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理事長あいさつ
ඥʴųƲǜǇƍ
ྸʙᧈųஜųסԍ
ųႏಮƴƓƔǕǇƠƯƸଐ᪭ǑǓ࢘ඥʴƷѣƴƝྸᚐƝңщǛ᪬ƖŴज़ᜓƠƯƓǓǇƢŵ
ųᲯஉଐᲢםᲣƴƸŴ࢘ඥʴƷᇹׅᅈՃዮ˟Ǜ͵ƠǇƠƨŵஹខƴஹƯƍƨƩƖǇƠƨ
ࠊޛಮŴӏƼЈࠗƍƨƩƖǇƠƨᅈՃƷ૾ŷŴҔၲ᧙̞ᎍƷႏಮŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ࢘
ଐƸМဇᎍƴǑǔ࠰᧓ƷѣإԓƷࢸŴᜭకƷݙᜭǛ᪬ƖŴ๛ǓƳƘ১ᛐƠƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
ų࠰ࡇƴƸŴƔƶƯƔǒƓɭᛅƴƳƬƯƍƨधᎍ˟ßࠊޛችᅕᨦܹᎍʝя˟àƕᚐ
ƢǔƴˤƍŴƀƲǜǇƍȏǦǹƍƣǈƁƷעםཋǛƝ݃᧽ƍƨƩƖŴࠢٻોሰʙǛᘍƍŴૼ
ဃǰȫȸȗțȸȠƱƠƯဃǇǕ٭ǘǓǇƠƨŵƦǕƔǒƍƣǈƴᨩᚨƢǔעםǛទλƠŴπႩ
ᝠׇ,-#ǑǓяǛӖƚŴඥʴƕᧈ࠰ᚘဒƠƯƓǓǇƠƨȐȪǢȕȪȸӏƼᐯᇌੲяǰ
ȫȸȗțȸȠƀƲǜǇƍȏǦǹǈƳǋƁᲢܭՃӸᲣǛሰŴஉଐʙᚨƢǔƜƱƕư
ƖǇƠƨŵƦǕƴˤƍŴʻǇưǰȫȸȗțȸȠƱƠƯᢃփƠƯƖƨƀƲǜǇƍȏǦǹƜƩƪƁ
ǋૼᘺƠŴσӷ˰އƀǷǧǢȏǦǹƜƩƪƁƱƠƯϐЈႆƢǔƜƱƴƳǓŴᧈλᨈᎍƷӖƚλ
ǕʴૠǛࠢٻƴفǍƢƜƱƕưƖǇƠƨŵʻ࠰ࡇƸஜထƷᚨǋȪȕǩȸȠʙǛᘍƏʖܭ
ưŴܦƢǔƱμƯƷ˰އᚨƕȪȋȥȸǢȫƞǕǔƜƱƴƳǓǇƢŵ
ųȏȸȉƷȪȋȥȸǢȫƴˤƍŴʻࢸǋɟޖᎰՃƷǹǭȫǢȃȗƴщǛදƗŴችᅕᨦƕƍᎍƕᐯ
ЎǒƠƍǒƠǛ˰ൟƷ૾ŷƱσƴưƖǔ؏עƮƘǓǛႸਦƠƨƍƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ųʻࢸƱǋ٭ǘǒƣŴ࢘ඥʴƷѣƴƝྸᚐƝңщƷᆉǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ
ᲭᲪ࠰ᲱஉӴଐ

ＮＰＯ法人どんまい 家族会
ŦŠŦųųųųųųųųųųųųųųųŦŠŦ
ųᲭᲪ࠰ᲭஉᲬᲮଐᲢםᲣƲǜǇƍȏǦǹǈƳǋƷϋᚁ˟ƱӳǘƤƯඥʴܼଈ˟ǛᘍƍǇƠƨŵ
ʻׅƷܼଈ˟ưƸŴʻǇưƴžᚃʧƖࢸƷ̓܇ƕ࣎
ᣐäſƱƍƏ٣ǋٶƘƋƬƨʙƔǒŴૼᚨƠƨƀƲ
ǜǇƍȏǦǹǈƳǋƁƷᙸܖǋӳǘƤƯᘍƍǇƠƨŵ

◆■◆

家族会を終えて

◆■◆

ųʩ්˟ưƸƦǕƧǕƷܼଈƕਤƭपǈƷσஊƕưƖƯᑣƔƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ɶƴƸßपǜưƍǔƷƸᐯЎᢋƩƚưƸƳƔƬƨàßᐯᇌƞǕƯƍǔ૾ƷᚃࣂƞǜƔǒᛅƕᎥƚƯࠎ
ஓƕਤƯǇƠƨàƳƲƷ٣ƕƨƘƞǜƋǓŴʻࢸǋܭႎƴ͵ǛƠƯƍƖŴƝܼଈƷ࣬ƍǛɟደƴ
ᎋƑƯƍƚǕƹƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢϠ൨Უ

ųᲭᲪ࠰ᲮஉᲫଐǑǓƀƲǜǇƍȏǦǹǈƳǋƁƷᢃփƕǹǿȸȈƠǇƠƨᲛƦǕƴέ
ᇌƬƯᲭஉᲬᲭଐȷᲬᲮଐƷᲬଐ᧓ƲǜǇƍȏǦǹǈƳǋϋᚁ˟ǛᘍǇƠƨŵ ೞ᧙ŴዮѬ
 ӸƷ૾ƴƓឭƠƍƨƩƖŴƜƷئǛ͈ǓƯࣂᅇဎƠɥƛǇƢŵ
たくさんの方が来てくれました！

広い屋上！

介助が必要な方にも
対応できるお風呂です

スタッフルームです

『みなも』と『いずみ』

ピアサポーターさんが
案内をしてくれています！

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųችᅕᨦƕƍᎍƷဃǛૅƑ
ǔئƱƠƯŴǰȫȸȗțȸȠ
ƷᢃփƴщǛλǕƯƍƖƨƍ
Ʊ࣬ƍǇƢƷưŴƜǕƔǒǋ
ǑǖƠƘƓᫍƍᐲƠǇƢŵų
ųųųųųųųųųųᲢɶ߷Უ

各事業所の
４月からの
体制について
平成３０年度からの
新体制となります。
今後とも NPO法人どんまいを
よろしくお願い致します。
㆔㈺౪༔ グキ ౫ಏᄽӱݲ
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平成 29 年度 事業報告・平成 30 年度 事業計画
どんまいクラブ
ųᲬᲳ࠰ࡇƸŴᚨݼٳіέƱƠƯૼƨƴȉȩȃǰǹȈǢƷԼЈƠ˺ಅŴȇ
ǤǵȸȓǹǻȳǿȸưƷ֥ඹƍȷฌੈ˺ಅƕьǘǓŴȞȳǷȧȳฌੈಅѦƱƱ
ǋƴМဇᎍƷݼіॖഒǍ২ᘐȷᏡщƷӼɥǛƸƔƬƯƖǇƠƨŵᐯɼᙌԼƷૼՠ
ԼႆƴǋщǛλǕŴӼɥƴƭƳƛǔƜƱƕưƖǇƠƨŵ
ųᲭᲪ࠰ࡇǋƜƏƠƨѣǛᡫơƯŴМဇᎍɟʴɟʴƷȋȸǺǍႸƴࣖơ
ƨ̾Кႎȷφ˳ႎưឱࡇƷ᭗ƍૅੲǛᘍƬƯƍƖǇƢŵ

ゆっくりクラブ
ųᲬᲳ࠰ࡇƸŴӝǳȟưƷኰʼǍփಅѣƴǑǓŴࡰ࢘ᣐૠƕفьƠŴ
ӼɥǍƘॖഒƷӼɥƴƭƳƛǔƜƱƕưƖǇƠƨŵМဇᎍƔǒࠎஓƷٶƔƬ
ƨȬǯȪǨȸǷȧȳǛᘍƏƜƱƴǑƬƯŴᡲ࠘ज़Ǎː᧓ӷٟƷƭƳƕǓǛขǊǔ
ƜƱƕưƖǇƠƨŵ
ųɟʴƻƱǓƷȋȸǺǍႸƴӼƔƬƯƦƷᏡщƕႆੱưƖǔǑƏŴМဇᎍƦǕ
ƧǕƷࣱ̾ǛٻЏƴƠƨૅੲǛᘍƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

いんさつの咲々屋
ųଔƍǋƷưԵŷދƕƠᲮ࠰ƕኺƪǇƠƨŵɟᑍݼіǛႸਦƞǕƯƍǔМဇ
ᎍƷ૾ƕٶƍƜƱƕཎࣉưŴᲬᲳ࠰ࡇƸ  ӸƷƏƪᲲӸƷ૾ƕᲮƔưᎰ
ܱئ፼ᲢᚨૅٳੲᲣǛᘍƍǇƠƨŵܭܤƠƯᡫƞǕǔ૾ǋفƑƯƖƯרᡫ
ᎍǋ  ӸƱܭՃʴૠƴᡈƮƍƯƍǇƢŵʻ࠰ࡇǋݼіƴӼƚૅੲƠƯƍƖŴ
ɟʴƻƱǓƷȋȸǺƴඝƬƨ᧙ǘǓǛƓƜƳƍƳƕǒŴ
žԵŷދƴᡫƠƯǑƔƬ
ƨſƱ࣬ƬƯǋǒƑǔǑƏƳʙಅƴƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

どんまいハウス
ųƲǜǇƍȏǦǹưƸŴችᅕᨦƕƍᎍƷ૾Ʒᅈ˟̟ᡶǛႸਦƠŴᢃփǛᘍƍǇƠƨŵᚨƷᎊ҄ƷોծƱƠƯŴ
ƲǜǇƍȏǦǹžƍƣǈſǛμ᩿ȪȕǩȸȠŵλއᎍƷ᭗ᱫ҄ǁƷࣖݣŴᐯᇌ
ƴӼƚƨጀ፼ǋЈஹǔٶೞᏡƳᚨƱƠƯƲǜǇƍȏǦǹžǈƳǋſǛૼᚨƠ
ǇƠƨŵࠊޛƷȁȣȬȳǸʙಅǋဇƠƳƕǒŴ˳᬴ٳජሁǛᘍƍŴᧈλ
ᨈƞǕƯƍǔ૾Ʒᡚᨈ̟ᡶƴѐǊǇƠƨŵ
ųǇƨŴʻ࠰ࡇƸƲǜǇƍȏǦǹᲯᚨƷᢃփǛᘍƍŴࢼஹƲǜǇƍȏǦǹƷ
ᘍʙƱƠƯᘍƬƯƍƨ૰ྸܴǛŴßǵȭȳ FG ƍƣǈàƱોӸǛƠŴ؏עᆆᘍȷ
ܭბƷ૾ǋӖƚλǕǒǕǔßǵȭȳàƱƠƯᢃփǛƠƯƍƖƨƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ

シェアハウスこだち
ųग़ήထƷƀƜƩƪƁǛσӷ˰އƱƠƯᚨƠǇƢŵƜǕƔǒ؏עƴЈƯᅈ˟ဃ
ǛڼǊǑƏƱ࣬ƬƯƍǔƚǕƲɧܤƕസǔƱƍƏ૾ŴǇƨŴܼࡊؾǍ˰އሁ
ƷʙऴƴǑǓ˰އƷᄩ̬ƕᩊƳ૾ƴݣƠƯɟܭ᧓˰އǛ੩̓ƠŴᐯᇌƠƨଐ
ࠝဃǛᡛǔƜƱƕưƖǔǑƏஇ˯ᨂƷੲяǛᘍƍǇƢŵ࣎ܤƠƯ؏עưƷᅈ˟
ဃǛᡛǕǔ૾ƕɟʴưǋفƑǔǑƏƴƠƯƍƖǇƢŵ

まいん
ųǇƍǜưƸŴМဇᎍƷ૾ƷࠎஓƢǔဃƷܱྵǛႸਦƠŴᢘЏƳႻᛩੲяሁǛᘍƍŴǵȸȓǹሁМဇᚘဒ
Ʒ˺Ǎᚸ̖ǛᘍƍǇƠƨŵ؏עᆆᘍૅੲưƸᲬᲳ࠰ࡇƴᲰӸƷ૾ƕᡚᨈƠŴ؏עưᐯЎǒƠƘဃƞǕ
ƯƍǇƢŵܭ؏עბૅੲƸᲱӸƷ૾ƕМဇƠŴ࣎ܤƠƯဃǛᡛƬƯƍǇƢŵ
ųʻ࠰ࡇǋМဇᎍƷ૾ƕࠎஓƢǔဃǛܱྵưƖǔǑƏƴѐǊƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

第 17 回

NPO 法人どんまい

ᅈ Ճ ዮ ˟ Ǜ͵

５月１９日
総合福祉センター

ųඥʴƲǜǇƍƸŴ
ᲭᲪ࠰Ჯஉ  ଐ
ᲢםᲣ
ƴᇹ  ׅᅈՃዮ˟Ǜ͵ŵ
ųஹខƴƸŴ̬ͤࠊޛ
̬ͤʖ᧸ᛢƔǒʒဋჇ
፦ᛢᧈಮƱɶட፦ɼ࠴
ಮƴƝЈࠗƍƨƩƖǇƠ
ƨŵ

第Ⅰ部

各事業所等

いんさつの咲々屋

活動報告

ųዮ˟ƸᲬᢿСŵᇹᲫᢿưƸŴ
ӲʙಅƱȔǢǵȝȸȈʙಅƴ
ƭƍƯŴМဇᎍȷᎰՃƕᲫ࠰᧓
ƷѣǛဃƖဃƖƱإԓƠǇƠ
ƨŵ

来賓あいさつ 亀田真美氏
（松山市保健予防課長）

どんまいハウス

どんまいクラブ

あいさつする谷本理事長

ゆっくりクラブ

第Ⅱ部

第１７回

まいん

社員総会

ųᇹᲬᢿưƸŴᲬᲳ࠰ࡇƷൿምӏƼᲭᲪ࠰
ࡇƷʙಅᚘဒǍʖምሁƴƭƍƯݙᜭŵμ˟ɟᐲưൿ
ܭƠǇƠƨŵ

ピアサポート事業

ųମ࠰ࡇƔǒƀඥʴȔǢǵȝȸȈʙಅƁƕƸơǇǓŴଔƘǋᲫ࠰ƕኺƪǇƠƨŵ
ƠƔƠŴᛢ᫆ƸޛᆢǈäŵǇƣ˴ƔǒƠǑƏᲹų˴ǛƠƨǒƍƍäᲹųƦǋƦǋƂȔǢƃƬƯƳƴᲹ
ƦǜƳƱƜǖƔǒŴ؏עࠊޛᆆᘍȷܭ؏עბૅੲʙಅƴႇƠƯƍǔᲫᲪӸƷȔǢǵȝȸǿȸƷႏ
ƞǜǛƸơǊŴȔǢǵȝȸȈƴᐻԛƷƋǔ૾ǋʩƑƯᛅƠӳƍǛڼǊǇƠƨŵ
ųƀȔǢƁƷգႆƱŴƲǜǇƍƴ᧙ǘǔႏƞǜƕ؏עưဃǛᡛǔƏƑưƷɧܤƷᚐෞƴƭƳƛŴܤ
࣎ƠƯЭӼƖƳǭȢȁưဃƖƯƍƚǔǑƏƳˁኵǈǛ˺ǓƨƍưƢ  @Ũ@ 

ƀȔǢƁƬƯ
ųųų˴ƳǜǍǖƶᲹ
ų

仲間同士の助け合いよね !!
同じような体験を
しとるけんこそ、
わかりあえること
あるよね。

よくわからん…
よ
私には難しくて
できんわい…

ƲǜƳƜƱƕ
Ʋ
ųųųƠƨƍƔƳƊä
ų

そんなことないよ！
誰でもできるんやけん、
やってみよや
(^ ^)

気楽に話せる場が
あってもいいよね。

ƲǜǇƍ ǹ
ųųȏǦ

レクがしたい！
ＢＢＱに忘年会 !! 笑

他の地域で
域
ピアサポーターが
どんなことしよんか、
見てみたいよねー。

サロン de いずみ に つ い て

ųƲǜǇƍȏǦǹƔǒŴ˞ଐƷ᧓ǛਤƯ˷ƠƯƍƨǓŴɟ
ʴưᢅƝƢʙƕƞǈƠƍƱᚕǘǕǔ૾ƕٶƘƓǒǕǇƠƨŵƦƷ૾
Ǜݣᝋƴ૰ྸǛ˺ƬƨǓŴȜȸȉǲȸȠǍȈȩȳȗǛƠƨǓᢅƝƤ
ǔئǛ  Ӹᆉࡇưᡵଐ୴ଐƴ૰ྸܴƱƠƯᘍƬƯƍǇƠƨŵ
ųඥʴƲǜǇƍƱƠƯƸʻ࠰ࡇƷʙಅƷႸƷɟƭƱƠƯŴ
ǵȭȳʙಅƴщǛλǕƯƍƖƨƍƱᎋƑƯƓǓŴଐ୴ଐƷ
૰ྸܴǛƀǵȭȳ FG ƍƣǈƁƱોӸƠǇƠƯૼƨƴǹ
ǿȸȈǛЏǔʙƱƠǇƠƨŵ
ųʻǇưƸӋьǛßƲǜǇƍȏǦǹМဇᎍàƱᨂܭƠƯƍ
ǇƠƨƕŴ؏עᆆᘍȷܭბƷ૾ǋӖƚλǕᢅƝƤǔئƱƠ
ƯᎋƑƯƓǓǇƢŵ
ųǏƘǏƘƸᨦƕƍሁ᧙̞ƳƘ؏עƷ૾ǋʩƑƳƕǒŴע
؏ƷǵȭȳƱƠƯᢃփǛƠƯƍƚƨǒƱᎋƑƯƓǓǇƢŵ

明治安田生命様より ໑ẨЈẲἋἘὊἉἹὅ を
寄付していただきました
ųܹƕឪƖƨئӳŴМဇᎍƷ૾ŷ
ƸᢤᩊƴƯٻѬƷʴƷɶưဃƢ
ǔƜƱƴɧܤǛৼƑƯƍǇƢŵ࢘ඥ
ʴƸችᅕᨦƕƍᎍƷ૾ŷƷܹዬ
࣯ᢤᩊئƱƠƯǋႇǛƠƯƍ
Ǉ Ƣ ƕŴܱ ᨥ ƴ  ܹ ƕ ឪ Ɩ ƨ  ئӳŴ
МဇᎍǍᢤᩊƠƯஹǒǕƨ૾ŷƷ
ʙƷᄩ̬ƸᩊǛಊǊǔƜƱƕʖย
ƞǕǇƢŵʻׅƜƷ໑ƖЈƠǹȆȸ
ǷȧȳǛଢܤဋဃԡ̬ᨖႻʝ˟ᅈƔǒƝ݃˄
ǛƍƨƩƍƨƜƱưŴМဇᎍӏƼᢤᩊƞǕƯƖ
ƨᨦƕƍᎍƷ૾ӏƼ˰؏עൟƷ૾ŷƴภƔƍ
ʙǛ੩̓ƢǔƜƱƕӧᏡƱƳǓŴ࢘ʙᎍƷ૾ŷ
ƴ࣎ܤज़ǛਤƬƯƍƨƩƚǔƜƱƕЈஹǔǑƏ
ƴƳǓǇƠƨŵ
今後地区の防災訓練
等でも活用できれば
と考えています。

バザーにて、この炊き出しステーション
を活用した商品を販売したいと思います。
近々お披露目しますのでこうご期待を !!

ǰȫȸȗțȸȠ

ૼλއᎍኰʼ
Q1 λއƠƯƲƷƘǒƍ
ኺƪǇƠƨƔᲹ
A1

2 月 13 日からなの
で２ヶ月半位。

白石安二郎さんインタビュー
Q2 λᨈɶƱƸƲƜƕ
ᢌƍǇƢƔᲹ
A2

夜遅くまで TV が観
られる自由に音楽
が聴ける。

ႉჽܤʚᢹƞǜ

Q3 λއƠƯಏƠƍ
ʙƸᲹ
A3

Q4 λއƠƯƠǜƲƔƬƨ
ƜƱƸᲹ

自由に買い物 A4 体調が悪い事が
に行ける事が
あってしんどかっ
一番楽しい。
た。今は大丈夫。

Q5 ƜǕƔǒƷৼǛᲛ

A5

とりあえず今の
生活を続けるよ
うに頑張ります。

ӽ۴᧯ᘍ၇̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓɗȮɁ

料理

教室＆

花見

ųʻ࠰ƸఞƷᑶƕଔƍƷưᲭஉɦକŴᡈƘƷᓯထπטǁ
ƓᑶᙸƴᘍƖǇƠƨŵ
スタッフ・メンバーさんと一緒
になってお弁当を作りました。
頑張りました (*^ 。
^*)

美味しそうでしょ♪

⇟⇥⇩⇻↝࣬ⅳ
ų୍െƷ૰ྸܴƷᏹЭǛႆ
୍
୍െƷ૰ྸܴƷᏹЭǛႆ
ੱưƖŴǈǜƳưಏƠǉʙƕ
ЈஹǇƠƨŵƍƍൢЎ᠃੭ƕ
ЈஹƨƱ࣬ƍǇƢŵųᲢႉჽᲣ

↘⇂↭ⅳ⇵⇌⇟ӳӷ‒ଐ‒࠙‒↹‒‒ᘍ ⁛ Ҥʖ૾᩿
毎年恒例の日帰り旅行に今年も行って来ました！
今回は八幡浜・宇和島南予方面の旅です！それでは出発！！

߿߆ߥ㔓࿐᳇ߢ⒖േਛޕ

ᐈᵿߦߡࠎߡߎ߾ߓޔ
ࠅ㛎ࠍߒ߹ߒߚޕ

⛋ῥ⽕⪇ߥ㔇ੱᒻߣ
ߏᯏህߥ৻ᨎ㧋

ߏᒰࠣ࡞ࡔ㧋ቝፉߩ
㟎ߒࠍ㗂߈߹ߒߚ㧋
スタッフの思い スケジュール通りとは行かなかったものの、当日は天候にも恵まれ、事故や

怪我もなく無事に帰宅する事が出来ました。みなさんお疲れ様でした。
（大西）

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
ṼẅᵪᶃᶒḚᶑᴾݼіẅṼ

บᡀɟʴẰỮዻ

ų
žഏƷǹȆȃȗƴᡶǈƨƍſ
žƍƭƔƸƖƨƍſƦǜƳ࣬ƍǛਤƨǕ
Ƴƕǒɟഩ៊ǈƩƤƣƴᢅƝƞǕƯƍǔ૾ŷǋƍǒƬƠǌǔƷưƸƳƍ
ưƠǐƏƔᲹʻׅƸŴମ࠰ǑǓݼіƴӼƚƯಮŷƳѣǛƠƯƖƨบᢿ
ɟʴƞǜƴƖƬƔƚǍʻƷ࣬ƍǛᎥƍƯǈǇƠƨŵ

Ｑ1

どんまいクラブに通いだして
どれくらいですか？

ください。
ųφ˳ႎƴݼіƴӼƚƯѣưƖƯ
ƍǔƜƱư࣎ܤज़ǋƋǓǇƢƕŴ˺
ಅǛᩉǕǔ݁ƠƞǛज़ơǔƜƱǋ
ƋǓǇƢŵƨƩŴƍǖƍǖƳೞ᧙Ʒ
૾ƕɟደƴᎋƑƯƘƩƞǔƷưŴƦƷ
ໜưƸǄƬƱƠƯƍǇƢŵ

ųᲰ࠰ƙǒƍưƢŵᡫƍЈƠƨƜǖƔ
ǒžƍƭƔƸݼᎰƠƨƍſƱ࣬ƬƯƍ
ǇƠƨƕŴܱᨥƴѣƖЈƠƨƷƸӊ࠰
ƷИǊƝǖưƢŵ

Ｑ2

Ｑ3 就労について不安なところ、
安心しているところを教えて

今までにどのような活動を
されましたか？

ųݼіᆆᘍૅੲʙಅưᲯଐ᧓Ʒܱ፼
ǛᘍƍŴіޅƷᨦܹᎍᎰܱئ፼ਖ਼ᡶ
ʙಅǛМဇƠƯᲬǫƷ᭗ᱫᎍᚨƴ
Ჯଐ᧓ƣƭܱ፼ƴƍƖǇƠƨŵƦƷ
ƴŴᨦƕƍᎍݼಅȷဃૅੲǻȳǿȸ
ƴǋႇƠŴƲǜǇƍǯȩȖƷᎰՃƞ
ǜƱɟደƴܱ፼ƷӷᘍǍਰǓᡉǓǛƠ
ƯƍƨƩƖǇƠƨŵஇᡈƸᨦܹᎍᎰಅ
ǻȳǿȸƴǋႇƠŴᎰಅᚸ̖ǍǹȈ
ȬǹݣሊሁƷᜒ፼ǛӖƚƯƍǇƢŵ

Ｑ4 就労を意識し始めてから、
気持ちの変化はありますか？
ųܱ፼ǛዓƚƯƍƘƏƪƴŴݲƠƮ
ƭᐯ̮ƕƭƍƯƖǇƠƨŵݼіƴӼ
ƚƯѣƚƯƍǔƱƍƏܱज़ǛਤƯƨ
ƜƱưŴଐࠝဃưൢƴƳƬƯƍƨ
ʙƴǋݣϼưƖǔ˷ᘽƕưƯƖǇƠ
ƨŵ

Ｑ5

今後の意気込みを聞かせてください。

ųƲƷˁʙƕᐯЎƴӼƍƯƍǔƔƕЎƔǒƣपǈǍɧܤƕЈǔƜƱǋƋǓǇ
ƢƕŴ
ɟደƴૅੲƠƯƘƩƞǔʴᢋƴႻᛩƠƳƕǒᡶǜưƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ǹǿᶅȕƷ࣬ƍ

ųૼƠƍʙǛڼǊǔƱƖƸᛡƠǋɧܤƕƋǔƱ࣬ƍǇƢƕŴบᡀƞǜᐯ៲ƕݼ
іƴݣƠƯƩƚưƳƘଐŷƷဃƷɶƴᐯ̮Ǎ˷ᘽǛƭƚƯƘƩƞƬƯƍǔۋ
Ǜ᧓ᡈưᙸǔƜƱƕưƖƨƜƱƕŴ˴ǑǓƏǕƠƔƬƨưƢŵʻࢸǋƝஜʴƷ
ஓǉ࢟ưƷǹȆȃȗǢȃȗƕưƖǔǑƏŴƓˡƍưƖǕƹƱ࣬ƍǇƢŵᲢ߃ޛᲣ

ṼẅૼẺễᚨݼٳіέẅṼ
ųᚨݼٳіȞȳǷȧȳฌੈᲢǰȫȸȗțȸȠƍƣǈᲣ
ų021 ඥʴƲǜǇƍᛪƴƯᚨݼٳіᲢȞȳǷȧȳฌੈᲣ
ƱƠƯ  ࠰ᲫஉǑǓŴ˺ಅǛᘍƏǑƏƴƳǓǇƠƨŵ

After

Before
ǹǿȃȕƷ࣬ƍ

МဇᎍƷज़े

МဇᎍƷज़े

ųտئƷឱΨƕ
᱅ƣǜư൲ǕƯƍ
ƨ Ʒ ƕŴȖ ȩ Ƿ ư
રƬƯዦᰯƴƳƬ
ƨƜƱƕ۹ƠƔƬ
ƨŵ˺ ಅ Ơ ƨ ဍ ૭
ƕƋƬƨŵ
Ტ- ƞǜȷ* ƞǜᲣ

ų൲ǕƯƍƨǿǤȫ
ࢌǓƕዦᰯƴƳǔƜ
Ʊƕ۹Ơƍŵ
Ტ* ƞǜᲣ

Before
After

ųƲǜǇƍǯȩȖƔǒǋᡈƘŴ˺ಅǛ࣯ƕƤƳƍǑƏƳ᧓ǁƷᣐॾŴưƷᆆѣƕᒊƳ૾ƕưƖǔ˺ಅئŴӋ
ьƠǍƢƍᚨݼٳіƷኺ᬴ƷئƱƠƯŴᨼɶщƱ˳щŴᚨٳǁƷॖഒƴጟƕǔئƱƠƯᎋƑƯƍǇƢŵųᲢஜᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
ŪųƲǜǇƍǯȩȖƋƱǓƑ FG ǇƍǜƲૼՠԼųŪ
ųٰཋૼՠԼƷܓራƕǍƬƯǇƍǓǇƠƨᲛ
ųǈǜƳưᛅƠӳƍƳƕǒӕǓኵǜưƍǔૼՠԼǛƝኰʼƍƨƠǇƢŰ

フラットトートバッグ
ųࢌǓƷƋǔᘙעƱហȷ᰾ȷ᩷
ƷᲭᑥᢌƍƷᘻעưˁᇌƯƯƍ
ǇƢŵȗȪȳȈƱǋȪȳǯƢ
ǔǑƏƜƩǘƬƯС˺ƠǇƠ
ƨŵųųųųųųųųᲢ᳓ƞǜᲣ

エコクラフト製品
ȐȪǨᶌǷᶈȳᝅ݈Ű

ȒȢƕᧈƘƯ
ǋƪǍƢƍŰ

ųǯȩȕȈȆȸȗƕ࣬Ƭƨˌɥƴ
ɣپưŴՠԼƱƠƯǭȬǤƴˁɥ
ƛǔƨǊƴᚾᘍᥴᛚƠƳƕǒӕǓ
ኵǜưƍǇƢŵǫȩȕȫưӧग़Ƙ
̅ƍѨƷᑣƍǫǴŴƓƻƱƭƍ
ƔƕưƢƔŰųųųųųᲢƞǜᲣ

マグネット式

ǹȞȸȈȕǩȳဇ
ȝȸȁᲢǹȞȝᲣ
ƋǓǇƢ

ギフトボックス

てづくりフォトフレーム

ųƲǜǇƍǯȩȖƷ
፤ൗՠԼᲢǹȈȩȃ
ȗǍȖȭȸȁᲣƕλ
ǔݱƞƳǮȕȈȜȃ
ǯǹưƢŵ

ϬᔺࡉƴǋƘƬƭƘᲛᲛ
ųƓࡃƴɳƿཋƳƷư
ȕȬȸȠƷǯȩȕȈ
Ȇȸȗƴ൲ǕƕƭƔƳ
ƍǑƏƴൢǛ˄ƚƯƍ
ǇƢŵǇƨŴܓራǛᎋ
ƑƯᑥ̅ƍƴǋදॖƠ
Ư˺ಅǛƠƯƓǓǇ
ƢŵųųųųᲢƞǜᲣ

Ūųᄂ̲ᘍųŪ

˺Ʒಮ܇

ƓƘǓཋƴƍƔƕưƢƔäᲹ

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųǈƳƞǜƷǢǤȇǢήǔૼՠԼƕዓŷႇئƠƯƓǓǇ
ƢŵӷơՠԼưǋǍᑥ̅ƍƕᢌƍŴႏƞǜƷƓൢƴλǓ
ǛᙸƭƚƯƍƨƩƚǔƱ࣬ƍǇƢŵࡃᑄǍȐǶȸƴƯƓࢳ
ƪƠƯƓǓǇƢŰųųųųųųųųųųųųųųųᲢිᲣ

᭗ჷჄԗᢂƷ

ų உᲬᲭଐᲢᲣ
ŴƲǜǇƍǯȩȖưƸ࠰ƴᲫׅƷᄂ̲ᘍưŴ᭗ჷƴᘍƬƯƖǇƠƨŵ
ųȡȳȐȸ  ӸŴᎰՃᲯӸƷᚘ  ӸƕӋьŵ
ųҜЭɶƸ᭗ჷჄƷžᱴඕſǛᙸܖŵǛƔƕǊƯƘᧈƍקᢊǛഩƘƷƸ٭ٻưƠƨ
ƕŴ࠶ेႎƳᦈʐƷɭမǛտƠǇƠƨŵƓଷƸ᭗ჷࠊϋƴƋǔžƻǖǊࠊئſưŴǈ
ǜƳᐯဌƴǂƨƍǋƷǛǂƯŴ᭗ჷӸཋǛآᏡƠǇƠƨŵ
ųƦƷࢸžාſƴᆆѣƠŴٽබƷᒰඬƕ݃ƤǔෙެǛሊƠŴ᭗ჷƷƓםငǛᝰƬƯ
࠙ǓǇƠƨŵ
< 龍河洞の感想 >
< 桂浜の感想 >
ž ᆽ ƕŴ קƕ  ٶƍ Ʒ ƱŴ ž൦ ଈ  Ʒ ૰  ƕ ᭗ Ɣ Ƭ
ʖेٳƷᧈƞưƠǜƲƔƬ
ƨŵſ
ƨƕŴಏƠƔƬƨŵſ
žǏƬƘǓƓםငǛᢠƿ
žᦈ ʐ  ƕ Ʊ Ư ǋ Ɩ Ǖ ƍ
᧓ƕƋƬƯǑƔƬƨŵſ
ƩƬƨŵſ

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ

< ひろめ市場の感想 >
ž ʙ Ǜ ᐯ ဌ ƴ ᢠ ǂ Ư Ǒ
ƔƬƨŵſ
žȓ ȸ ȫ Ʊ   ܇ƕ Ɠ ƍ Ơ
ƔƬƨŵƔƭƓƷƨƨƖǋ
ƖƨƯƸஇ᭗ƩƬƨŵſ
žǋƬƱᝰƍཋǛƢǔ᧓
ƕƋƬƨǒǑƔƬƨŵſ

ųȡȳȐȸƞǜǋᎰՃǋŴᐯƷƳƔưʩ්ǛขǊǔƜƱƕưƖŴಏƠƍɟଐǛᢅƝƤǇ
ƠƨŵଐƝǖƷ၅ǕǋӕǕƯǇƨ˺ಅǋƕǜƹǕƦƏưƠƨŵųųųųųųųųųᲢฌ൦Უ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ

研 修 旅 行

タオル美術館
＆
日本食研

ų உ  ଐᲢஉᲣ
ŴМဇᎍ  ӸŴᎰՃ  Ӹưிʖ૾᩿ǁᄂ̲
ᘍƴᘍƬƯƖǇƠƨŵǿǪȫ፦ᘐưƸŴȠȸȟȳǛ᫆ƴƠƨ
ޒᅆǍǿǪȫ˺ԼǛᦷចƠŴଐஜᄂưƸᛦԛ૰ƳƲƷᙌᡯᆉ
ǛᙸܖƠǇƠƨŵ

雨の中を出発！
ムーミンワールドを堪能しました

美術館

タオル

笑顔でピース

本格中華 おいしかった〜♥

МဇᎍƷज़े

●タオル美術館は ●タオルの彩りに
ムーミンの世界
見応えのある世
に入り込んだよ
界だった。
うで、楽しかっ
（A さん）
た。 （A さん）

研
日本食

ホントに宮殿みたい！

МဇᎍƷज़े

●日本食研に行っ
て、CM を見る
のが楽しくなっ
た。 （T さん）

●日本食研は宮殿のようでと
てもゴージャスで感動！帰
りにおみやげ付で最高のご
褒美！
（O さん）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ų࢘ଐƸƋƍƴƘƷᩋưŴǿǪȫ፦ᘐƷࡊטǛಏƠǊƳƍƷƕസࣞưƠƨƕŴ ӸƷӋь
ƕƋǓǇƠƨŵМဇᎍӷٟːᑣƘ˟ᛅƠƳƕǒಏƠǊƯƍƨǑƏưƢŵǿǪȫ፦ᘐưƷ፦ԛ
ƠƍଷƴឱƠŴಏƠƦƏƴƓǈǍƛǛᢠǜưƍǇƠƨŵଐஜᄂǋ༏࣎ƴᙸܖƠŴƦǕƧ
ǕΪܱƠƨ  ଐǛᢅƝƤƨƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢৎߢᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ

؉ޛπט

ǏƬƘǓǯȩȖKP
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žƞƘǒ
Ӹ  ᢠſƴǋᢠܭƞǕƯƍǔ؉ޛπטƴƓᑶᙸƴᘍƖǇƠƨŵ

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųବƕǍƬƯƖƯπטƴǋఞƕԵƖ
ڼǊŴƍȔȳǯᑥưŴƱƯǋƖǕ
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ƯŴಏƠƍ᧓ǛᢅƝƢƜƱƕưƖ
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πטϋǛሊƠƨǓŴేݩǍᑶǛ
ƠƨǓŴ࣬ƍ࣬ƍବƷƻƱǛᢅƝ
ƠƳƕǒʩ්ǛಏƠǜưƍǇƠƨŵ
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ųɟᑍᝠׇඥʴоች˟ƷעϋưᘍǘǕƨȐǶȸƴМဇᎍᲬӸ
ƱӋьƠǇƠƨŵʻׅƸǢǤǹǯȪȸȠƷᝤ٥ǛᘍƍǇƠƨŵ
ų࢘ଐƸͅټƴǋऔǇǕ٥ǕᘍƖǋᑣƘŴᘍЗƕưƖǔƜƱǋ
ƋǓǇƠƨŵྛᢊƷȐȋȩǢǤǹƕʴൢưƠƨŵ

МဇᎍƷज़े
◆ 行列ができたのが嬉しかった
（O さん）
◆ ゆっくりクラブのメンバーが沢山来てくれて良かった
（A さん）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ኳڼᇰ᫊ưǈǜƳưಏƠǊƨȐǶȸƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ഏƷȐǶȸƕಏƠǈưƢŵųųųųųųųųųᲢ߷ஜᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ
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ų உ  ଐᲢଐᲣƴ࠰ᘍǘǕƯƍǔᓯʚ᩷࠰ᢿƷƓᑶᙸƴӋьƞƤƯƍƨƩƖ
ǇƠƨŵ
ųʻ࠰ƸټൢǋᑣƘఞǋݲƠǓڼǊƯƍǇƠƨƕŴҗЎಏƠǊǇƠƨŵƝƸǜ
ǋ፦ԛƠƘ˺ǓƷᝊ൬ǋƾǔǇƬƯƍƨƩƖŴ៲˳ƕƋƨƨǇǓǇƠƨŵᑶ
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Мဇᎍ↝ज़े
★毎年恒例の花見に参加できてよかったです。今
年は去年と違い桜が咲いており少し散っている
のが風情がありました。
できるなら来年も参加したいです。 （Y さん）
★4 年連続で地区の花見に参加しました。普段で
きない話ができて楽しかった。
新しい人も参加してほしい。
（I さん）
★和やかな雰囲気でわいわいしていてにぎやかで
よかった。トン汁おいしかった。
いい体験になった。
（N さん）
★今回2 回目の参加。天候も良く昨年以上に楽しく盛り上がりました。薬局や家具店
を経営されている方々も参加され、色々な地域情報が得られて大変有意義な花見で
した。
今後も、
花見だけでなく種々の地域イベントには参加したいと思います。 （M さん）

⇟⇥⇩⇻↝࣬ⅳ
ųǏƬƘǓǯȩȖƱƍǜƞƭƷԵŷދƸ࠰ŴƝထϋƷ
Ǐ ƘǓǯȩȖƱƍǜƞƭƷ
૾ŷƕɼ͵ƢǔƓᑶᙸƴМဇᎍƞǜƱᎰՃưӋьƠƯע
؏ʩ්ǛƞƤƯƍƨƩƍƯƍǇƢŵƝထϋƷ૾ŷƱƷʩ
්ǛᡫƠƯŴ୍െưƖƳƍᛅưƋƬƨǓŴଥƷ࣬ƍЈᛅ
ƴᑶƕԵƖŴМဇᎍȷᎰՃƱǋƴಏƠƍ᧓ǛƢƝƤǇ
Ơƨŵ
ųᑶᙸƷӋьᎍƕʻǑǓǋفƑŴ؏עʩ්ƷٻЏƞǛჷƬ
ƯǋǒƑǔǑƏࡽƖዓƖǈƳƞǜƴˡƑƯƍƖƨƍưƢŵ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢᕲҾᲣ

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

★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

ƷǸȢȍǓϪșᵥ ۥǾǓǚǛǶ
ǦǮǶǦȖǕǚ⿎
Ʒ͑౫ಏǽǸȢȍǓϪșǾ֝ΰɿ
Ἦ⮥ǛʶᄽǤțƸ͑౫ಏӱǦ
ǮɝɴɋȿɭǹⰢƼȡ˛ൺǺᐦ༔
ǤțǵǓȍǨƹ
Ʒᗕ͆ǷǦǵȑᄽǮǹۄșẻȎǛ
ɁɇʀɐǦǵǙșȍǨǽǶƸǬǽ
ᑡᐯȑ⭶ᆣƸẜⰢǺǵǙ᮪ȘǪǓ
ǮǦȍǨƹᓎۥǽ⒅ȑƸǸǕǭ
ǙᏱǦȎǺ 
編集担当者一同

