




まいさぽ
　まいさぽは平成 31 年４月１日より新規開設いたしました。長期の

入院から単身生活をされる方、グループホームから単身生活に移行さ

れる方を対象に利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の状況を把握し、関係機関との密接な連携の下で、

利用者の意向、適正、障がいの特性その他の状況及びその置かれてい

る環境に応じて、適切かつ効果的に支援を行い、地域で安心して暮ら

せることを目標としています。

　まいんでは、利用者の方の希望する生活

の実現を目指し、適切な相談援助等を行い、

サービス等利用計画書の作成や評価を行い

ました。地域移行支援では、平成 30 年度

に 3 名の方が退院し、地域で自分らしく生

活されています。地域定着支援では、9 名

の方が利用し、安心して生活を送っていま

す。

　今年度も利用者の方の希望する生活を実

現できるように努めていきたいと思いま

す。

まいん

平成30年度 事業報告・令和元年度 事業計画

どんまいクラブ
　平成 30 年度のどんまいクラブは以前より行っていたアメニティや DM の封入作業、

自主商品の制作、販売と共に施設外就労先の拡大と定着を実現させることができまし

た。作業の幅を広げ、工賃向上へつながったことでやりがいや達成感を感じていただ

くことができ、平均通所者も 19.2 人と安定し、就労への意欲向上にもつながってい

ます。

　今年度も「明日も行きたい！」と思ってもらえる事業所となるよう、利用者の方と

の対話と職員間の連携を大事にしながら、地域で暮らすことの楽しさや大切さも啓発

していきたいと思います。

ゆっくりクラブ

　平成 30 年度の活動として、主事業の弁当事業では、口コミでの紹介や、松山市が

進めている「まつやま・もっと野菜を！プロジェクト」の参加により、弁当の注文数

が増え、利用者の工賃向上につなげることができました。就労については、1 名の利

用者が一般就労し、本人が相談できる場所の一つとして就労後の支援に努めました。

　今年度は、新しい作業の創出や既存作業の見直しなどを行い、高齢の方やワンステッ

プ事業の体験者、就労を希望する利用者など、様々なニーズに応えられるよう支援し

ていきます。

いんさつの咲々屋

　令和元年、咲々屋は 6 年目を迎えました。就労支援にチカラを入れながら取り組み

続け、平成 30 年度には 1 名が、今年度も 1 名が一般就労に結びつきました。

　就労だけでなく、居場所として利用されている方もいらっしゃいます。NPO 法人ど

んまいの祝日開所の方向性と共に利用される方々の居場所となり、職員は利用者のニー

ズや想いを引き出す力を培って一人ひとりのニーズに沿った関わりをして『咲々屋を

利用して良かった』と思ってもらえるような事業所にしていきたいと思います。

シェアハウスこだち

　シェアハウスこだちは、これから地域に出て社会生活を始めようと

思っているが不安が残るという方、家庭環境や住居等の事情により住

居の確保が困難な方に対して、一定期間住居を提供し、自立に向けて

日常生活の最低限の援助を行うための場所です。

　開設されてから 2 年目を迎え、入居者は 5 名となり、入居者同士

が協力し助け合い、意見を交わしながら生活を送られています。一人

でも多くの人が安心して地域で生活を送れるよう関係機関の方と連携

しながらサポートしていきます。

どんまいハウス

　平成 30 年度はサロン de いずみにて地

域移行定着の方の受け入れを積極的に行い

ました。その結果１名の方が退院され地域

で生活をされています。

　今年度も継続して長期入院されている方

の受け入れを積極的に行い、一人でも多く

の方を地域で自分らしく生活できるよう応

援していきたいと思います。

今年度もよろしくお願いします





○管理職は「理念」や「方針」「目標」について正しく理解し、何のためにその業務
を行っているのかを具体的に示していく必要があることを学んだ。　　　  　 （Y）
○誰かに何かを伝える時に自分の感情は置いて事実を正確に伝えることが大切だと
痛感した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）
○何にポイントを絞り伝えるのか、どのタイミングで伝えるべきなのかなど丁寧に
教えていただき、自分なりにイメージしながら学ぶことができた。　　   　　（S）

参加者の感想

　「管理職とは？」「リーダー

はどうあるべきか？」「職場で

うまくコミュニケーションを

とるには？」—６月８日（土）、

味酒心療内科会議室で「管理

職基本研修」を開催。NPO

法人どんまい

と味酒心療内

科 の 共 催 で、

双 方 か ら 17

名が参加しま

した。

　研修講師は株式会社キャリアプランニング様に依頼。

講師に小笠原弘明氏を迎え、「法人としての理念の重要性」

「管理職の役割・定義」「望まれる管理職像」「職場のコミュ

ニケーション」の４つのテーマについて、資料をもとに

４時間半じっくり学びました。

開  催 ! !
キャリアアップ研修

　「理念には組織の価値観が示されている」「その組

織の価値観が示されているのが理念。めざすべき

ゴール」「方針は理念を実現するための具体的な方

策」「目標は…」。講師のわかりやすいお話にみんな

真剣そのもの。

　講義を受けて 4 つのグループに分かれて

グループワークも行いました。

真剣な中にも時には笑いもおきながら、楽

しく学ぶことができました。

リーダー
とは？管理職

とは？
共 催

味 酒 心 療 内 科

NPO法人どんまい



法人ピアサポート事業　やってます！
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元気が出なくて身体が弱っていくので、

社会復帰できるか不安

でした。

退院したトッキーさんにお話を伺いました

地域移行支援事業を利用して

指定一般・特定相談支援事業所　まいん

相談員より

体験外泊を重ね、６月にグループホームに退院したトッキーさんからお話を伺いました。

「自分に負けないでください」とのメッセージはスポーツマンのトッキーさんらしい言葉だなと

思いました。これからも辛いことやしんどいこともあると思いますが、一緒に乗り越えていき

ましょう。退院おめでとうございます！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（濱石）

退院しても不安発作がいつ起きるか

分からなくて心配でした。

体験中に周囲の人に相

談したら不安が減り

ました。

退院の時、何が一番不安でしたか？

地域移行支援を利用して

良かった事はなんですか？

これからしてみたいことは

なんですか？

寝たきりの状態が１年続いたので今も

しんどいです。体力をつけてスポーツ

がしたい。

日中活動は楽しいので段々と時間を増

やせたらと思っています。

入院中の気持ちを教えてください

今も長期入院となっている方に

メッセージをお願いします。

自分に負けないでください。僕自身の

体験としてですが、何度もくじけそう

になりましたが乗り越える

ことが出来ました。

病気がある以上、これから

も楽になることは無いと思

いますが、退院したら新鮮

で観る世界が違いますよ。

支えになってくれました。相談にもよく

乗ってくれたことが良かったです。

それと自分のペースで退院に向けて進め

ら れ た こ と が 良

かったと思います。

トッキ—さん





一色　美子さん 徳井　伸二さん

　グループホームでは、6 月 5 日にナイスハートふれ

あいスポーツ松山大会に参加しました。

　自動車総連が主催する福祉施設を対象としたスポーツ

の大会で、どんまいハウスからは 10 名の方が参加され

ました。みんなで楽しく体を動かす事によって、他のグ

ループホームのメンバーとも交流を深める機会となって

いました☆

　緩やかな運動だった為、それぞれのペースで無理なく

楽しみ、怪我をすることもなく参加することができまし

た。日頃とは違う環境で体を動かすことで、良い経験が

できたと思います。　　　　　　　　　　　　　（中岡）
☆自分にできるスポーツを

　通して、色々な方と交流

　出来た事が楽しくてよか

　ったです。　　　　（M）

☆一年ぶりに参加出来て良

　かったです。また来年も

　行きたいです。　　（Y）

☆初めてだったけど、楽し

　かったです。　　　（Y）

落語家さんが来られてい

て、一緒に写真を撮って

くださいました。

音楽に合わせ、

いろんな方と交

流しました♪

他の施設の方と

協力して、頑張っ

ています！

ナイスハートふれあいスポーツ大会

グループホームに新しい仲間が加わりました！

利用者さんの感想

1.　入居してどのくらいになるか？　　　2.　ＧＨの生活で慣れない事？

3.　ＧＨの生活で嬉しい事？　　　　　　4.　今、楽しみにしている事？

5.　してみたい事、今後の目標

1.　6 月 26 日に入居しました。

2.　食器洗いが時々めんどくさい時があ

　　ります。

3.　みんなが温かく迎え入れてくれたこ

　　と。

4.　旅行に行ってみたいです。

5.　入院しないようにグループホームで

　　生活をしていきたいです。

1.　10 ヶ月になります。

2.　特にありません。

3.　みんなに頑張っているねと言われる

　　事です。

4.　レクレーションに参加する事です。

5.　１人暮らしをしたいです。

GH GH



●　ゆっくりクラブ　●

●　いんさつの咲々屋　●

◆ 4 月 20 日（土）ふれあいまつりバザー

　　　　＆5月 2日（日）堀江病院地域バザール

◆ 4 月 20 日（土）ふれあいまつりバザー

　＆5月 2日（日）堀江病院地域バザール

●　どんまいクラブ　●
◆ 4 月 20 日（土）ふれあいまつりバザー

　　　＆5月 2日（日）堀江病院地域バザール

スタッフの思い

当日は晴天で気温も高かったので、アイスクリンがよく

売れました。とても忙しくうれしい悲鳴でした！！！

みんなで力を合わせてがんばりました。　　　　　（清水）

利用者の感想

●ふれあいまつり
うどん作りは大変だったけど、得られたものも多

くとても貴重な体験ができて良かった。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ・Ｍ）

●堀江病院地域バザール
お昼時は、人がたくさん来て大変でパニックにも

なったけど手ごたえも感じました。　　（Ｓ・Ｏ）

利用者の感想

◆暑さもあったため、販売開始からアイスクリンの列が並んで途絶えず、

昼になる前に完売になり、まだ売れそうな勢いで慌しかったけど、笑顔

で、皆で協力して楽しくできました。　　　　　　　　　　　　　（O）

◆最初はアイスが固くて取りにくかった。天気がよかったので、お客さ

んが並んで、大変でした。コーンが 5、6 個つぶれていたので残念でし

た。完売したのでよかったです。　　　　　　　　　　　　　　（亀田）

スタッフの思い

●ふれあいまつり
事前準備はいろいろ大変でしたが、協力し合い一緒に販

売することで利用者さん達が達成感を得ながら地域交流

ができて良かったです。今後、様々なイベントに参加し

地域交流の機会を増やしていきたいです。　　　（藤原）

●堀江病院地域バザール
バザー初参加のお二人との参加でしたが、3 人が一緒に

積極的に声を掛けて完売することが出来ました（^ o^ ）

またひとつ自信がついていたらうれしいです♪　（河崎）

◆今年もバザーのシーズンが
やってきました！

ふれ
あい

まつ
りふれ

あい

まつ
り

堀江病
院

地域バ
ザール

堀江病
院

地域バ
ザール

スタッフの思い

どちらのバザーでもフライドポテトが完売、自主製品も沢山見て

いただけました。お客様への商品説明や声掛けもがんばって、商

品が売れた時の喜びをみんなで分かち合っています♪　　  （松浦）

利用者の感想

松山記念病院ふれあいまつりバザーで一生懸命売り

子をして、それなりに商品が売れてよかったと思い

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）

ふれあい

まつり

ふれあい

まつり

堀江病院
地域バザール

堀江病院
地域バザール

B型事業所バザー日誌B型事業所バザー日誌 Vol.2

お品書き お品書き

◆フライドポテト

◆自主製品

◆フライドポテト

◆自主製品

ふれ
あい

まつ
りふれ

あい

まつ
り

堀江病
院

地域バ
ザール

堀江病
院

地域バ
ザール









　メンバーさんのコメントが、施設外就労にとても意欲的な言葉で、

とてもうれしく思いました。

　まだまだ暑い日が続きますので、メンバー、スタッフとも脱水や

熱中症などの健康に注意して作業に取り組めるよう支援を行いたい

と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野本）

スタッフの

思い

就労継続支援 B 型事業所　どんまいクラブ

　今年の 2 月から 1 件、5 月から 2 件の 3 物件の清掃作業を請け負うことになりました。

　これもメンバーさん一人ひとりの努力の成果だと思っております。

　これからも、住人の方々にも喜んでもらえるような作業に取り組んでいこうと思っております。

　今年の 2 月から 1 件、5 月から 2 件の 3 物件の清掃作業を請け負うことになりました。

　これもメンバーさん一人ひとりの努力の成果だと思っております。

　これからも、住人の方々にも喜んでもらえるような作業に取り組んでいこうと思っております。

●施設外就労、新物件が増えました！

出発風景

★まだ慣れていないのですが、少しずつ

　作業を覚えていきたいと思います。（Ｉ）

★手際よく作業ができるようになりまし

た。これからは、隅々まで気配りがで

きるようにしたいです。　　　　（H）

★みんなと協力してすることで、作業が

しやすく、安心してできました。（W）

★丁寧に手早く作業できる

　ように、がんばります。（Y）

メンバーさんのコメント

荷物、積み込み中。荷物、積み込み中。

準備物は、
こんな物かな～
準備物は、

こんな物かな～
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