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いんさつの咲々屋
089-961-1991

NPO 法人どんまい夕涼み会

in リジェール松山

ų  ࠰  உ  ଐᲢᲣŴඥʴƲǜǇƍٲ෬ǈ˟ǛȪǸǧȸȫޛưᘍƍǇƠƨŵ
夕涼み会は今までは外部の関係機関向けに開催してきましたが、本年より、利用者、御家族、
職員の交流を目的に開催することとしました。
Ŭ
⚒
Ŭ
Ű
⚑ ʑƷ᪦᪽ǛƱƬƯƘǕƨƞǜ ⚒
ųƲǜǇƍƷٲ෬ǈ˟ƷƋƍƞƭƸʴ࢟тưٻѬƷЭưႆᘙƠƨኺ
᬴ƕဃƖŴ࣎ƴƳƬƯ࣎עǑƍዬࢌज़ư֣ǇƣƴᚕƑǇƠƨŵ
ųᛖƷ̅ƍ૾ǍƓᠴΒƷˁ૾ƸȘȫȑȸƞǜƕ̲ദƠƯƘǕƨƷ
ưᐯЎưǋ  ໜƷЈஹưƠƨŵ
ųǈǜƳƕଡ଼ƔƍਊƱϙჇǛજƬƯƘǕƯƱƯǋƋǓƕƨƔƬƨ
ưƢŵǇƨೞ˟ƕƋǕƹʑƷ᪦᪽ǛƱǓƨƍưƢŵ

それぞれの席でも
かんぱーい！

ྸʙᧈƷ࣬ƍ
ųʻǇưƷٲ෬ǈ˟ƸƝңщƍƨƩƍƯƍǔҔၲೞ᧙ŴӲ᧙̞ೞ᧙Ǜɶ࣎ƱƠƯƓਔƖƠƯƓǓ
ǇƠƨƕŴឱǊƸኳǘǓŴʻׅǑǓᎰՃƱŴМဇᎍƷ૾ŷŴܼଈ˟Ʒ૾ŷƕɟؘƴ˟ƠŴʩ්
ƠŴᚃკǛǔƜƱǛႸႎƱƠǇƠƨŵ
ųИǊƯƷᚾǈưƠƨƕŴМဇᎍƷ૾ŷŴܼଈ˟Ʒ૾ŷǋᎰՃǛʩƑƳƕǒԧൢƋƍƋƍƱಏƠ
ƍᩎൢƷɶưʩ්ƕưƖǇƠƨŵൢǛ̅ƏƜƱǋƳƘŴႏƞǜᇰ᫊ưᚕƍƨƍƜƱǛᚕƍƳƕ
ǒŴ୍െᛅƕưƖƳƍʴƱǋᛅƕưƖƯƍƨǑƏưƢŵƝܼଈǋܼưƸᙸƨƜƱƷƳƍƷƼƷƼ
ƱಏƠǜưƍǔǘƕ܇ǛᙸǒǕƯᭃƔǕƨƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵᅶᐯ៲ǋƢǂƯƷࠗǛׅǒƤ
ƯƍƨƩƖŴᛅƕưƖƯǑƔƬƨưƢŵ
ųஹ࠰ƔǒǋǈƳƞǜƕʩ්ưƖǔئǛفǍƠƯƍƚƨǒƍƍƳƱોǊƯ࣬ƍǇƠƨŵಏƠǈƴ
ƠƯƍƯƘƩƞƍŵ

ƝܼଈƷज़े
ųȓǢǬȸȇȳƴӋьƠƯŴИǊƯ˂ᢿፙƱƷʩ්ǛǔƜƱƕ
ưƖᑣƔƬƨưƢŵ
ųɶƴƸŴჇήטƷȇǤǱǢƴޓƠƯƍǔМဇᎍಮƱǳȟȥȋ
ǱȸǷȧȳǛǔƜƱƕưƖƯŴΪܱƠƨɟଐưƠƨŵųųᲢ'Უ
ųᚃკ˟ƴӋьƠƯᎰՃƷ૾ǍŴܼଈƷ૾ƳƲƱಏƠƍ᧓ǛᢅƝƢʙƕưƖŴƱƯǋᑣƔƬƨư
Ƣŵऒ܇Ʒᇰ᫊ǋʁƠƿǓƴᙸǔƜƱƕưƖǇƠƨŵஜ࢘ƴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵǇƨƷೞ˟
ǛಏƠǈƴƠƯƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢᲣ

スタッフもメンバーも
一緒に盛り上がりました！

МဇᎍƷज़े
(N.О)
・Ǣȫǳȸȫ᳅ƱᚕƏƜƱưႏƷƍƭǋƱᢌƬƨᘙऴƕᙸǒǕƯƱƯǋಏƠƔƬƨưƢŵ
˂ƷʙಅƷᎰՃƞǜǍМဇᎍƞǜƱǋʩ්ưƖŴ࣬ƍЏƬƯӋьƠƯᑣƔƬƨưƢŵ
ʻ࠰ƷٰƷᑣƍ࣬ƍЈƕưƖǇƠƨŵ
(Ｔ.Y)
・୍െƸɟደƴǉƜƱƷƳƍᎰՃƱɟደƴǜưƍǖƍǖᛅƤƯಏƠƔƬƨŵ
グループホームのみなさん
・ٻѬưᨼǇƬƯŴӐʴƱƓᣒǛǜƩǓŴƝǛǂƨǓưƖƯಏƠƔƬƨưƢᲛ
・૰ྸƕƓƍƠƘƯƨƘƞǜǂǇƠƨŵ
・ƝƕƓƍƠƔƬƨưƢŵᑥǜƳʴƱᛅƤƯǑƔƬƨưƢŵǇƨᘍƖƨƍưƢŵ

ӽ۴ΣƷȿȯȪɗȮɁǢǯǰ
᳸ųǷǧǢȏǦǹƜƩƪƠǇƠƨų᳸
ųƜǕǇưग़ήထưᢃփƠƯƍƨƀǰȫȸȗțȸȠƜƩƪƁ
Ǜ  ࠰  உǑǓσӷ˰އƀǷǧǢȏǦǹƜƩƪƁƱ
ƠƯƠǇƠƨŵࠊޛưƸ˰އƷᅈ˟เƕݲƳƘŴλ
ࠎއஓƕƋƬƯǋࢳೞƞǕƯƍǔ૾ƕٶƍƷƕྵཞưƢŵǰ
ȫȸȗțȸȠƱƸᢌƏ࢟ưŴᐯᇌǛႸਦƞǕƯƍǔ૾Ǎᅈ˟
ႎλᨈǛƞǕƯƍǔ૾ƕ؏עư࣎ܤƠƯဃưƖǔǑƏૅ
ੲƠƯƍƖǇƢŵܴއƸ  ᢿދƋǓ  உǑǓ  ӸƷ૾ƕλ
އƠƯƍǇƢŵᙸܖǍ˳᬴ٳජǋفƑƯƖƯƍǇƢŵƝႻᛩ
ƷᨥƸʙЭƴƝᡲዂǛƓᫍƍƠǇƢŵ

☎

連絡先

089-907-1541

『シェアハウスこだち』について
グループホームと違い
世話人や支援員はいません。

そのかわり、現在は週 4 日
（月・木・金・日）
16 時〜 19 時に
パートの方が、
生活支援のない日は、

掃除、洗濯、夕食などの

自分で家事をします。

生活支援を行っています。

ヘルパーに手伝ってもらう
こともできます。

体調のことや緊急時のことは
相談員や病院に相談します。

スタッフの思い
ųᅈ˟เƕݲƳƘᡚᨈƠƨƘƯǋưƖƳƍŴࠎஓƷǵȸȓǹǛМဇưƖƳƍƳƲŴಮŷƳ٣Ǜ
˨ƬƯƍǇƢŵƝܼଈಮǍҔၲೞ᧙ƳƲƷ᧙̞ೞ᧙ƱңщƠƳƕǒ؏עƷྵཞǍᛢ᫆ƴƋǘƤᐯ
ᇌƴӼƚƨૅੲƳƲǰȫȸȗțȸȠƱƷᢌƍǛƔƠƨʙಅޒǛƓƜƳƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƍ
ǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢϠ൨Უ

人
NPO 法 んまい
ど
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ų021 ඥʴƲǜǇƍưƸŴ  ࠰ࡇǑǓඥʴȔǢǵȝȸȈʙಅǛڼǊ
ƯƍǇƢŵ
ų  ࠰ࡇƔǒ؏עࠊޛᆆᘍȷܭ؏עბૅੲʙಅƷȔǢǵȝȸȈѣ
ǛƞƤƯƍƨƩƍƯƍǇƠƨƕŴǵȝȸǿȸƞǜƷ᭗ᱫ҄ǍѣƷ͞Ǔƕᙸ
ƑƯƖǇƠƨŵ
ųƞǒƴŴ؏עᆆᘍȷܭ؏עბƷ૾ƩƚưƳƘƲǜǇƍƷМဇᎍƞǜǍƦƷ
˂Ʒ࢘ʙᎍƷ૾ƷɶƴǋƞǇƟǇƳяƚǛ൭ǊƯƍǔ૾ƕƨƘƞǜƍǒƬƠǌǓŴᎰՃƷࣖݣƩ
ƚưƸƳƘŴ࢘ʙᎍӷٟƷяƚӳƍǍૅƑӳƍƕ࣏ᙲƳƜƱƕٶƍƱൢ˄ƖǇƠƨŵ
ųƢǂƯᎰՃƕƢǔƜƱƩƚƕૅੲưƸƳƍŵƤƬƔƘː᧓ƕƍǔƷƩƔǒяƚӳƑƳƍƩǖƏ
ƔᲹƜǕƜƦஜ࢘ƷƀȔǢƁƳƷưƸƳƍƩǖƏƔᲹƱᎋƑŴ؏עဃƷɶưȔǢǵȝȸȈѣ
ƕưƖƨǒƍƍƳŴƦƜƔǒᧈλᨈƞǕƯƍǔ૾ƷᡚᨈƷѣೞƮƚૅੲǛƢǔࠊޛȔǢǵ
ȝȸǿȸǋفƑƨǒƍƍƳƱ࣬ƍŴʙಅǛᇌƪɥƛǇƠƨŵ
ųʻӭƔǒǷȪȸǺ҄ƠŴѣϋܾƷƝኰʼǍŴƝإԓǛƠƯƍƖǇƢᲛ

美沢デイケア見学対応
ųᲲஉᲬᲫଐŴ፦එȇǤǱǢݼіǰȫȸȗƷ૾ŷƕᙸܖƴஹǒǕǇƠƨŵඥ
ʴȔǢƱƠƯǏƬƘǓǯȩȖȷԵŷދƷМဇᎍᲮӸƕʙಅϋܾǍ˺ಅƷಮ܇
ǛᛟଢƠŴᒧᛅ˟ưƸ˳᬴ႆᘙǛᘍƍǇƠƨŵ

利用者の感想
ų፦එȇǤǱǢƷᙸࣖݣܖǛƠƯŴ΄ǋᲫ࠰
ЭƴǏƬƘǓǯȩȖƴλƠƨƱƖƷ࣬ƍ
ᲢዬࢌᲣƕǑǈƕƑǔǑƏƴज़ơǇƠƨŵƠ
ƔƠŴԗǓƷː᧓ǋችᅕႎƳपǈƕƋǔƱ࣬
ƍ᪴ࢌƬƯƖǇƠƨŵ
ų΄ƸžਪſƱƍƏᚕᓶƕڤٻƖưƢŵʻׅŴ
ᙸࣖݣܖƱƍƏƍƍኺ᬴ǛƞƤƯƍƨƩƖǇ
ƠƨŵᲫƭᐯ̮ƕفƑƨǑƏƴ࣬ƍǇƢŵƋ
ǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵųųųųųųųᲢ6Უ

ųИǊƯӋьƠƨƷưዬࢌƠǇƠ
ƨƕŴᐯЎƳǓƴ᪴ࢌƬƨƱ࣬Ə
Ʒưᐯ̮ƴƳǓǇƠƨŵݲƠưǋ
ٶƘƷʴƷƨǊƴƳǕƹƏǕƠƍ
Ʊ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųᲢ-Უ

スタッフの思い
ųඥʴȔǢѣƱƠƯᙸࣖݣܖǛǏƬƘǓǯȩȖȷԵŷދƔǒ  ӸƣƭƴࣖݣƠƯ
ǋǒƍǇƠƨŵᙸࣖݣܖǛᡫƠƯʴƴᛟଢǛƢǔ٭ٻƞŴǍǓƛǔƜƱƕưƖƨƱ
ƍƏᢋज़Ǎᐯ̮ƴǋƭƳƕǓƍƍೞ˟ƴƳƬƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵ
ųඥʴȔǢѣǛʻࢸǋӕǓኵǜưƍƖŴМဇᎍƞǜƷᐯ̮ƴƭƳƕǔǑƏƳǵȝȸ
ȈǛᎰՃƱƠƯƠƬƔǓƠƯƍƖƨƍưƢŵųųųųųųųųųųųųᲢ߷ஜȷᕲҾᲣ
ųྵנŴࠊޛȔǢǵȝȸǿȸǛɶ࣎ƴඥʴȔǢǵȝȸȈѣƕʻࢸƲƷǑƏƳѣƕưƖǔƷ
ƔᲹƲƷǑƏƴƀȔǢƁǛ࠼ǊƯƍƚǔƷƔǛ౨᚛ƠƯƍǇƢŵƜƷᛅƠӳƍƴࠊޛȔǢǵȝȸ
ǿȸˌٳƷ࢘ʙᎍƷ૾ǋλǓڼǊƯƍǔƷưŴᎰՃƩƚưƳƘಮŷƳ૾ƴ᧙ǘƬƯǋǒƍƳƕǒ࠼
ǊƯƍƚƨǒƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ

炊き出しステーション

&' 〜スープカレー〜

ųƍٰƜƦŴǢȄǢȄƷǹȸȗǫȬȸƕஇ᭗ᲛᲛ

グツグツ
アツアツ

ųǰȫȸȗțȸȠƷٰᅛǓƴ໑ƖЈƠǹȆȸǷȧȳ
Ǜ̅ƬƯŴǹȸȗǫȬȸǛ˺ǓǇƠƨŵ

in どんまいクラブ

美味しいカレー
出来ました

ųᝰƬƯƘƩƞƬƨ૾ǋŴ
ž༏ƍᲛſžݲƠᠲ
ƍᲛſž൱ƕЈǔᲛſžƓƍƠƍᲛſƱƓƔǘǓ
ƞǕǔ૾ǋƍǇƠƨŵ

熱いうちに
召し上がれ
ų໑ƖЈƠǹȆȸǷȧȳǛǑǓٶƘƷʴƴჷƬƯǋǒƑǔǑƏƴ
ᘍƍǇƠƨƕŴǑƚƷெǋƠƬƔǓƠƯƓǓŴܹưǋƠƬ
ƔǓ̅ƬƯƍƚǔƷưƸƳƍƔƱज़ơǇƠƨŵ

スタッフの思い

利用者の感想

ųܹƴ̅ƏƩƚưƋǕƹŴܹǋឪƜƬ

ųƪǐƬƱקƩƬƨƷưŴǒƳƩƱ̅ƍǍƢ

Ưƍǔཞඞư̅ဇƢǔƴȑȋȃǯƴƳǔƱ
࣬ƏƷưŴƜƏƠƯ̅ƬƯǈǔʙƕЈஹƯᑣ

ƍƱ࣬ƬƨŵǇƨ̅ƬƯǈƨƍƱ࣬Əŵ
˺ǕǔȬǷȔǛفǍƠƯƍƚǔƱƍƍƱ࣬Əŵ

ƔƬƨƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢឭᲣ

̅ƍǍƢƔƬƨŵǑƚƕƠƬƔǓƠƯƍƨŵų
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢ+Უ

Ⅴ⁀⁂⁁ ඥʴ↘⇂↭ⅳⅥ↚
ૼↆⅳː᧓ⅻλ↹↭ↆ⅛

ᕤࠖᅕ⅙፦ᰋ
ᕤࠖᅕ

（やくしじん

みづる）

ǏƬƘǓǯȩȖ

ƭ❡ܬɿᣀཪƭ

ƭǜǲǚǠƭ

ƭǜǲǚǠƭ

ЭᎰưƸǸȧȖǳ
ȸȁǛƠƯƍǇƠƨŵ
࠰ܭᡚᎰǛೞƴ˖ಅ
ưƍƯƍǔ૾ƕݼ
іǇưƴƲƷಮƳᢊ
ƷǓǛഩǇǕƯƍǔ
ƷƔǛჷǓƨƍƱƍ
ƷƔǛ
Ə࣬ƍƱኺ᬴ƕݲƠ
Ə࣬ƍ
ưǋƓࢫƴᇌƯƨǒ
ưǋƓ
ƱƍƏ࣬ƍ
ƱƍƏ
ưλᎰƞƤ
ưλᎰ
Ƥ
ƯƍƨƩƖ
Ưƍƨ
Ɩ
ǇƠƨŵ
ǇƠƨ

Э Ꮀ Ƹ ʙಅ
ưဃૅੲՃǛƠƯ
ƓǓǇƠƨŵ
᠃ᎰǛᎋƑƯƍƨ
৵ƴŴᅦᅍѣƷᧈƍ
૾ǑǓǢȉȐǤǹǛ
ӖƚŴƜƪǒƴλᎰƠ
ƨƍƱࠎஓƢǔǑƏ
ƨƍƱ
ƴƳǓǇƠƨŵ
ƴƳǓ

ପဒᦷចųɤԛዴ
ପဒᦷច
ɤԛዴ

ዩဋ⅙࠳ᅵ

（あやた ゆきひで）

ƲǜǇƍȏǦǹ

ƭ❡ܬɿᣀཪƭ
ឯԛƸ ᐻԛƷƋǔǋƷǛӓᨼƢ
ឯԛƸŴ
ᐻԛƷƋǔǋƷǛӓᨼƢǔƜƱưƢŵ
ཎ
২ƸŴ
ɟʴưǏƬƨǓƢǔƜƱŵ

ƭȁǷǢǷƭ
ƲǜǇƍƷǹǿȃȕƸƱƯǋᄂᆮ༏࣎ưȑȯ
ȕȫŵ
ȡȳȐȸƞǜǋᑥŷƱᚃЏƴƑƯɦƞǓŴ
˴ৗǋᒉᡉǓƦƏưƢŵ
ǏƬƘǓŴơƬƘǓӕǓኵǜưƍƖƨƍƱ࣬
ƍǇƢŵ
ܯƠƘƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

ƭȁǷǢǷƭ
ųƓʝƍǛჷǔƳƔưŴᧈưƖ
ǔƜƱƕྸेưƢŵλᎰƠƯଐ
ƸƍưƢƕŴܖƿƜƱƕٶƘŴ
ΪܱƠƯƓǓǇƢŵ

ƭǜǲǚǠƭ
ЭᎰƸ၏ᨈƴƯࣄׅ၏ƷʼᜱᎰǛƠƯƍǇƠƨŵችᅕƷЎƸசኺ᬴ưƢ
ƕˌЭƔǒƱƯǋᐻԛƕƋǓŴЭᎰưƷܖƼǛƔƤǕƹƱ࣬ƍࣖѪƞƤƯ᪬ƖǇ
Ơƨŵ

ƭ❡ܬɿᣀཪƭ
ឯԛäପဒᦷចŴᛠųųཎ২ä᧭ǲȸȠᲢᤧਞᲣ

ɶ⅙ޢⅷ↮
（なかおか えみ）

ƭȁǷǢǷƭ

ƲǜǇƍȏǦǹ

ȡȳȐȸƞǜƱƷ᧓ǛٻЏƴƠƯŴƦǕƧǕƴӳǘƤƨૅੲƕ੩̓ưƖǕƹ
Ʊ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ܯƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

ƭǜǲǚǠƭ
ųܖٻဃƷ᪭ŴƜƪǒưܱ፼ƞƤƯ᪬ƖǇƠƨŵ
ჺƍܱ፼᧓ƷɶưŴȡȳȐȸƞǜƱƍǖƍǖ
ƳƓᛅǛƠƳƕǒᢅƝƢ᧓ƕƱƯǋಏƠƘज़
ơƯƍǇƠƨŵ

ƭ❡ܬɿᣀཪƭ

ჵ⅙ᔅ
（やの

あおい）

ƲǜǇƍȏǦǹ

ȐȬȸȜȸȫ

ƭȁǷǢǷƭ
ųȡȳȐȸƞǜƴƱƬƯŴ៲ᡈư˴ưǋᛅƕưƖǔנ܍ƴƳǕǔǑƏƴŴɟଐǛٻ
ЏƴƠƳƕǒˁʙƴӕǓኵǈƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

࿀ʶⅺɿᣀᭀ☐ნ၇̗ᏡཀƷ
ȍǓȢ

●

地域移行支援について

●

ųǇƍǜưƸŴ؏עᆆᘍૅੲʙಅǛᡫơƯŴ
ྵ  נӸƷ૾Ʊ᧙ǘƬƯƍǇƢŵ
ƍǇƢŵ

ڧ

㋃䂴

ųƲƷ࢘ʙᎍƷ૾ǋᡚᨈࢸƷဃƴƱƯǋɧ
ܤǛज़ơƯƍǔɶưŴᲬӸƷ૾ƕ၏ᨈˌٳƷ
ئƴॹǕǔƜƱǍ؏עဃƷಏƠƞǛჷƬ
ƯǋǒƏƜƱƳƲǛႸႎƱƠƯǵȭȳȷFGȷ
ƍƣǈƴӋьǛƞǕƯƍǇƢŵ

ųȔǢǵȝȸǿȸƞǜƕ၏ᨈǇưᡇƑƴᘍ
ƖŴ˟ᛅǛಏƠǉƜƱư࣎ܤƠƯӋьЈஹǔ
ƜƱǋƋǕƹŴ
ʙ˺ǓǍឯԛƷǮǿȸڌŴ
ǫȩǪǱǍȈȩȳȗƳƲ˂ƷӋьᎍǍܖဃȜ
ȩȳȆǣǢƞǜƱǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛӕǔ
ƜƱưžᡚᨈƠƯǋƍƍƔƳƊſƱൢਤƪƴ
҄٭ƕЈƯƖǇƠƨŵ

ųλᨈɶƴǰȫȸȗțȸȠǍଐɶѣƷ˳᬴
ǛᘍƏƜƱƸƋƬƯǋŴǵȸȓǹƴ᧙̞ƳƘŴ
ᢘࡇƳᙸܣǓƷƋǔؾƷɶưዒዓƠƯಏƠ
ǊǔئƱƍƏǋƷƸŴƜǕǇưǄƱǜƲ
ƔƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ൢಏƳज़ơư̅ƑǔئƕǋƬƱفƑƨǒŴ
ᡚᨈƷѣೞƮƚǋǑǓᑣƘƳǔƷưƸƳƍƔ
Ʊज़ơƯƍǇƢŵ

$ʙಅȐǶȸଐᛏ

ܦ٥ࣂᅇᲛ

ŪųǏƬƘǓǯȩȖųŪ
◆ 8 月 18 日（土）南風会バザー in 南ヶ丘
ų̊࠰ᡫǓٶƘƷ̓܇ᢋƕᨼǇǓǇƠƨŵ
ȨȸȨȸᤊǓƱǢǤǹǯȪȳǛЈԼƠǇƠƨŵ
ųƲƪǒǋٻႮඞŴཎƴǢǤǹǯȪȳƸ  
᧓ưܦ٥ƠǇƠƨŵ
利用者の感想
žǢǤǹǯȪȳƕμᢿ٥ǕƯᑣƔƬƨſᲢ+-Უ
žƠǜƲƔƬƨƚƲಏƠƔƬƨſųųųᲢ1/Უ

スタッフの思い
ųƸơǊƸዬࢌƠƨಮ܇ưƠƨƕŴƱƯǋƍƍᇰ
᫊ưᝤ٥ƞǕƯƍǇƠƨŵǈǜƳưщǛӳǘƤƯ
ƕǜƹǕƨƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųᲢฌ൦Უ
マイクパフォーマンスも
バッチリ！

ŪųƍǜƞƭƷԵŷދųŪ
◆ 8 月 18 日（土）南風会バザー in 南ヶ丘
ųԵŷ̊ँދƷƀǳȭǳȭǲȸȠƁǛʻ࠰
ǋᘍƍǇƠƨŵ܇ƲǋƞǜᢋƴǋٻʴൢưŴ
ƓᨏಮưڼᲫ᧓ưܦ٥ƠǇƠƨŵஹ࠰
ǋǇƨŴپǛϹǒƠƯЈࡃƠƨƍưƢŵ

開店準備、万端です♪

スタッフの思い

利用者の感想
ųʁƠƿǓƷȐǶȸӋьƩƬƨƷư࢘ଐƸƢƝƘዬࢌƠƯ
ƍǇƠƨŵưǋŴƨƘƞǜƷƓܲƞǜƕஹƯƘǕƯڤٻᚸ
ƩƬƨƷư۹ƠƔƬƨưƢŵ٭ٻưƠƨƕǍǓƖƬƨᢋ
ज़Ǜज़ơǔƜƱǋưƖƨƠŴಏƠƔƬƨƷưӋьЈஹƯᑣ
ƔƬƨưƢŵųųųųųųųųųųųų ųųųųᲢ᳅ȷᲣ

ŪųƲǜǇƍǯȩȖųŪ
◆ 8 月 18 日（土）南風会バザー in 南ヶ丘
Ჲஉ  ଐ୴םଐųҤ˟ȐǶȸƕƋǓǇƠƨŵ
利用者の感想

◆ 24 時間ＴＶバザー
ų உ ᲰଐᲢଐᲣ
Ŵ 
᧓ȆȬȓƷȐǶȸƴᐯɼᙌ
ԼƱŴƲǜǇƍǱȸǭưӋ
ьƠŴЈࡃƠƯƍǔಮ܇ƕ
ȆȬȓư્ପƞǕǇƠƨŵ

Ȕ⌴ǹᲛ

ų૾ٲƩƬƨƷưŴ෬ƠƔƬƨưƢŵ
ųᚃ܇ᡲǕǍƓ܇ƞǜƕٶƔƬƨƷưŴȕȩǤȉȝ
ȆȈƕڤᚸưŴܦ٥ưƠƨŵ
ųӍŴǸȥȸǹƸŴҞЎˌɥ٥ǕǇƠƨŵ΄ƸŴ
Ǹȥȸǹᝤ٥Ǜਃ࢘ƠǇƠƨŵ
ųኽನ၅ǕǇƠƨŵǇƨʻࡇೞ˟ƕƋǕƹŴᘍƬƯ
ǈƨƍưƢŵųųųųųųųųųųųųųųų
Ტ*Უ

ų૾ٲƔǒƷȐǶȸưዬࢌƠƯƍǔ
ಮ܇ưƠƨƕŴƍƟڼǇǔƱŴƓܲ
ಮƴ٣ੑƚƠƨǓՠԼᙀΪƠƨǓң
щƠӳƍŴಏƠǈƳƕǒᢅƝƤǇƠ
ƨŵųųųųųųųųųųųᲢᕲҾᲣ

利用者の感想
ųƲǜǇƍǱȸǭƸݲƠƣƭ٥ǕƨǓŴǇƱǊƯૠʴƴ
ᝰƬƯ᪬ƍƨǓƠǇƠƨŵ
ųᐯɼᙌԼƸ˯̖ƷǋƷƕǑƘ٥ǕŴǈƖǌǜƷᙌԼ
Ǎ፤ൗȕǧȫȈƷᙌԼƕʴൢưƠƨŵųųųųųųᲢ5Უ

ų ᧓ȆȬȓƷȐǶȸƸИǊƯƩƬƨƷưŴ
ዬࢌƠǇƠƨŵᧈƍ᧓ǛƔƚƯՠԼƕ٥ǕƯ
ƍƬƯ۹ƠƔƬƨưƢŵ᪴ࢌƬƯ٣ЈƠǛƠǇ
ƠƨŵųųųųųųųųųųųųųųųųᲢ-Უ

ŪųഏƷೞ˟ƴӼƚŴǇƨǳȄǳȄƱᐯɼᙌԼƷᙌ˺ƴѕǈƨƍưƢŵųŪ

ӽ۴᧯ᘍ၇̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓɗȮɁ
どんまいハウス

ঈ᱗㉕

ų  ࠰  உ  ଐƴŴƲǜǇƍȏǦǹƷٰᅛǓǛ͵ƠǇƠƨ 
ųӲᚨưƦǕƧǕƕȡȋȥȸǛᎋƑƯŴ૰ƷទλƔǒՠԼƷ˺ȷᝤ٥ǛȡȳȐȸƞǜɼ˳ưᘍ
ƍǇƠƨŵ
ų૰ǍᛦྸƳƲŴǈǜƳưᚾᘍᥴᛚǛጮǓᡉƠƳƕǒƱƯǋಏƠƍٰᅛǓƱƳǓǇƠƨŭ
利用者の感想
みんなでメニューを考えたり、買出しに行くの
が大変でした。いっぱい売れて良かったです。

ƜǋǕƼ

いらっしゃいませ★

ǘƔƹ
利用者の感想
金額を間違えることや、直接人に対応するこ
とに不安を感じていたが、不測の事態などもあ
る中、何とか無事売り切ることができました。
ありがとうございます。

いかかですか？

ƻƳƨ

おいしいよ〜！

利用者の感想
くじ引きで良い物が当たって嬉しかった。

ǈƳǋ

ƍƣǈ
利用者の感想
暑いけどみんな
で頑張りました。
楽しかったです。

利用者の感想
とても暑かったですが、
たくさんの方に来ていた
だき喜んでもらえたの
が、良かったです !!

スタッフの思い
ųʻ࠰ƸИǊƯƷžǈƳǋȷƍƣǈſưƷ͵ƩƬƨƨǊŴȡȳȐȸƞǜƱᎰՃưᛅƠӳƍŴЈࡃئ
ǍٰᅛǓƷϋܾǛኧƠƳƕǒƷٰᅛǓƱƳǓǇƠƨŵǰȫȸȗțȸȠƷМဇᎍƞǜǛƸơǊŴҥ
៲ဃƷ૾ƷщǋƓ͈ǓƠƯŴƱƯǋកǘƍǛᙸƤƯƍǇƠƨŵٳᢿƷ૾ƴǋᢂƼƴஹƯƍƨƩƖŴ
ȡȳȐȸƞǜǋᎰՃǋಏƠǊƯƍƨƱ࣬ƍǇƢŵƝᡈƷ૾ŷǋஹƯƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠ
ƨŵųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢɶޢᲣ

⇖∑∞⇽∁∞∆↚ૼↆ ⅳː ᧓ ⅻь↾↹↭ↆ≆
新入居者
インタビュー

ど い

土居

Q1

入居してどのくらいに
なるか

Q２

グループホームでの生活で
慣れない事

Q４ 今楽しみにしている事

とおる

徹 さん

Q３

グループホームでの生活で
嬉しい事

Q５ してみたい事、今後の目標

かん

まさかず

やまぐち

たかひろ

菅

雅寿 さん

山口

貴裕

さん

A1

４ヶ月になります

A1

６月に入居し約３か月です

A1

入居して３ヵ月になります

A２

ないです。色んなことに慣れ
ました

A２

ゴミ出しです

A２

経験が少なく、まだ当番がなれ
ません

A３

部屋でテレビを見たり、病院
じゃできない生活ができるこ
と

A３

みんながいるので寂しくない
です

A３

A４

グループホームのみんなで旅
行に行ったり、ご飯を食べた
りすること

A４

グループホームに慣れて作業
所に通いたいです

A４

購入した TV を観る事です

A５

忘年会とか楽しいことをたく
さんしたい

A５

いつかは一人暮らしがしたい
と思ってます

A５

欲しい物を買う為、貯金をして
います

飲み会（夕涼み会）に参加し
て良かった。知人やなつかし
い人と会え、良い時間が過ご
せました

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ

ほのぼのカレンダー

W
NE

みや
込

A3
サイズ

スペ

A4 中綴じタイプ

ス
ー

書き

ųʻ࠰ǋžǄƷǅƷǫȬȳȀȸſƕ ܦ
žǇƍƱǒƿſǷȪȸǺƷȆȸȞƸžƘƭǖƗſ
ŵ
 ʴƷ˺ܼƞǜƷᡲ˺ǫȬȳȀȸƷȆȸȞƸ
žᖕſưƢŵ
すい

見開き

絶賛発売中

定価 1 冊
1,000 円

六曜入
利な
り
便

メモ欄
その月の大切な
ことが書き込める

6 人の作家さんがコラボ

ųǇƍƱǒƿƷǤȩǹȈǛƕƚƯƍƨƩƍ
Ưƍǔ˰נࠊޛƷǤȩǹȈȬȸǿȸŴǘƨ
ƳǂٻƞǜƴƓᎥƖƠǇƠƨŵ
①「まいとらぶ」シリーズももう 5 年目を迎
えました。このイラスト製作をご担当頂くこ
とになったきっかけを教えてください。

今年のテーマは虹
「まいとらぶ」の
イラストレーター

ųƖƬƔƚƸǰȫȸȗƷ˺ܼƞǜƷƔǈƓƞ
ǜƴŴƓ٣ੑƚƠƯ᪬ƍƨʙưƢŵ
②まいちゃんとらぶちゃんのキャラクター
は、どのようにして誕生したのですか。
ųਃ࢘Ʒ૾ƱƓᛅƞƤƯ᪬ƍƯڡƷ܇ưƍƜ
ƏƱƳǓǇƠƯŴƦƷڡƷ܇Ʒ࣎ƴ݃ǓชƑ
ǔנ܍ƱƠƯƵƍƙǔǈƷƀǒƿƁƕဃǇǕ
ǇƠƨŵ

わたなべ大さん

③2019 年のテーマは「くつろぎ」
。イラストを描くうえで苦
労した点とセールスポイントを教えてください。
ųʻׅƸƘƭǖƗƱƍƏƜƱưŴᙸƨ૾ƕǄƬƱЈஹǔǑƏƳ
ǤȩǹȈǛ࣎ƕƚǇƠƨŵཎƴƋǇǓܓራज़ǛЈƠƢƗƣ
ƳƲǋŴ੨ƖᡂǈƕٶƍǋƷƸݲƳƘƳǔǑƏƴƠǇƠƨŵ
ųƨƩᲬஉƸᡞƴ੨ƖᡂǈƕນƠƘƳƬƯŴˁɥƕǔƷƴᲫᡵ
᧓ƸƔƔǓǇƠƨŵ

お問い合せ・お申し込みは
どんまいクラブまで
０８９−９２３−３０２３

緊急告知
ųǏǔǓƔƾƐܼٹᲢग़ۧჄ࠻ᇹɟКעɦ
Ძ᨞ᲣಮƴƯžƋƱǓƑųFGųǇƍǜƲų
 ǄƷǅƷǫȬȳȀȸޒſ͵ɶ 
ųǤȩǹȈȬȸǿȸǘƨƳǂٻƞǜஹࡃǤș
ȳȈǋ͵ʖܭŵ᧓Ƹ ᲢᲣǇưᲛ

2018 WINTER

ૼՠԼ

ƋƱǓƑ FG ǇƍǜƲų

ųƲǜǇƍǯȩȖƷƀƋƱǓƑFGǇƍǜ
ƲƁƴૼՠԼƕዓŷႇئŰ
ࡃᑄǍȐǶȸŴۀᚠࡃᑄƴƯᝤ٥ɶưƢᲛ

ǯȩȕȈǷȣȉǦȜȃǯǹ
ƔǂƔƚǿǤȗƷ

ǯȩȕȈǫǴ

፤ൗǷȪȸǺ
ૼႇئᲛ
犬ブ
ロー
チ

ųʴൢƷǭȣȳ
ȑǹǷȪȸǺƴ
ХጠǷȪȸǺ
ƸХጠƷȯȳȝ
ǤȳȈλǓᲛ
ȇ Ƕ Ǥ ȳ ᑥ ŷŰɟ ᤆ
ɟ ᤆŴɠ  ݗƴ ࣎ Ǜ ᡂ
ǊƯᙌ˺ƠƯƍǇƢŵ

人気
急
上昇
中！

クラフト商品は
数量限定です

ųኡǛ࠹ƴǋƶƯᇌ˳ႎƴǈƤǔǷȣ
ȉǦȜȃǯǹŵ
ȕȬȸȠǋ˺ǓưŴኬᢿƴǇưƜƩǘƬ
Ưᙌ˺ƠƯƓǓǇƢᲛ

ᓙǍƔ♡♥♡♥♡

かわうそ

トイプードル

２０１９年に向けて。
。。

ૅǷȪȸǺ

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųМဇᎍƞǜɼ˳ƴಮŷƳᛅƠӳƍǛᘍ
ƍŴƓܲಮƴշǜưƍƨƩƚǔǑƏƳૼՠ
ԼǛᙌ˺ƠƯƍǇƢŵМဇᎍƞǜƷेƍƷ
ƜǋƬƨՠԼǛᙸƴŴࡃᑄǍȐǶȸŴۀᚠ
ࡃᑄƴƥƻឱǛƓᢃƼƘƩƞƍᲛųᲢිᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ

◆

就労に向けて

ݼᎰƕ
ƠƨᲛᲛ
ųൿǇǓǇ

Q
A

Q
A
Q
A

◆

ųǏƬƘǓǯȩȖƴஹƯᲯŴᲰ࠰ƴƳǓǇ
ƢƕŴǍƬƱݼᎰƕൿǇǓǇƠƨᲛᲛ

Q
A

具体的にはどんな活動をしたの？

ЎưᐯᇌƠƯဃƖƯƍƖƨƍƠŴʴƷࢫƴ
ᇌƪƨƍƱ࣬ƬƯƍǔƔǒưƢŵ

Q

どうやって就職が決まったの？

いつから就職活動をはじめましたか？

A

 உƴᨦƕƍᎍӳӷ᩿˟ƕƋǓŴ ᅈƔ
ǒϋܭǛƍƨƩƖŴ உƔǒဇƞǕǔ

就労を目指したいと思ったきっかけは？
ǏƬƘǓǯȩȖưƓࡰ࢘Ǜ˺ǓŴƓܲಮƴ
ƓފƚƢǔƱžƋǓƕƱƏŴ፦ԛƠƔƬƨ
Ǒŵ
ſƱᚕǘǕǔƜƱƕƋǓǇƢŵƦƏƍƬ
ƨƜƱƕᐯЎƷǍǓƕƍǍဃƖƕƍƴƭƳ
ƕƬƯƍǇƠƨŵኺฎႎƴǋችᅕႎƴǋᐯ

ʻ࠰ƷବƔǒžҔၲೞ᧙ƱπσᎰಅܭܤ
ƷᡲઃƴǑǔݼіૅੲȢȇȫʙಅſǛМဇ
ƠݼᎰѣǛڼǊǇƠƨŵ
どんな事業ですか？
ᡫᨈƠƯƍǔҔၲೞ᧙ƱȏȭȸȯȸǯǍᎰ
ಅǻȳǿȸƳƲƴңщƠƯǋǒƍݼᎰѣ
ǛᘍƍǇƠƨŵ

ἉἼὊἌᾂ

ǏƬƘǓǯȩȖƴᡫƍƳƕǒŴᎰಅǻȳ
ǿȸưᎰಅᚸ̖ǛӖƚƨǓŴǹȈȬǹݣϼ
ǍǢȳǬȸǳȳȈȭȸȫƷᜒࡈǛӖƚƨǓ
ƠǇƠƨŵȏȭȸȯȸǯưǋМဇǍႇƷ
ˁ૾ƳƲǛܖƼǇƠƨŵ

ƜƱƴƳǓǇƠƨŵ

Q
A

就職に不安はありますか？
ɧܤƸƋǓǇƢƕŴǸȧȖǳȸȁƞǜƴǋ
λƬƯǋǒƏƜƱƴƳƬƯƍǔƷưݲƠܤ
࣎ƠƯƍǇƢŵ

ųƜǕƔǒƕǹǿȸȈưƢŵǏƬƘǓȞǤȚȸ
ǹưƢƚƲɟഩ៊ǈЈƠǇƢŵųųųᲢ#ȷ*Უ

↵→ⅾ↹⇕∏⇼ᚃკ˟
⅙⅙⅙⁓ ᭗∙⇭∞⇒⇈⇹ދ

ų உ  ଐૼǹǿȃȕƷኰʼǋψƶƯ᭗ދƷȓǢǬȸȇȳƴᘍƬƯƖ
ǇƠƨŵ
ųࣕƠƍଐࠝƔǒǄǜƷݲƠᩉǕƯŴ፦ԛƠƍȓȸȫƱʙưಏƠǋƏᲛ
ųૼƠƍǹǿȃȕƱǋǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕӕǕŴƍƬƺƍǂƯǜ
ưƠǌǂƬƯǹȈȬǹႆЈஹǇƠƨŵ
↕
⇁ˊᘙↆ
∇∙⇶∞

≆
ⅺ⇂↠⊡ⅳ

ஹᡵẦỤờ᪴ࢌỦẹὲ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ
ŦƲƢƜƍᲛԵŷݼ ދǋƷƕƨǓĬ
ųƍǜƞƭƷԵŷދưƸŴݼіƴӼƚƯᡶǊƯƍǔМဇᎍƞǜ
ƕૠӸƍǇƢŵМဇᎍƞǜӷٟưऴإʩ੭Ƣǔۋǋȁȩțȩᙸ
ƑǇƢŵ
ųԵŷދƱƠƯƸƀƦƷʴƕஓǉŴƦƷʴǒƠƍசஹƁƴƭƳ
ƕǓŴƝஜʴƷᑣƍƱƜǖƕƔƤǔǑƏƴЈஹǔƓˡƍǛ
ƠƨƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ

ऴإʩ੭ửẴỦấʚʴ

ų˴ƔǛǍǔƸ࣏ƣٻƖƳ
ᒊᩊŴᩊƕᇌƪƸƩƔǔƱ

ųᨦƕƍᎍưƷဇƕൿǇ
ǓǇƠƨŵǇƩǹǿȸȈעໜ

࣬ƍǇƢŵƦǕƔǒᡜƛƨƍ
ƱᇌƪഥǇǓƦƏƴƳǓǇƢ

ƴᇌƬƨƹƔǓưƢŵ
ʻࢸƸŴ
ԵŷދưܖǜƩƜƱǛဃƔƠ

ƕŴᇌƪӼƔƍʈǓឭƑƨƍ
Ʊ࣬ƍǇƢŵųųųųᲢ&-Უ

ƳƕǒᐯЎƷȚȸǹư᪴ࢌǓ
ǇƢŵųųųųųųų
Ტ01Უ

ŦǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųݼǛƠƯƍǔМဇᎍƞǜƕƭǇƣƘƜƱǋƋǓǇƢƕƦƷᣃࡇƠƬƔǓӖƚഥǊŴƦƷ૾ƕ
ǇƨݲƠưǋЭᡶưƖǔǑƏŴݼіૅੲƷჷᜤǛขǊƳƕǒɟደƴ᪴ࢌǓƨƍưƢŵųųᲢඕɥᲣ



ų  ࠰  உ  ଐᲢஙᲣƴᇹ  ׅƻƹǓǹȝȸȄʩ්˟
ƀƻƹǓȐȬȸȜȸȫ˟ٻƁƕ͵ƞǕŴኖᲮ࠰ƿǓƴӋь
ƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵЭׅƸŴǏƬƘǓǯȩȖƱӳӷȁȸȠ

╙㲃

ƻƹǓ
ȐȬȸȜȸȫ˟ٻƴӋьƠǇƠƨᲛ

ưƷӋьưƠƨƕŴʻׅƸŴƲǜǇƍǯȩȖƱƷӳӷȁȸȠư
ƷӋьưƢŵ
ųȁȸȠƸŴЭׅӋьƷȡȳȐȸƴьƑǹȝȸȄƷࢽॖƳ࣎ࢍƍȡȳȐȸƕьǘǓŴႸƸЭׅ
ƷᲮˮƱƍƏጚǛɥׅǔƜƱưƠƨŵЭׅȁȸȠƷƀǍƖǌǜᚃᘓᨛƁƷȁȸȠӸƔǒŴǍƖǌ
ǜ᭺ǛӖƚዒƙʚˊႸƱƍƏƜƱưƀʚˊႸǍƖǌǜ 5QWNDTQVJGTUƁƱԡӸƞǕஜဪǇưݲƳƍ
ƳƕǒǋȁȸȠȯȸǯǛॖᜤƠƳƕǒጀ፼ǛƶƨኽௐŴᙸʙƴႸƱƠƯƍƨጚǛɥׅǔᇹ 
ˮƱƍƏ᠗ƔƠƍኽௐǛസƢƜƱƕЈஹǇƠƨŵ

ŦǹǿȃȕƷ࣬ƍ

Ŧ МဇᎍƷज़े

ųӷơඥʴϋưƢƕ୍െƸɶŷŴʩ

ųȐȬȸȜȸȫ˟ٻƴӋьƠƯࢽǒǕƨʙƸᨼׇᘍѣưƷऒ

්ǛǋƯƳƍᲬƭƷʙಅƕщǛӳ
ǘƤƨήƷᚡƸӋьƠƨМဇᎍ

ƷӳǘƤ૾Ǎ٣ЈƠƷٻЏƞሁǛܖǜƩʙƩŵᐯЎƸٻʙƳ

᧓ŴƦƠƯ࢘ଐࣖੲƴᬝƚƭƚƯƘ
ǕƨМဇᎍƱƷᑣƍʩ්ƷƖƬƔƚ
ƱƳƬƨƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵų

ƠƯᐯЎƴ࣏ᙲƩƱज़ơƨŵ

ųųųųųųųųųųųųųᲢ൷ဋᲣ

ƳƬƯƍƘǑƏƳൢƕƠƨŵųųų
ᲢиǭȣȗȆȳᲴ-ȷ/Უ

ئ᩿ưƷ٣ЈƠǍᘍѣƕЈஹƯƍƳƔƬƨƷưʻࢸƷӒႾƱ
ųᢃѣǛᘍƏƜƱƴƭƍƯƸᐯЎƷͤࡍ᩿ǛᎋƑǔƱŴܭ
ႎƴᢃѣƢǔƜƱƴǑƬƯϋ᩿ႎƳᢿЎƱᐯЎƷ˳ᛦƕᑣƘ

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
Ʒ͑ۥǶǾƸঊᙓȎΉǽᑡᐯȓ⿅
ሰǺᄽǮǺ⫳ཀǦȍǦǮӽ۴Σ
ǅȿȯȪɗȮɁǢǯǰǆǺǳǓǵȓ
ᗕ͆ǷǦǵȑۄșẻȢǶǙșȍǨ
ɜȪȽɥʀɐ̗Ꮱǽᘍؔȡ˛ൺǺ
̗۬Ꮱཀǽᐯȡဢ⠅ǦȍǦǮƹ
ᓎۥǶǾᮾЍᅌ⒅ǽᐯȓǜỮ
ǜɜȪȽɥʀɐ̗ᏡǺǳǓǵǙ୕
Ǡ⅐ǦȍǨǽǶƸᓎۥȑǸǕǭǙ
編集担当者一同
ᏱǦȎǺ 

