精 神 障 が い 者 の 生 活 支 援 をすすめる特 定 非 営 利 活 動 法 人

㻟㻞

2019.May.

自立生活援助事業所

開所！ …… P1
新事業所『まいさぽ』
まいん・どんまい新聞

………………………………… P2

法人ピアサポート事業
やってます！ Vol.2

……………………… P3,4

こだち・新入居者紹介 …………………………………… P5
◆ どんまいクラブ ◆◆◆◆◆
あとりえ de まいんど
施設外作業

カレンダーと仲間たち ………… P6
〜いつもありがとう〜

愛大医学部

落ち葉清掃

………………… P7

バザー売上報告 …………………………………………… P8
◆ いんさつの咲々屋 ◆◆◆◆◆

研修旅行 ＆ 忘年会 に行ってきました！…… P9,10
◆ ゆっくりクラブ ◆◆◆◆◆

視聴覚福祉センターバザーに参加しました！

… P11

忘年会＆初詣をしました …………………………… P12
事業所の取り組みシリーズ
施設外支援 in

愛顔つながる
えひめの障がい者アート展 ……… P12

◆ グループホーム ◆◆◆◆◆

研修旅行にいきました。…………………… P13
忘年会をしました♪
本町工事について …………………………………… P14
賛助会員募集・編集後記

㈞㈹Ԗ㈺
㉨㊱㊅㊜㊱㊇֞ڇᑿ
㈲֞ڇ㈢㈱㈕㉕㉉㈤ㄽ
᧸ܶ㈺㈞㈬㉔㉉㈲

いんさつの咲々屋
089-961-1991

⅋ᴗ᧯ᘍ၇̗ᏡཀƷȍǓǤȌ
‒ᚨ≆≆
ų  ࠰ᲮஉᲫଐǑǓŴᐯᇌဃੲяʙಅƀǇƍƞǆƁ
ǛᚨƠǇƠƨŵ
ųᐯᇌဃੲяʙಅƱƸŴችᅕᅹ၏ᨈƔǒᡚᨈƠƯɟʴ
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ȓǹưƢŵ

『まいさぽ』って
『
こんなところ

●自立生活援助計画の作成
ǵȸȓǹሥྸᝧ˓ᎍƕࠎ
ஓǍɧܤƳᢿЎǛ˨ƍŴ
ੲяᚘဒǛ˺ƠǇƢŵ

●各機関との連携
ǓƝƱƷᚐൿƴǉƚƯ
ǵȸȓǹೞ᧙ǍҔၲೞ᧙
ሁƱᡲઃǛӕǓǇƢŵ

自立生活援助事業所

まいさぽ

松山市三番町７丁目１１ー６
TEL ０８９−９４８−８１２０

●定期的な訪問・随時対応
ᡵᲫׅᆉࡇŴဃૅੲՃƕ
ᚧբƠƯႻᛩƴʈǓǇƢŵ
Ǉƨᚧբˌٳưǋ᨟ᩓᛅ
ƴƯႻᛩƴʈǓǇƢŵ

●同行支援
࣏ᙲƴࣖơƯٳЈƷӷᘍǛ
ƠǇƢŵ

Ūǹǿȃȕኰʼ

管理者

サービス管理責任者

地域生活支援員

ສჽ܇ס
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ųЭׅӭƴዓƖŴ
ƀඥʴϋƷȔǢǵȝȸȈʙಅǍƬƯǇƢǷȪȸǺ 8QNƁưƢᲛ
ʻӭƷƲǜǇƍ̝ǓưƸŴᲭໜƓˡƑƠǇƢŵ

法人ピアサポート活動
『事業所体験時のサポート』

サロン de いずみ
お正月

クリスマス会の様子

ピアサロンの開催

Ӳʙಅ˳᬴ƷǵȝȸȈ
ųʙಅǛМဇƠǑƏƔᡕƬƯƍǔƱƖŴǇƣƸ˳᬴МဇǛƞǕǔ૾ƸٶƍƱ࣬ƍǇƢŵƠƔƠŴ
žٻ
ѬƷʴƕƍǔɶưǍǔƷɧܤƩƳſžƏǇƘǍǕǔƔƳſƳƲƷɧܤǛৼƑƳƕǒஹǒǕǔ૾ƕٶƍ
ƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵƦǜƳƱƖŴʙಅǛМဇƠƯƍǔ૾ƕӷơ˺ಅǛƠƨǓŴǘƔǒƳƍƜƱ
ǛƑƨǓƢǔ˳᬴ƷǵȝȸȈǛᘍƬƯƍǇƢŵ˳᬴ɶƸŴܭƷМဇᎍƞǜƕ˄ƖชƬƯƘǕǔ
Ʒư࣎ܤƠƨŴƱƍƏ٣ǛٶૠƍƨƩƍƯƍǇƢŵ
ƂȔǢǵȝȸǿȸƷज़ेƃ
【ピアサポートをうけて】
ųᎰՃƔǒȔǢǵȝȸȈʙಅƱ ų˳᬴ƴᘍƘЭƸŴٶƘ
ƠƯ˳᬴МဇᎍƞǜƷǵȝȸȈ
ƷʴƕƍǔƱƜǖư˺ಅ
Ǜ᫂ǇǕƨŵஇИƸᐯЎƴѦǇ ǛƢǔƜƱƴዬࢌƠƯƍ
ǔƷƔ࣎ᣐƱɧܤưƍƬƺƍ
ǇƠƨƕŴɟʴƷʴƴƭ
ƩƬƨƕŴƍƟǍƬƯǈǔƱಏ ƍƯ˺ಅǛƞƤƯǋǒƏ
ƠƔƬƨŵǇƨᐯЎưǋࢫƴᇌ ƜƱư࣎ܤưƖŴᨼɶƠ
Ưǔ˴ƔƕƋǔƳǒǍƬƯǈƯ
Ư˺ಅǛ˳᬴ƢǔƜƱƕ
ǋƍƍƔƳƱ࣬ƏŵųųᲢ/1Უ ưƖǇƠƨŵųųųᲢ51Უ

サロン・de・いずみ

いんさつの咲々屋での作業風景

クリスマス会＆忘年会

ų  ࠰  உ  ଐƴǵȭȳȷFGȷƍƣǈƴƯŴǰȫȸȗțȸȠλއᎍŴ؏עᆆᘍȷ
ܭ؏עბૅੲƷМဇᎍǛݣᝋƴǯȪǹȞǹ˟Ǜ͵ƠǇƠƨŵଷƴႏƞǜư˺Ƭƨ
ȓȸȕǷȁȥȸǛǂƨǓŴǱȸǭƷႮǓ˄ƚǛᘍƬƨǓŴȓȳǴǲȸȠǛᘍƍŴȡ
ȳȐȸƷ૾ŷƕƱƯǋಏƠǜưƍǔಮ܇ƕᙸǒǕǇƠƨᲛ

Ǳȸǭ፦ԛƠƔƬƨưƢᲛ
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ピ
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お

正月

アサロ

ȔǢƬƯƠƯǔǜƩ 
ƜƏƍƏƜƱ

食べ

学び

研修中
お正月をみんなとにぎやか
に過ごせてよかったです。
ピアの DVD を見て、ピア
活動を知りました。長期入
院をしている人の不安な気
持ちを知り、ピアサポー
ターさんがいると不安が
減っていいのではないかと
思いました。
ޛஜͤɟ ǏƬƘǓǯȩȖ
久しぶりにゆっくりクラ
ブに行きました。昔とは
メンバーさんも変わって
いました。料理もおいし
か っ た し、ＤＶＤも お も
しろかった。楽しい１日
でした。
ɦᒔ᭗ʂ ƲǜǇƍǯȩȖ

みんなでワイワイ楽しく
できて良いお正月を過ご
せました。
᳅ ƍǜƞƭƷԵŷދ

こだちのメンバー全員と支援員さんと
4 人で参加しました。とても寒い年始
だったため、煮込みうどんに雑煮が入っ
ていてあったまりました。
߷ራ ܇ǷǧǢȏǦǹƜƩƪ

遊び

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ų
žȔǢŴȔǢƬƯЭ᩿ƴЈƢǜơǌƳƘƯŴƲǜƳƜƱ
ƠƯƍǔƔŴƞǓൢƳƘᚑǕƯǋǒƑǔೞ˟ƴƠƨƍſÜ
ࠊޛƷȔǢǵȝȸǿȸƞǜƕɶ࣎ƱƳƬƯܱᘍۀՃ˟Ǜ
˺ǓŴᛅƠӳƬƯแͳǛᡶǊƯƖǇƠƨŵ
žƲǜƳѣǛ
ƠƯƍǔƷƔǑƘǘƔƬƨſ
Ŵ
žӷơ၏ൢưपǜưƍǔʴƷ
щƴƳǓƨƍƱ࣬Ƭƨſ
Ŵ
žȔǢѣǛǍƬƯǈƨƍƱ࣬Ƭ
ƨſÜӋьƠƨ૾ƴᎥƍƨज़ेƸŴɼ͵ƠƨܱᘍۀՃ˟Ʒ
žƞǓൢƳƍſ࣬ƍƕŴӋьᎍƴƪǌǜƱˡǘƬƨƜƱǛ
ᅆƠƯƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųų
ᲢᇦဋᲣ

ӽ۴ΣƷȿȯȪɗȮɁǢǯǰ

ဃųųƷųಮų܇
ųƜƩƪƕƠ  ǫஉƕኺƪ  ӸƷ૾ƕλއƞǕŴ˂Ʒܴއǋ
˳᬴ٳජƳƲưƝМဇƍƨƩƍƯƍǇƢŵʻӭưƸŴܱᨥƴဃ
ƞǕƯƍǔλއᎍƴǤȳǿȓȥȸǛƓƜƳƬƯǈǇƠƨŵ

◆

入居者インタビュー
①

◆

入居してどれくらい？

②

楽しいことやうれしいことは？

インタビュー内容 ③ 困ることや大変なことは？ ④ これからしてみたいことや目標は？
◆

村上

新二

ĬųλއƠƯƔǒ  ȶஉႸƕኳǘǔƱƜǖŵ
ĭųȕǸǰȩȳޛǍ $11-1(( ሁƴᝰƍ
ųųཋƴᘍƘʙŵ
ĮųȈǤȬƕஔŴλƬƯƍƨǓƢǔƱƜǖŵ

įųႸƸŴƓƷሥྸǛƪǌǜƱưƖǔƜ
ųųƱưƢŵ

◆

沖野

智広

ĬųᲬȶஉƙǒƍưƢŵ
ĭųˁʙˌٳƸᢂǂǔƷư
ųųಏƠƍƠƏǕƠƍưƢŵ
ĮųƝƳƲŵ
įųǇƨࣾʴƕഒƠƍŵ

◆

川村

節子

ĬųᲫȶஉҞƴƳǓǇƢŵ
ĭųᲢɥƞǜǋඌƞǜǋǭȣȩǯǿȸƕƓǋƠǖƍᲣ
ǖƍᲣ
ųųȡȳȐȸưƷٲᲢᡵᲮƷٲᲣƕಏƠǈưƢŵ
ųųƍƭǋಏƠƍׇǒǜưƢŵ
Įų˂ƷᲬʴƷဏࣱƷȡȳȐȸƕƋǇǓƴǋᒉƍᲢ࠰ႻࣖưƳ
ųųƍᲛᲣƷưӳǘƤǔƷƴ٭ٻŵ
ųųưǋƱƬƯǋΟƠƘƠƯɦƞƍǇƢŵƋǓƕƱ♡
įųƜƩƪƷȡȳȐȸưଷƷȩȳȁǛ˺ǓƠƯƲƜƔᒬƬҾ
ųųƷƋǔଡ଼ƔƳଐƴȔǯȋȃǯƠƨƍŵ
ųųȐȈȟȳȈȳǍǭȣȃȁȜȸȫƳǜƔਤƬƯƍƬƯääŵ

◆

スタッフの思い

◆

ųᐯᇌƴӼƚƯңщƠƳƕǒဃƞǕƯƍǔಮ܇ƸˡǘǓǇƠƨƔᲹଐɶѣƩƚưƳƘဃμᑍ
Ʒಮ܇ƴઃǘǔƜƱƕفƑƯƖǇƠƨŵƜǕƔǒƷࠎஓǍؾƷ҄٭ƴǑǔɧܤƳƲेưƸǘƔ
ǒƳƍƜƱǛज़ơƞƤƯǋǒƬƯƍǇƢŵɟʴƻƱǓƷेƍǍൢਤƪǛƘǈӕǓŴ؏עưಏƠǈǛ
ਤƬƯဃưƖǔǑƏݲƠưǋщƴƳǓƨƍƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųųųųųųųᲢϠ൨Უ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
あとりえ de まいんど

ǫȬȳȀȸƱː᧓ƨƪ

ų࠰žǄƷǅƷǫȬȳȀȸſƩƚưƳƘŴǫȬȳȀȸǫǿȭǰƴਫ਼᠍ƞǕƯƍǔƀƋƱǓƑ
ſƩƚưƳƘ ǫȬȳȀ ǫǿȭǰƴਫ਼᠍ƞǕƯ
FG Ǉƍ
ǜƲƁƷǪȪǸȊȫǰȃǺǛ࣎ࢳƪƴƠƯƍǔƱƍƏ٣ǋƨƘƞǜǑƤǒǕǇƢŵЭׅǇưƸƍƬƽ
ƭƤǜǛɶ࣎ƱƠƨȩǤȳȊȃȗưƠƨƕŴʻׅƸᙌ˺ྰƷ҉Ʒ২ƕήǔນǫȯՠԼǍ࠰ଢƚƳǒư
ƸƷƓࢽƳՠԼǛӕǓƦǖƑŴڤٻᚸǛƍƨƩƖǇƠƨŵ
ųƋƱǓƑ FG ǇƍǜƲƷǨǳǢȸȈȏǬǭƸ    
࣎ǛƜǊƯƢƖƠƨኡǛ̅ဇŵᇿǍȚȳƷȎȪƕɟԛ
ᢌƍǇƢŵૠƋǔȩǤȳȊȃȗƔǒବȷٰȷᅸȷϤȷǯ
ȪǹȞǹƷܓራƝƱƴƓƠǌǕƳዋƸƕƖǻȃȈᲢ 
ኵᲣǛƝဇॖƠǇƠƨᲛ
ųƍ Ƭ ƽ ƭ Ƥ ǜ Ǎ ፤ ൗ ǹ Ȉ ȩ ȃ
ȗŴȡȃǻȸǸǫȸȉሁƋƱǓƑ
FG ǇƍǜƲƷǪȪǸȊȫՠԼƕ
 ό᳸  όႻ࢘ƸƍƬƯƳ
ǜƱƓ͌െƸ  όᲛǈƳƞǜ
ƷƴӕƬƯƍƨƩƖƨƍՠԼƕ
ٶƢƗƯŴܱᨥƴƸƞǒƴǵȸȓ
ǹƠǇƘƬƨƓࢽƳǻȃȈưƢŵ

ʻ࠰ǋ
ųڤٻᚸ

ǫȬȳȀȸ
Ɠᝰƍɥƛ

МဇᎍƞǜƷज़े
★毎年ありがとうございます。
これからも頑張って販売し
ます
(N さん )
★手にしてくださった方の笑
顔が、制作の糧になってい
ます
(I さん )

お楽しみ

袋
お楽しみ袋
500 円

手すきエコアートはがき
（しおり付）300 円

手仕事の

ƨƘƞǜƷМဇᎍƞǜƷ
ǛʼƠƯŴग़ۻƋǔžƏ
Ǔ שſƕ   ܦƠ Ǉ Ơ ƨŵ
 ƽƖᡈƍƏǓשƕƢ
ưƴႏಮƷƓΨƴЈᒵ
ƞǕƯƍǇƢŵ
ƾǘǋƜƷᚑǓŴƍǍ
干支根付 うり坊 ƞǕǔƎ᳸ŵ
450 円

ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛ
ų ࠰ƷžǄƷǅƷǫȬȳȀȸſǋƨƘƞǜƝද૨ƍƨƩ
ƖƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ# ǵǤǺƷǫȬȳȀȸƸମ࠰ǑǓ
ǋ  ώˌɥǋٶƘƝទλƍƨƩƍƯƓǓǇƢŵ
ų ࠰   ࠰ Ŵᙹݱ˺ಅƲǜǇƍǯȩȖᚨ
Ɣǒᙌ˺ȷᝤ٥ǛƸơǊƨžǄƷǅƷǫȬȳȀȸſǋƸǍ  ࠰Ⴘŵ
ϋܾǍ࢟Ƹ٭ǘǓǇƠƨƕŴМဇᎍƕщǛӳǘƤƯƍƍǋƷǛ˺
ǖƏƱƍƏ࣬ƍƸʻǋ٭ǘǓǇƤǜŵჄϋٳƷǤȩǹȈȬȸǿȸŴ
˺ܼಮƷƝңщƱႏಮ૾Ʒग़ƴૅƑǒǕŴМဇᎍȷᎰՃɟӷŴƜ
ǕƔǒǋƍƍǋƷǛ˺ƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƬƯƍǇƢƷưǑǖƠƘ
ƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

お問い合わせ先

就労継続支援 B 型事業所

どんまいクラブ 089-923-3023

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓȷɱɞ
ᚨ˺ٳಅ

ग़ٻҔܖᢿẅᓳᴾẼᴾᓶᴾฌᴾੈὲ

ųᲭᲪ࠰ᲫᲬஉᲫᲱଐȷᲫᲲଐƴᚨ˺ٳಅƱƠƯग़ٻҔܖᢿ
ᓳƪᓶฌੈƴᘍƖǇƠƨŵ
コンテナに収集した落ち葉を
入れるのが、大変だった。
腰にきたよ。

Before
After

張り付いた落ち
葉が取りきれな
かったのが残念
だった。
２
２日間参加し
たが、１日目
より２日目と
作業内容に慣
れていけた。
久しぶりの施設外作業
に参加したが、体力が
無くなっていることが
残念だった。

Before
After

Before
After
２日目は風が強く、
せっかく集めた落ち
葉が飛んでいくのが
切なかった。

初日、雨が降って落ち
葉が路面に張り付いて
大変だった。

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ǹǿ
ȕƷ࣬
࣬ƍ
ųɲଐŴൢภǋ˯ƘᩋƕᨀǔଐǋƋǓŴ৵ޛƔǒԉƖƓǖƠƯƘǔƴǋपǇƤǒǕƳ
ƕǒƷᢅᣟƳཞඞƷɶŴ˺ಅǛᘍƍǇƠƨŵ˺ಅƠƨȡȳȐȸƷɶƴƸŴݲƠ࣎സǓƕƋ
ǔ૾ǋއǇƠƨƕŴɠݗƳ˺ಅƕưƖƨƱ࣬ƬƯƍǇƢŵ
ųᎰՃǋŴɟဃভԡƞǕƯƍǔМဇᎍƞǜƨƪƷۋƴڠឪƞƤǒǕǇƠƨŵųųųų
ᲢஜᲣ

★平成 30 年度

どんまいクラブ

バザー売上報告★

ų  ࠰ࡇǋƨƘƞǜƷȐǶȸƴӋьƠŴƲǜǇƍǯȩȖᐯॸƷᐯɼᙌԼሁǛᝤ٥Ơ
ƯƖǇƠƨŵƝទλƍƨƩƖǇƠƨႏಮŴƓƴƱƬƯƝᚁƍƨƩƖǇƠƨႏಮŴஜ࢘ƴ
ƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ųƳƔưǋŴ உƴӋьƠƨƂ5'.2 ȕǩȸȩȠƑƻǊ ƃưƸŴኖ  ό
ǋƷ٥ɥƕƋǓǇƠƨᲛᲛ

ȕǩȸȩȠ
ᲫᲪஉᲿ᳆

ʻ࠰ࡇӋьƠƨȐǶȸƸ
 ׅ
Ტ உྵנᲣ
ᲛᲛ
ᅶƨƪƳǓƴȇǣǹȗ
ȬǤሁƷپǛƠƳƕ
ǒŴბ ܱ ƴ ٥ ɥ Ǜ ˦ ƹ
ƠƯƖǇƠƨᲛ

ƦƠƯ
ʻ࠰ࡇƸ

ग़ۧჄƷʙಅƱƠƯܱƞǕƯƍǔ障がい者授産製品ブラッシュ

アップ事業 ƴӋьƠŴȇǶǤȊȸƷ૾  ӸǑǓՠԼӼɥƷƨǊƷǢȉȐ
ǤǹǛƨƘƞǜƍƨƩƖǇƠƨŵ
ᘥƷɶưƏƝƍƯ
᫊ƕᙸƑƴƘƘ
ƳƬƯƍǇƠƨ

アドバイス
★顔が前向きになること
★台紙のシンプルさが商品を引き
立てる
★きちきちに包まない
★パックにマチをつける
・・・など

Before

After

パックにマチをもたせることでかわうその顔がしっかり
見えるように♡
この商品以外にも様々なアドバイスをいただきました！

МဇᎍƞǜƷज़े

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ

ųǢȉȐǤǹƷƳƔưŴƱǓƔƔǕǔƜƱ
ƔǒܱƠƯƍƘƜƱƱƳǓŴՠԼƷѼǈ
૾ǛોᑣƠǇƠƨŵƪǐƬƱƠƨƜƱưƢ

ųʻ࠰ࡇƸʻǇưˌɥƴƨƘƞǜƷȐǶȸƴӋ
ьƞƤƯ᪬ƖŴႺƓܲಮƷ٣ǛᎥƘƜƱƷư
Ɩǔ  ࠰ƱƳǓǇƠƨŵǇƨŴȖȩȃǷȥǢȃ

ƕŴՠԼƕପƑ͌െˌɥƴཎࣉƕᑣƘᙸƑ
ǇƢŵ˂ƴǋȐǶȸȇǣǹȗȬǤǍȝȃȗ

ȗʙಅưƸȗȭƷ૾ƔǒƷᙻໜư᪬ƍƨǢȉȐ
ǤǹƕٶƘƋǓǇƠƨŵƦƷᚕᓶǍǢȉȐǤǹ

Ʒܭ፯ǋǘƬƨƷưŴԈӓƠƯᅶƨƪƷ
ࡃƴƔƠƯƍƖǇƢŵ

ǛӋᎋƴŴႏưႻᛩƠӳƍƳƕǒʻࢸǋՠԼ˺
ǓȷȐǶȸƴƔƠƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ

ųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢ5Უ

ųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢිᲣ

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ
Ū ʻ࠰Ʒᄂ̲ᘍƸǤșȳȈႮǓƩƘƞǜᲛų
ųʻ࠰ǋ ᲢஙᲣƴМဇᎍŴᎰՃӳǘƤዮѬ  Ӹ
ưᄂ̲ᘍƴᘍƖǇƠƨŵʻ࠰ƸМဇᎍƔǒȪǯǨǹȈƷ
ƋƬƨǢǵȒȓȸȫׄئƱग़ۧჄዮӳᅹܖҦཋƷᙸ
ܖưƢŵ
ųܖᙸئưƸŴȓȸȫƕưƖǔǇưƷᆉପǍܱᨥƴ
ԼឋሥྸƷᢿፙǛŴྵעǬǤȉƷᛟଢǛӖƚƳƕǒᙸܖƠ
ǇƠƨƕŴᆢಊႎƴឋբƢǔۋǋᙸǒǕǇƠƨŵ
ųƦƷࢸƸዮӳᅹܖҦཋưȗȩȍǿȪǦȠǍޒᅆᙸܖǛ
ಏƠǈŴ˳᬴ǳȸȊȸưƸעΨܖݱఄ
Ʒᅈ˟ᅹᙸܖƷδᇜƴฆƟǓŴȪȋǢ
ȢȸǿȸǫȸƷឥᘍᡮࡇǛ˳ज़ƠƨǓŴ
ӒݧᅕኺȆǹȈǛƠǇƠƨŵ
ųᇜ࣎ƴ࠙ǓƳƕǒǋ៲˳ƷȡǫȋǺ
ȠǍܬܢƷǓᇌƪƴƭƍƯƳƲྸᚐ
ǛขǊǔƜƱƕưƖஊॖ፯Ƴᄂ̲ᘍ
ᰳᑻƴᐻԛŷ
ƱƳǓǇƠƨŵ

ⅹᐃⅳ→↠ⅳ⅖
ࣂᬗឥಮ↖ↆ㣩

⇞∙⅚⇞∙⅚
⇞∙⇔⇟⇑∙⅖

ȩȠᎹƕॖٳƴ
፦ԛƠƔƬƨᲛᲢᲣ

༏࣎ƴᛟଢǛᎥƍƯƍǇƢ

∐⇱⇈∈∞⇥∞⇑∞→↕⅚

ឬ↞↳ⅰ∞ⅳ≆
ⅳ≆
ⅳ≆

ƍ
ƍǖǜƳ᬴ܱƕ
ಏ
ಏƠǊƨᲛᲢᲣ

ȡȳȐȸƞǜƷज़े
集団行動の大変さや、ルールを守
るという当たり前のことを発作な
く行えることを確認できたのが大
きな収穫だったと思う。
（Ｙ）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
新しく入所された方も参加してくれ、皆で楽しみながらもしっかり研修できたのではないかと思い
ます。普段の生活で実際に誰もが口にしたことのある飲料の工場見学ということもあり、熱心に見
学される利用者の方々の表情がとても印象深かったです。咲々屋は一般就労を目標とする方が多い
ので、工場内の品質管理体制や仕事に取り組む心構えなど、学ぶ良い機会となったのではないでしょ
うか。
（村上）

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ǓȢǤǳǽݝƼୖ
Ū ʻ࠰ƸŴ
ƓಏƠǈਁᢠ˟ǍǓǇƠƨŰų
ųʻ࠰ǋ࠰ँ̊Ʒࣔ࠰˟ƕ͵ƞǕǇƠƨŵʻ࠰ƸŴ̊
࠰ٻʴൢƷǦǧȫȔǢ˙ʖưƷ̬ǳȸǹƱᎹǂ્᫆
ȗȩǹǫȩǪǱᒉƠƘƸȜǦȪȳǰƷᲬƭƷȗȩȳǛᚘဒ
ƠแͳƕڼǇǓǇƠƨŵǢȳǱȸȈƷኽௐŴ;ࠀư̊࠰ᡫ
ǓƷǦǧȫȔǢ˙ʖưƷ̬ǳȸǹƱƳǓǇƠƨƕŴʻ࠰
ƸȪǯǨǹȈƷƋƬƨƓಏƠǈਁᢠ˟ǛƢǔƜƱƴŵ
ųМဇᎍƞǜɼ˳ưʖምƷɶƔǒŴԼǛᢠǜưᝰƍЈƠ
ƴЈƔƚƨǓŴԼƷኵǈӳǘƤǛᎋƑƨǓஊ࣓ưңщƠӳƬƯŴ࢘ଐǛᡇƑǇƠƨŵ

ƨ

ʻ

ँ̊Ʒᨸ˟

ưʩ්ǛขǊǇ
ႏ
ǋ
Ơ
࠰

Ｈ30.12.14

来年の抱負も
発表しました♪

ᇄݨツモヱ ㈫㈧㇉

流行りのＵ.Ｓ.Ａ. ダンス！

グラグラ
倒れそう 、
〜！

ȡȳȐȸƞǜƷज़े
今までは何もしなかったけど全員が参加する抽選
会が良かった！今年は星４つです！！
（Ｈ）
内容も充実して楽しかった。抽選会の準備をした
が皆が喜んでいる姿を見てホッとした。 （Ｍ）
行く前はすごく嫌で体調を崩す。でも、実際行っ
てみたら案外大丈夫だと思えて良かった。 （Ｆ）
ウェルピアでの開催でホッとした。しんどくなっ
た時に休めるスペースがあるから安心する。
（Ａ）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
抽選結果は悲喜交々でしたが、概ね好評でまた来
年もやりたい、来年はこうしてみたらどうだろう
かと、利用者さん達からアイデアもたくさん出て
おり来年に取り入れたいと思うと同時に利用者さ
ん主体で開催することの素晴らしさを実感しまし
た。また、準備をしてくれた有志の利用者さんに
他の利用者さんが労いの言葉をかける姿も非常に
印象的でした。これらをきっかけに交流が尚、深
まれば良いなと思いました。
（池田）

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ
11/23
( 金）

㚧ᴾग़ۧჄᙻᎮᙾᅦᅍἍὅἑὊ
ẅẅἢἈὊỆӋьẲộẲẺẇ

ųᙻᎮᙾǻȳǿȸȐǶȸƴӋь
ƠǇƠƨŵ
ųʻׅǑǓИӋᲛᲛᲛ
ųૼՠԼƀǱȸǯȷǵȬƁƸȕ
ȩȳǹဃǇǕƷƘƳƍƓुᓔ
ǱȸǭưƢŰ

ⅻ↹

ⅼɥ

ܦ٥≆

ՠԼƷᨑЗܦᲛ

ƨƘƞǜƷƓܲಮƕ
ஹƯƘƩƞƍǇƠƨŵ

ẝụầểạắằẟộẴ

୍െȐǶȸƴӋьƠƯƍƳƍȡȳȐȸǋᝤ٥ኺ᬴ǛƢǔʙƕưƖŴ
ΪܱƠƨȐǶȸƴƳǓǇƠƨŵ
ᛦྸȡȳȐȸƷႏƞǜǋƓ၅ǕಮưƠƨŵʙܦ٥Მ

12/17
( 月）

㚧ᴾ࠰ँ̊ࣔ࠰˟ửẲộẲẺẇ

⇹∋⇩⇻⇍⇟⇥⇊∑↝↨્᫆⅛

↨↺≆

ųଐࠝƷƓࡰ࢘˺ǓᲠᣐᢋಅѦǛᩉǕŴႏư
ǤǿȪǢȳǛǂƴᘍƬƯƖǇƠƨŵ

ҜЭỉ˺ಅửኳảấࡃỆᨼӳὲ

ⅳ㣩

፦ԛↆ

ἙἈὊἚộỂẲẾẦụỔề
ٻឱὲ
ὲ

Წഏ˟ƸǫȩǪǱƱȜȸȪȳǰǁ
ಏƠǈǇƢᲛ
ǫȩǪǱኵŴ
༏Მ

ȜǦȪȳǰኵŴ
༏৲Მ

ଐŷƷ˺ಅƔǒᩉǕƯƢƜƠƩƚßǏƬƘǓàƢƝƤǇƠƨŵ
୍െǏƬƘǓᛅƤƳƍȡȳȐȸǹǿȃȕƱ˟ᛅǋЈஹǇƠƨŵ

来年も
頑張るぞ！

ୂửỮნ၇ $ ࢪ̗ᏡཀƷ
ȕǲǞșȷɱɞ
◆

ゆっくりクラブ初詣

◆

Šૼ࠰ˁʙڼǊŴ˺ಅǛኳƑƯႏưИᚽƴᘍƬƯƖǇƠƨŵ

午前の作業を終え
阿沼美神社に集合

ƦǕƧǕƷᫍƍʙǛ

ٻӴưƢᲛ

ȡȳȐȸǹǿȃȕ
ႏƷͤࡍŴʙǛᅌƬƯᲛ
ஜ࠰ǋŴࡰ࢘ƷǏƬƘǓދǛ
ܯƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ

どんまいクラブ・いんさつの咲々屋

ἉἼὊἌ ᵒ

ᚨૅٳੲ

愛顔つながる

in えひめの障がい者アート展

ųମ࠰ᲫᲬஉŴG+%# Ɣǒ̔᫂ƞǕƨᚨૅٳੲƀग़᫊ƭƳƕǔųƑƻǊƷᨦ
ƕƍᎍǢȸȈޒƁǛʻ࠰ƸŴƲǜǇƍǯȩȖƱԵŷދƷМဇᎍӲᲰӸƕޒᅆ˺Լ
̬ܣሥྸሁಅѦƴӕǓኵǈǇƠƨŵʻ࠰Ƹ˟ئǋ٭ǘǓŴૼƠƘಅѦƴӕǓኵǉ
૾ǋƍǇƠƨƕӲŷᐯ៲Ʒᛢ᫆ƴӼƚƯɟဃভԡƴӕǓኵǇǕǇƠƨŵ

スタッフの思い
ųʻǇưƴᚨૅٳੲƴӋьƠƨʙƕƳƔƬƨ૾ǍŴʁƠƿǓƴᚨૅٳੲƴӋьƠƯǈǑƏƱ
࣬Ƒƨ૾Ŵ࠰ӋьƠƯƍǔ૾ƳƲಮŷƳМဇᎍƕƦǕƧǕƷेƍǛǋƬƯʻׅƷᚨૅٳੲƴ
ӕǓኵǇǕƯƍǇƠƨŵૼƠƍൢ˄ƖƕƋƬƨǓŴႸƕਤƯƨ૾ǋƍǇƢŵʻࢸǋݼіƴӼƚ
ƯᎋƑǔƖƬƔƚƴƳǔǑƏƳೞ˟ǛǈƭƚƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƢŵųųųųųųųųųᲢිᲣ

ӽ۴᧯ᘍ၇̗ᏡཀƷ
ǸȢȍǓɗȮɁ
ǹ

ƲǜǇƍȏǦ

ଐ࠙Ǔᘍ

ųȡȳȐȸƷॖӼǛᎥƖӕǔƨǊŴʙЭƷǢȳǱȸȈǛƱǓǇƠƨŵࠎஓƴǑǓŴȬǪȞȯȸȫȉƔ
ƏƲǜܖఄȷދ൦ଈƷƲƪǒƔƴӋьƠŴᘍѣƢǔƜƱƴƳǓǇƠƨŵ

うどん学校、屋島水族館★★

★★

МဇᎍƞǜƷज़े
初めてうどん作りをしました。おいし
く出来て良かったです。また旅行に行
きたいと思いました。
（Ｙ）

ǹǿȃȕƷज़े
皆さん音楽に合わせて楽しそうにうど
んを作られ、普段出来ない貴重な体験
になったと思います♪
（中岡）

МဇᎍƞǜƷज़े
初めて行きました。いろんな魚を見て
楽しかったです。イルカのショーが凄
かったです。
（Ｓ）

ǹǿȃȕƷज़े
色々な海の生物を見て、みなさん楽し
まれていました。イルカショーでは、
素敵なパフォーマンスを見て皆さん笑
顔になられていました♪
（中岡）

レオマワールド★★

★★

ųȬǪȞȯȸȫȉưƸŴӲŷƨƘƞǜƷ
ʈǓཋƴʈǓŴǸȥȸǹǍƓǍƭǛǂŴ
ಏƠƍ᧓ǛᢅƝƢʙƕưƖǇƠƨŵ
МဇᎍƞǜƷज़े
○遊園地に行くのは初めてで楽しみにしていまし
た。色々なアトラクションに乗り、充実した日
帰り旅行となりました。絶叫マシンにはまた乗
りたいです！
（Ｔ）
○普段味わうことのない雰囲気やスケールの大き
い建物やアトラクションを見るだけでも楽しめ
ました。
（H）
○敷地が広く道に迷って大変でしたが、ホテルの
バイキングはどれも美味しく大満足でした！乗
り物も面白かったです。来年度の日帰り旅行も
楽しみにしています！
（I）

ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ųȡȳȐȸƷ૾ŷƸʁƠƿǓƷᢂעטƱƍƏʙưŴಏƠǜưƍƨƩƚƯᑣƔƬƨưƢᲛ
ʻࢸǋႏಮƷࠎஓƴƦƏȬǯȪǨȸǷȧȳǛ˖ဒƠƯŴǑǓٶƘƷᇰ᫊ǛࡽƖЈƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųᲢʟɥᲣ

2018 年グループホーム

ࣔ࠰˟

ų  ࠰  உ  ଐƴஜထŴ  ࠰  உ  ଐƴƍƣǈƴƯࣔ࠰˟ǛᘍƍǇƠƨŵӲ
ᚨưȬǯưƠƨƍʙǍǂƨƍཋǛЈƠӳƍŴ
ȡȳȐȸμՃӋьưႮǓɥƕǓǇƠƨᲛ

ųஜထưƸŴƓݤӮǍȔ
ǶŴǪȸȉȖȫǛද૨ƠŴ
ǈǜƳưȯǤȯǤಏƠƘ
ǂǇƠƨᲛƦƷࢸƸŴ
ȓȳǴ˟ٻƱǫȩǪǱǛ
ƠǇƠƨᲛ
МဇᎍƞǜƷज़े
●みんなと楽しく食べれて良
かったです
（Ｓ）
●忘年会して新年になりよい
年
（Ｉ）

●振舞ってくださったご馳走
を頂くと自然にメンバーが
一体化し楽しい時間を過ご
すことができました。あり
がとうございます （Ｋ）

●お刺身などを沢山食べれてお
●カラオケができて良かった
腹もいっぱいになりました
（Ｏ）
です
（Ｆ）
●美味しい物がたくさん食べ
れて良かったです
（Ｙ）
ǹǿȃȕƷ࣬ƍ
ų୍െƋǇǓᛅƢƜƱƷƳƍȡȳȐȸӷٟưǋʩ්ƢǔƜƱƕ
ưƖƯŴಏƠƍ᧓ǛᢅƝƢʙƕưƖǇƠƨŵႏưᲫ࠰ǛਰǓ
ᡉƬƨǓŴஹ࠰ƷৼǛᚕƍӳƬƨǓƠƯŴ ࠰Ǜƍƍ
࢟ưዸǊƘƘǕƨƱ࣬ƍǇƢᲛųųųųųųųųųųųᲢჵᲣ
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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  ۥǾǓǚǛǶǦǮǶ
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編集担当者一同

