ
株式会社

レデイ薬局
くすりの レデイ 古川店 様

ų உ ଐǑǓŴ
ȬȇǣᕤޅӞ߷ࡃಮ
ƴƯŴԼƩƠ˺ಅƷ
ᚨݼٳіǛᘍƬƯ
ƍǇƢŵ
ųᚨݼٳіࡃᑄƷ
ਘٻǍᨦƕƍᎍᨽဇ
ƴǋጟƕǔ˺ಅƱƠ
ƯŴʻࢸƕಏƠǈư
ƢŰ

⇟⇥⇩⇻↝
࣬ⅳ

ૼᙹ  ᚨ  ݼ ٳі

利用者の声
Šɟဪ٭ٻƳ˺ಅưƋǔ
ƷƴʻƸɟဪᘍƘƷƕಏ
ƠƘŴˁʙƴݣƢǔᝧ˓
ƱݲƠƩƚᐯ̮ƕƭƖǇ
Ơƨŵ
 Ტ;ƞǜᲣ
ŠஇИƷ᪭ƸƲƜƴ˴ƕ
ƋǔƔЎƔǒƳƘƳǔƜ
ƱǋƋǓǇƠƨƕŴׅૠ
ǛƶǔƝƱƴᡕƏƜƱ
ƕݲƳƘƳǓŴಏƠƘज़
ơƯƖǇƠƨŵ
 Ტ5ƞǜᲣ

株式会社

ケアセンターとかじ

わ らく

デイサービスセンター 和 楽 様
ųᲫஉଐǑǓȇǤǵȸȓ
ǹǻȳǿȸԧಏಮƴƯӂ
ฌੈ˺ಅƕڼǇǓǇƠƨŵ
ųИǊƯᚨٳưƷ˺ಅƴ
ӋьƢǔƱƍƏМဇᎍƞǜ
Ǜɶ࣎ƴஉ᳸Ǉư᧓
ǄƲƷ˺ಅǛᘍƬƯƍǇ
Ƣŵ

利用者の声
Šɠݗưଔƍ˺ಅǛ࣎ƕƚƯ

᪴ࢌƬƯƍǇƢŵ
 Ტ;ƞǜᲣ

ųᚨƷٳƷ˺ಅƱƠƯʻǇưȞȳǷȧȳฌੈǛɶ࣎ƴᘍƬƯƖǇƠƨƕŴૼƠƍ˺ಅŴИǊ
ƯӋьƢǔМဇᎍƞǜƱŴʻׅƸૼƠƍƜƱƣƘǊƷӕǓኵǈƱƳǓǇƠƨŵૼƨƳਪǛƢ
ǔƜƱƴɧܤǋƋƬƨƱ࣬ƍǇƢƕŴžᘍƬƯǑƔƬƨᲛſƷ٣ǛᎥƘƜƱƕưƖŴǈƳƞǜ
ƕưƖǔئǛʻࢸǇƢǇƢفǍƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųųᲢ߃ޛᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ
ǏƬƘǓǯȩȖ

ૼՠԼႆȬȝȸȈ
ųǏƬƘǓǯȩȖưƸŴ൦୴ଐƷჄ࠻ȞȫǷǧưƲǜƿǓƷૼՠ
ԼǛႆ٥ƢǔƜƱƴƳǓǇƠƨŵ
ųʻׅƸŴƲǜƿǓƕưƖǔǇưǛǇƱǊƯǈǇƠƨŵ
ųȞȫǷǧ˟ᜭƱᚕƏӸЭư˟ᜭǛƠŴૼՠԼƴƳǔȡȋȥȸǛ
ൿǊǇƢᲛ
ųᑥŷƳకƕЈƯŴൿǇǔǇưƴǋƨƘƞǜपǈǇƠƨŵ

ૼՠԼƸƂȇȟǫȄɽƃƴൿܭƠǇƠƨŵ
ഏƸᚾ˺Լ˺ǓưƢŵИǊƸݲƷǽȸǹ˺ǓƔǒä

Ǔ

ƜƩǘ

ȇȟǽȸǹƸᲫƔǒ˺ǓưƢŵ

ЎǋݲƠƮƭ٭ƑƳƕǒŴ
ኖᲭƔஉ˴ࡇǋᚾᘍᥴᛚƠƳƕǒ
ǽȸǹǛ˺ǓǇƠƨŵ

ᲫᲬஉ
ƍǑƍǑஜဪᲛ
ٻƖƳưȇȟǽȸǹǛ˺ǓǇƢŵ
ڂƠƳƍƔȡȳȐȸǋ॰ƴ
˺ƬƯƍǇƢŵ

ƦƠƯäܦᲛᲛᲛ
ǏƬƘǓƷȇȟǫȄɽưƢŵ
ȞȫǷǧưǋܦ٥ưƢŵƱƯǋڤᚸưŴǹǿȃȕǋȡȳȐȸ
ǋƱƯǋշƼǇƠƨŰ
˺ƬƨȡȳȐȸƷज़े
Šȇȟǰȩǹǽȸǹ˺ǓƸᛦԛ૰ƷᆔǍൔྙǛ٭ƑƳƕǒŴᚾ˺
ǛƶŴᚾᘍᥴᛚƠǇƠƨŵ

Ტ- ƞǜᲣ
ŠʁƠƿǓƴɽƿǓƷૼȡȋȥȸǛႆƠǇƠƨŵȡȋȥȸൿǊƔǒᚾ˺ǛጮǓᡉƠŴ٭ٻƳᢿЎǋ
ٶƔƬƨưƢƕŴƱƯǋǍǓƕƍƕƋǓǇƠƨŵǽȸǹ˺Ǔƴ᧓ƕƔƔǓǇƢƕŴž፦ԛƠƍᲛſƱ
ᚕƬƯǋǒƑǔƱŴ၅ǕǋԉƬƼǇƢŵƜǕƔǒǋ፦ԛƠƍƓࡰ࢘˺Ǔ᪴ࢌǓƨƍưƢŵ

Ტ1 ƞǜᲣ
ŠڼǊƯૼ˺ƲǜƿǓ˺ǓƴӋьƠǇƠƨƕŴദႺƱƯǋዬࢌƠǇƠƨŵᲫƔǒܦǇưƱƯǋಏƠǊ
ǇƠƨŵᐯЎƷЈƠƨకƕՠԼƴƳƬƨƷưƱƯǋᭃƖǇƠƨŵ٥ǕǔƔƲƏƔǋ࣎ᣐưƠƨƕŴʖ
ेˌɥƴ٥ǕƯƍƨƷưŴƱƯǋƏǕƠƍưƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųų
Ტ; ƞǜᲣ

ƜǕƔǒǋǈǜƳưൢਤƪǛᡂǊƯƓࡰ࢘ǍƲǜƿǓǛ˺ƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢᲛᲛ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ
ɞ
開催！

忘年会

ųǏƬƘǓǯȩȖưƸŴ࠰ƴࣔ࠰˟ǛᘍƍǇƠƨŵ҅૯ƴʙƴᘍƖŴಏƠƘʙǛƠǇƠƨŵ
ʻׅƸМဇᎍǑǓȓȳǴǲȸȠƕƠƨƍƱƷƜƱưȓȳǴǲȸȠǋᘍƍŴ݊ƞǛԉƖƹƢǄƲŴ
ǈǜƳưಏƠǉƜƱƕưƖǇƠƨŵ

広々なスペースです♪

ビンゴ〜♪番号があるか？
夢中です♪

一等が当たりました〜♪

スタッフより
ųࣔ࠰˟ưƸŴȡȳȐȸƞǜƨƪƔǒᆢಊႎƴƋǜƳƜƱǛƠƯǈƨƍŴƜǜƳƜƱǛƠ
ƯǈƨƍƱॖᙸƕƨƘƞǜЈƯȓȳǴǲȸȠǛƢǔƜƱƴƳǓǇƠƨŵԼǋȡȳȐȸƞ
ǜƕᢠǂƨƜƱƕƱƯǋ۹ƠƔƬƨǑƏưƢᲛƜǕƔǒǋȡȳȐȸƞǜƱɟደƴ᪴ࢌǕǔ
ǏƬƘǓǯȩȖƴƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ᲢឭᲣ

に行ってきました
ų  ࠰ᲫஉᲮଐǏƬƘǓǯȩȖưƸИᚽƴᘍƬƯ
ƖǇƠƨŵ
ų᧺ක፦ᅕᅈƴᘍƖǇƠƨŵᅕᅈƴᨼǇƬƨƋƱƸȡ
ȳȐȸƞǜŴᎰՃƷʻ࠰ƷৼǛǈǜƳưᚕƍӳƬƯ
ƍƖǇƠƨŵಮŷƳৼƕᎥƚƨǓॖٳƳɟ᩿ǋᙸƑ
ƨǓƠƯ᩿ႉƔƬƨưƢŵƦƷࢸƸӲŷưӋਖƠƨǓŴ
ƓǈƘơǛࡽƍƨǓƠǇƠƨŵ

メンバーさんの抱負
★ 今年は就職にむけて頑張りたい
★ 健康第一で過ごしたい
★ 休まず通所を続けて行きたい
・・・など

スタッフより
ų࠰ڼИᡫଐƩƬƨƷưႏƞǜஹƯƘǕǔƔ
࣎ᣐưƠƨƕŴٶƘƷȡȳȐȸƞǜƕஹƯƘǕ
ƯǄƬƱƠǇƠƨŵଐ᪭˺ಅɶƴƸƋǇǓᛅƢ
ೞ˟ƕƳƍȡȳȐȸƞǜӷٟưǋƜƏƍƬƨ
ƖƬƔƚưᛅƤƨƜƱǋƋǓʻࢸǋႏƞǜƕᨼ
ǇƬƯᛅƢೞ˟ǛᚨƚƯƍƚƨǒƳƱ࣬ƍǇƠ
ƨŵ

ᲢޢဋᲣ

●咲々屋の施設外支援の取り組み●

①

〜「愛顔つながる

えひめ障がい者アート展」〜

ųମ࠰  உ  ଐ ங ȷ ଐ  ƴ G+%# Ɣǒ̔᫂ƞǕƨᚨૅٳੲžग़᫊ƭƳ
ƕǔųƑƻǊᨦƕƍᎍǢȸȈޒſޒᅆ˺Լ̬ܣሥྸಅѦƴ  ӸƷМဇᎍƕӕǓኵǈǇ
ƠƨŵಅѦϋܾƸ᧓ϋƴƓƚǔޒᅆ˺ԼƷ̬ܣሥྸŴޒᅆ˟  ଐ࢘ƨǓƷλئ
ᎍૠǫǦȳȈŴᚇܲចƷ৲ᅚƴƔƔǔ৲ᅚဇኡƷᣐࠋȷׅӓƳƲǛᘍƍǇƠƨŵ

ŠМဇᎍƞǜƷज़े

ŪИǊƯƷᚨૅٳੲư
ų ݲƠዬࢌƠƨƱᛅƢƞǜᵨ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ

ŠǹǿȃȕƷ࣬ƍ

ŪƍƭǋƱƸᢌƏؾŴˁʙưɧܤƩƬƨƕŴૼƠƍʙǍ
ᒊƳЎƴਪƢǔᑣƍೞ˟ƴƳǓǇƠƨŵᲢ5 ƞǜᲣ
ŪᅶƴƱƬƯƷИǊƯƷᚨૅٳੲƱƳǓǇƠƨŵࢽǔǋ
ƷƸ᩼ࠝƴٶƘᐯ̮ƴǋƳǓǇƠƨƕŴӷƴٶƘƷᛢ
᫆ǋᙸ˄ƔƬƨƷưŴΰƢǂƘ᧭ڠɶưƢŵųᲢ1 ƞǜᲣ
Ū ӊ࠰ǋᘍƖǇƠƨƕŴჷǒƳƍئưˁʙǛƢǔƷƸƍ
ƍХນƴƳǔƱ࣬ƍǇƠƨŵዬࢌƠǇƠƨƕಏƠƔƬƨŵ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢ- ƞǜᲣ

②

ųᚨૅٳੲƴӋьƢǔƜƱưݼᎰƴ᧙
ƠƯМဇᎍƞǜᐯ៲Ʒžᛢ᫆ƷਰǓᡉǓſ
ǍžᐯЎƴӼƍƯƍǔᎰಅſƴƭƍƯϐ
ࡇᄩᛐƢǔೞ˟ƴƳƬƨǑƏưƠƨŵ
ųʻࢸݼᎰƴӼƚƯᎰՃǍ᧙̞ೞ᧙Ʒʴ
ƨƪƱМဇᎍƞǜƷȚȸǹƴӳǘƤƯɟ
ደƴᎋƑŴӕǓኵǊƯƍƚǕƹƱ࣬ƍǇ
ƢᲛųųųųųųųųųųųųų
ᲢᕲҾᲣ

〜「近藤大介さん施設外支援特集！」〜

ų ࠰ࡇƴᚨưᚨܱٳ፼ǛƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵܱ፼ǛᘍƬƯƍƘɶưŴ
ܱ፼ǛᘍƏ٭ٻƞƠǜƲƞƸǋƪǖǜŴƏǇƘƍƘƜƱưᢋज़Ǎᐯ̮ƴǋƭƳ
ƕƬƨǑƏưƢŵ ᚨưܱ፼ǛᘍƬƨᡈᕲƞǜƴŴʻࢸƷݼᎰƴݣƢǔ࣬ƍǛ
ǤȳǿȓȥȸƠǇƠƨŵ
Q1. 施設外支援を行った時、体調はどうでしたか？
இИƷƏƪƸɧܤǍዬࢌƔǒǕƣŴɢμƱ
ƸƍƑƳƍཞ७ưƠƨŵưƢƕଐƴƪƕኺƭ
ƴƭǕƯɧܤǋถǓŴᡦɶƔǒƸɢμƳཞ७
ưƠƨŵ
Q2. 実習を行う中で印象に残っ
ていることや大変だったこ
とはありますか？
இИƴȞȋȥǢȫǛᙾƑ
ǔƷưƢƕŴˁʙǛƠƯ
ƍǔƏƪƴȞȋȥǢȫƴ
ƍƜƱǋឪƖǔƷưŴ
ƦǕǁƷݣϼƸ٭ٻưƠ
ƨŵ

Q3. 施設外支援を通して近藤さんの中で就職に向け
ての課題はみつかりましたか？
ᢒॾƠƯƠǇƏࣱưŴƕᆰƍƯƠǇƍഏƷ
ˁʙǛᎥƔƳƍƱƍƚƳƍŴ˂ƷʴƕࣕƠƦ
ƏƩƱᎥƚƣƴƍǔƕƋƬƨƷưƦǕǛƘ
ƞƳƍƱƍƚƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
Q4. 就職に関してどのように考えていますか？
ƬƯႸƷЭƷཋƴƼƭƔƣŴᐯЎƷཎࣱǍ
ᏡщŴࣱǛᑣƘ༌ჷƠƯƔǒஇᢘƳǛᙸƭ
ƚǒǕǕƹᑣƍƳƱ࣬ƍǇƢŵ
Q5. 就職に関して不安なことがあった時に相談
できるところ（人）はありますか？

ૼƨƳਪƸ
ɧܤǋٻƖƍƱᛅƢ
ᡈᕲƞǜŵ

˺ಅƷǹǿȃȕƞǜǍɼҔƷέဃǋއǇƢ
ƕŴɟဪƸܼଈưƢƶŵƍƭǋяƚƯǋǒƬƯ
ज़ᜓƠƯǋƠƖǕǇƤǜŵ

ŠǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųƜƷɟ࠰᧓ŴᲬᚨưƷܱ፼ǛᡫƠƯᡈᕲƞǜƷዬࢌज़ǍɧܤŴƠǜƲƞŴಏƠƞƳƲǛɟደƴज़ơƞƤƯƍ
ƨƩƖǇƠƨŵᅶᐯ៲ƴݼіૅੲƷኺ᬴ƕݲƳƔƬƨƨǊ˷ᚘƳɧܤǛज़ơƞƤǔƜƱǋƋƬƨƱ࣬ƍǇƢŵƜ
ǕƔǒƸݼᎰѣǋᡶǊƯƍƘʖܭưƢƕŴƋȸưǋƳƍŴƜȸưǋƳƍƱᚕƍƳƕǒŴӷơႸዴưɟƭɟƭƷ
ɧܤǛɟደƴӕǓᨊƚǔǑƏƴӕǓኵǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢඕɥᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ
Ū ࣔ࠰˟ƷܓራưƢų
ųʻ࠰ǋŴ࠰ँ̊Ʒʙಅࣔ࠰˟ǛŴ  ࠰  உ
 ଐᲢᲣƴМဇᎍ  ӸƱᎰՃ  ӸӋьƷǋƱǦǧȫ
ȔǢ˙ʖƴƯ͵ƠǇƠƨŵ
ų፦ԛƠƍʙƸƞǔƜƱƳƕǒŴλෘǍǫȩǪǱƕЈஹ
ǔƏƑƴုƷƓᢿދƴ᭗ࡈౝ܇ƕМဇưƖǔƜƱƔǒŴ၅
ǕƨǓൢЎƕफƘƳƬƨᨥƴ್ƴƳǔƜƱǋưƖǔƨǊŴ
ԵŷދưƸ࠰ʴൢưƢŵ
ųʻ࠰ǋҢɥǲȸȠǍᨸŴǫȸȉǲȸȠƴᐻơƳƕǒƓʝƍƴɟ࠰ƷіǛіƍӳƏƱƱǋƴŴ୍െ
ƸᡫଐƷ᧙̞ưɶŷʩ්ƷƳƔƬƨ૾ŷǋʩ්ƢǔƜƱƕЈஹƨŴᝮƳ˟ƱƳǓǇƠƨŵ

カラオケ
は
最高潮！

ᨸǋႮඞ
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食事に思わずニ
ッ
しい
コ
味

！
リ

美

司会や乾杯の挨拶も
頑張りました！

おしゃべりを楽しんだり…

白熱の
ボードゲーム

ȡȳȐȸƞǜƷज़े
今回の忘年会も皆で、カラオケやゲームをして
楽しみました。カラオケをしてた人達は頭にタ
オルを巻いて盛り上がりました。
（Ｓさん）
昨年の忘年会でも麻雀をした。新しく麻雀に興
味を持った人が出てきたので、今年の忘年会が
待ちどおしい。
（Ｔさん）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
毎年、利用者さんが楽しみにしている行
事の１つである忘年会は、今年も大盛り上
がりでした。上記掲載写真のように、皆の
こぼれんばかりの笑顔がとても眩しいです。
皆の笑顔が曇らないよう、作業が安心安
全に取り組める風通しの良い事業所になる
よう努めていきたいです。
（池田）

࿀ʶⅺɿᣀᭀ☐ნ၇̗ᏡཀƷ
ȍǓȢ

利用者さんにインタビュー！
ųʻׅƸŴƜǕǇưǵȸȓǹǛМဇƠƯƍ
ƳƔƬƨǹȟȬƞǜᲢˎӸᲣƷǤȳǿȓȥȸ
ưƢŵ
ųИǊƯႻᛩૅੲʙಅƱǵȸȓǹƷМဇ
ǛƠƯᲫ࠰ƕኺᢅƠǇƠƨŵ
ųଐग़ཚƷɭᛅƴ᧭ڠƠƭƭŴᇰ᫊ƕف
ƑƨΟƠƍǹȟȬƞǜƕŴǵȸȓǹǛМဇ
ƢǔǇưƷൢਤƪǛ˨ƍǇƠƨŵ

ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ǇƍǜǛМဇƠƨƖƬƔƚƸ˴ưƢ
ƔᲹ
Ჱ࠰Эƴႆ၏ƠƨƷưƢƕŴƦƷ᧓ƴ
ېƕᢒƘƴ۫ƴƍƬƯƠǇƍǇƠƨŵ
φӳƷफƍŴᅶƸੈᨊǋ૰ྸǋưƖ
ƳƘƯŴƓԏƴƢǒλǕǇƤǜưƠ
ƨŵ
ƦǜƳဃǛƠƯƍǔᅶǛ࣎ᣐƠƯŴ
ېƕޛƴ࠙Ǔư࠙ƬƯƖƨƴᅦ
ᅍʙѦƴႻᛩƠƨǜưƢŵ

ႻᛩՃ
ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ƦƏưƢƔŴƦǕƸᠲƔƬƨưƢƶŵ
ƦǕƔǒƲƏƳƬƨƷưƢƔᲹ
ਃ࢘Ʒ૾ƕȘȫȑȸǛМဇƠƯƸƲƏ
ƔƱ੩కƠƯƘƩƞƬƨƷư̬ͤƴ
ᘍƬƯႻᛩƠǇƠƨŵ

ǹȟȬƞǜ

ዓƖƸЎƔǓǍƢƔƬƨưƢƔᲹ

̬ͤƷ૾ƕǑƘᛅǛᎥƍƯƘǕƨƷ
ưŴ࣎ܤƠƯዓƖƷˁ૾ǛƑƯǋ
ǒƏƜƱƕЈஹǇƠƨŵƦƜưႻᛩૅ
ੲʙಅǛൿǊƳ
ƍƱƍƚƳƍƱᚕ
ǘǕŴᡈƘƴƋǔ
ƂǇƍǜƃǛᢠƼ
ǇƠƨŵ

ႻᛩՃ

ƦƏưƠƨƶŵ
ǹȟȬƞǜƸȯȸǫȸƞǜƷኰʼƱƔ
ưƳƘŴƝᐯ៲ưŴžǇƍǜǛМဇƠ
ƨƍǜưƢſƱᩓᛅǛƔƚƯƖƯƘǕ
ǇƠƨƶŵ
ȉǭȉǭƩƬƨǜơǌƳƍưƢƔᲹ
ƦƷƷൢਤƪƸƲǜƳज़ơưƠƨ
ƔᲹ
ƸƍŵИǊƯᩓᛅǛƔ
ƚǔƸઃ࠘ǛӕƬƯ
ƸፗƖӕƬƯƸፗƖǛ
˴ׅǋጮǓᡉƠǇƠƨ
ᲢᇰᲣ
ᅶƸʴƕٻѬƍǔƱƜ
ǖƕᒊưπσʩᡫೞ᧙ƴʈǔƜƱƕ
ЈஹǇƤǜŵ
ƩƔǒᆆѣƸȐǤǯƳƷưƢƕŴžȐ
ǤǯƴʈƬƯٳƴᘍƚǔƷƴȘȫȑȸ
ǛМဇƢǔƳǜƯƑƯƍǔǜơǌƳ
ƍƔᲛſƱᐯЎᐯ៲ǛᝧǊǔൢਤƪƱ
žяƚƯഒƠƍſƱƷൢਤƪƕƋǓᙐ
ᩃưƠƨŵ
ƦƏƩƬƨǜưƢƶŵዬࢌƞǕƯƍƨ
ƜƱƸЎƔǓǇƠƨƕŴƦƜǇưपǜ
ưƍƨƜƱǛƦƷƸൢƮƍƯƋƛǒ
ǕǇƤǜưƠƨŵƢǈǇƤǜŵʻƸƲ
ƏưƢƔᲹ
ƓᛅǛƠƯƍǔƏƪƴ
žƑƯǋƍƍǜƩǑſ
ƱŴ࣬ƑǇƠƨŵ

ǹȟȬƞǜƸᨦƕƍᅦᅍǵȸȓǹƷဎ
ᛪǛƠƨƚƲŴǵȸȓǹƷൿܭƕɦǓ
ǔǇư᧓ƕƔƔǓǇƠƨǑƶŵᄩƔ
ᲭǫஉˌɥƔƔƬƨƱ࣬ƏƷưƢƕŴ
ƦƷƜƱƴƭƍƯ˴Ɣ࣬ƏƜƱƕƋǓ
ǇƢƔᲹ

ǹȟȬƞǜ

ƦƏưƢǑƶŵ
᧙̞ᎍɟӷŴଔƘМဇЈஹǔǑƏƴƠ
ƯƋƛƨƍƱ࣬ƬƯƍƨƷƴܱᨥƴƸ
ႺƙƴƸМဇưƖƳƘƯää

ǹȟȬƞǜ

ƑƑŵኽޅƦƷƜƱƕҾ׆ư၏ᨈǛ٭
ǘǓǇƠƨŵ

ႻᛩՃ

ᧈ࠰ᡫᨈƠƯƍƨ၏ᨈǛ٭ǘǔƱƍƏ
ƷƸџൢƕƍƬƨǜơǌƳƍưƢƔᲹ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

スミレちゃんちのワンちゃん

ႻᛩՃ

ƸƍŵɼҔƷέဃƕࣕƠƘƯƕ
ǕƯƠǇƬƨǜưƢŵൿܭƕɦǓǔ
ǇưƸžƍƭƳǜƩǖƏŵƍƭƳǜƩ
ǖƏſƱɧܤưƨǇǓǇƤǜưƠƨŵ
ƬƯƍǔƔǒƓᫍƍƠƨƷƴႺƙƴ
̅ƑƳƍƜƱƕᠲƔƬƨưƢŵ

ӷơ၏ൢư၏ᨈǛ٭ƑǔƜƱƸЈஹƳ
ƍƱ࣬ƬƯƍǇƠƨŵ
ƩƔǒˁ૾ƳƍƱǊƯƍƨƷưƢ
ƕŴʻ٭ׅǘǕƯǑƔƬƨưƢŵᄩƔ
ƴᲱ࠰᧓ᡫᨈƠƯƍƨ၏ᨈǛ٭ǘǔƷ
ƸџൢƕƍǓǇƠƨƕŴɟഩ៊ǈЈƤ
ƨƜƱưžƜǜƳƴ
ࢍƘဃƖǒǕǔǜ
ƩſƱ࣬ƏƜƱǋЈ
ஹǇƠƨŵ
ƦǕƸᑣƔƬƨưƢŵưƸŴǵȸȓǹ
ƷڼƕൿǇƬƨƷൢਤƪƸƲƏư
ƠƨƔᲹ
ǇƍǜƞǜƔǒᛟଢǛᎥƘǇưƸŴǇ
ƍǜƞǜƕȘȫȑȸƱƠƯૅੲƴஹǔ
ƷƔƱ࣬ƬƯƍǇƠƨŵ
ႻᛩՃƞǜƱȘȫȑȸƞǜƕɟደƴஹ
ƯƘǕƨИǊƯƷଐƴཚƕ᧙Ǉưᡇ
ƑƴᘍƬƨƷưŴ̮ဇƠƯٻɣپƩƱ
࣎ܤƠƨƷǛᙾƑƯƍǇƢŵ
ཚǛƬƯƍǒƬƠǌǔƷƸᎥƍƯƍ
ƨƷưƢƕŴ܇ཚƔƱ࣬ƬƯƍƨǒ
ٻƖƍƷưƼƬƘǓƠƨƜƱǛᅶǋᙾ
ƑƯƍǇƢᲢᇰᲣ
ȘȫȑȸƞǜƕλƬƯဃƸƲƏ٭ǘ
ǓǇƠƨƔᲹ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

ǹȟȬƞǜ

ႻᛩՃ

ဃƷǢȉȐǤǹǛƠƯƘǕǔƷưŴ
ƱƯǋяƔƬƯƍǇƢŵ
˯ᘉኄǛឪƜƠƨƷƨǊƴȁȧǳ
ȬȸȈǛᝰƍፗƖƠƯƓƍƨ૾ƕƍƍ
ƱƔŴཚƷഩƷࢸƸ൦ЎǛᙀዅƢǔ
ƨǊƴ൦ǛแͳƠƯƓƍƨ૾ƕƍƍƱ
Ɣŵ
˂ƴǋ˳ᛦǛƖƪǜƱᙸƯƘǕƯŴ
žʻ
ଐƸɟደƴƠǇƠǐƏƔſƱƔŴžᛅ
ƠƩƚư˞ǜưƍƨƷưƍƍưƢǑſ
ƱƔᙸܣƬƯƘǕƳƕǒяƚƯƘǕǔ
ƜƱǋяƔǓǇƢŵ
ᑣƔƬƨưƢŵưƸŴஇࢸƴ˴ƔƋǓ
ǇƢƔᲹ
ȘȫȑȸƞǜƩƚưƳƘŴᡈƴཚǛ
ᡫơƯჷǓӳƍƴƳƬƨʴǋЈஹƯŴ
ဃƕಏƠƘಏƴƳǓǇƠƨŵ
ǱȸǹȯȸǫȸƞǜŴ̬ͤƷ૾ŴႻ
ᛩՃƞǜŴȘȫȑȸƞǜŴᡈƷʴƨ
ƪŴμƯጂƳǜƩƳƊƬƯ࣬ƍǇƢŵ
ʴƷጂǛٻʙƴƠƨƍưƢŵ
ǈǜƳƴяƚƯǋǒ
ƍƳƕǒဃƖƯƍƘ
ƷǋƍƍǜơǌƳƍ
ƔƱ࣬ƑǔǑƏƴƳ
ǓǇƠƨŵ
ጂƸɧ࣬ᜭưٻЏưƢǑƶŵ
ƜǕƔǒǋǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ
ʻଐƸƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

Ŧ Ŧ Ŧ Ӳ ᚨ ȐǶȸŦ Ŧ Ŧ
１１月 ３日

ゆっくりクラブ

どんまいクラブ
いんさつの咲々屋

真光園バザー
ųƪƼŰƾǕǜƲƕܦ٥Ʊ፤ൗ
ȕǧȫȈՠԼƕڤᚸưƠƨŵ
ųȕȩǤȉȝȆȈƸŴᚾǳȸ
ȊȸǛᚨፗƢǔƜƱư٥Ǔɥƛ
ƴጟƕǓǇƠƨŵ ᪭ƴƸ
ܦ٥ƱƳǓǇƠƨŵ
ᲢƲǜǇƍǯȩȖᲣ

（いんさつの咲々屋）

（どんまいクラブ）

１１月２３日

愛媛県視聴覚福祉センター文化祭バザー

ų ӸƷȡȳȐȸưȐǶȸƴ
ӋьƠǇƠƨŵ
ڼǊƯӋьƢǔМဇᎍƞǜǋƍ

（ゆっくりクラブ）

ǇƠƨƕŴǈǜƳưңщƠಏƠ
ǈƳƕǒᝤ٥ǛᘍƏƜƱƕưƖ
ǇƠƨŵ
ųϬƑЏƬƨȕȩȳǯȕȫȈǛ
（どんまいクラブ）

ᝤ٥ƠƳƍǑƏƴŴɟࡇȜǤȫ
ƠƯƔǒŴƖɥƛǇƠƨŵ
ᲢƲǜǇƍǯȩȖᲣ

１１月２５日

聖カタリナ大学祭バザー
（どんまいクラブ）

ų̓܇ƞǜƴƘơࡽƖưឱǛഥǊƯǋǒ
ƏƜƱưŴᐯɼᙌԼƴǋ᧙࣎ǛਤƬƯǋ
ǒƏƜƱƕЈஹǇƠƨŵ
ųȕȩǤȉȝȆȈƸȩǤȐȫࡃƕٶƍ
ɶŴൢภƕ˯ƘᙌԼƕϬǊЏƬƯƠǇƏ
ǢǯǷȇȳȈǋƋǓ
ǇƠƨƕŴʚࡇ੬ƛ
ƠƯࣖݣƠŴƓܲಮ
ƴڤᚸưƠƨŵ
ᲢƲǜǇƍǯȩȖᲣ

●

メンバーの感想

ჇήטἢἈὊ
ųჇᡈưȗȭྶᢠƕŴ
ᙸǕƯᑣƔƬƨưƢŵ
Ტ5 ƞǜᲣ
ųƦǕƳǓƴ٥ǕƯᑣƔƬ
ƨưƢŵᲢ- ƞǜᲣ
ჇήטἢἈὊ

ų݊ƔƬƨưƢŵ
Ტ# ƞǜᲣ

ᙻᎮᙾἍὅἑὊ૨҄ᅛ
ųǈƖǌǜƕŴƔǘƍƔƬ
ƨưƢŵᲢ+ ƞǜᲣ

ųƕƱƯǋࢍƔƬƨƕŴ
ʻ࠰ƸૼƠƍࣖƑƕƋ
ǓǇƠƨŵ
Ტ5 ƞǜᲣ

ųƕϬƨƘ݊ƔƬƨ
ưƢŵᲢ6 ƞǜᲣ

ųȕȩȳǯȕȫȈƸȪȔȸ
ǿȸƕƨƘƞǜƍǇƠƨŵ
ࢍƴƚƣ᪴ࢌǓǇƠƨŵ
Ტ; ƞǜᲣ

ᙻᎮᙾἍὅἑὊ૨҄ᅛ

ᙻᎮᙾἍὅἑὊ૨҄ᅛ

ų݊ƔƬƨưƢŵ٥ǕƯᑣ
ƔƬƨŵᲢ* ƞǜᲣ

ᙻᎮᙾἍὅἑὊ૨҄ᅛ

ų݊ƔƬƨƚƲȕȩȳǯ
ȕȫȈƕ٥ǕƯᑣƔƬƨŵ
Ტ0 ƞǜᲣ
ųƓܲƞǜƕኽನஹƯ
ǑƔƬƨưƢŵ
Ტ0 ƞǜᲣ

ų݊ƍଐưƠƨŵȕȩȳǯȕȫ
Ȉƕʴൢư٥ǕƯƍǇƠƨŵ
˺ǓᙌԼǋƔǘƍƘƯŴ̓܇ƞ
ǜƕᝰƬƯƘǕǇƠƨŵ
Ტ* ƞǜᲣ

ųʴƕݲƳƘƯŴȕȩǤȉȝ
ȆȈƕƳƔƳƔ٥ǕǇƤǜư
ƠƨŵᲢ9 ƞǜᲣ

ųଷᢅƗƔǒʴᡫǓƕݲƳƘ
ƳƬƯƞǈƠƔƬƨưƢŵ
Ტ* ƞǜᲣ
ᎢỽἑἼἜܖٻᅛ

んまい 賛助会員募集中！
ど
人
法
O
P
N
いつも NPO 法人どんまいの活動へのご理解、
ご協力を頂きまして心からお礼申し上げます。
皆様のおかげで、活動を無事に行っていくことができます。
ご協力いただける賛助会員を募集しておりますので、よろしくお願い致します。
ご賛同いただける方はメールかお電話でご連絡の上、下記の口座にご入金お願い致します。

ゆうちょ銀行
口座番号

01630-3-140194

個人会員＝1口

5,000円

口座名

NPO 法人どんまい

団体会員＝1口

10,000円

※他行からお振込みの場合
169店 当座 0140194

伊予銀行
松山駅前支店

普通 １９２２６７７

NPO 法人どんまい 理事長 谷本圭吾

編 集 後 記
ᵥ  ۥǸȢȍǓϪșǾǓǚǛǯǲǮ

★メルマガ配信中 !!
merumaga@npo-donmai.com
メルマガをご希望の方は、アドレスに
メールの送信をお願いいたします。
なお、お問い合せもこちらの
アドレスまでご連絡ください。

NPO法人どんまい
〒790-0811 松山市本町6丁目11-8
☎ 089-907-1541

ǶǦȖǕǚ⿎
͑౫ಏǽǸȢȍǓϪșǾ͑ۥǶሬൖǷ
ǹșȍǨǛƸቻ౫ಏȑǜỮǜྒഝ
ǶמٴȡǦǸȢȍǓǽᘍؔǛΌȞȚȗ
ǕǹԖǺǦǵǓǜǮǓǷථǓȍǨǽ
ǶƸǣቃ൏ˁǤǓ⾰⾰
ᓎۥǽ⒅ȡǙᏱǦȎǺƹ
編集担当者一同

