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

35
2020.Mar.

４月からの新体制

…………………………………… P1

お正月開所しました！ …………………………… P2
NPO法人どんまい・第 6 回

家族会開催

…………………………… P2

こころの健康フォーラム / どんまいクラブ …………… P3

体験発表
＆ミニフォトフレーム製作体験イベント
愛媛県域ピアサポーター 研修・交流会に参加しました

新人紹介

「さろんだぞう」でこんなふうに過ごしています♪
ゆっくりクラブ 忘年会開催！

事業所大掃除しました

…… P4
……P5

………………… P6

どんまいクラブ …………………………………… P7 , 8

ほのぼのカレンダー 御礼！
あとりえ de まいんど 新商品 のお知らせ
愛大落ち葉清掃・シェイクアウトえひめ実施！
いんさつの咲々屋
……………… P9
研修旅行＆忘年会 de 親睦を深めました！

どんまいハウス

忘、
新年会

グループホーム新入居者紹介
賛助会員募集・サロン事業のお知らせ
編集後記

この冊子は
オンデマンド印刷機
で印刷しております。
ご用命はこちらまで。

いんさつの咲々屋
089-961-1991

…………… P10

各事業所の 4 月からの体制について
令和２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。
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NPO 法人どんまい

人
O法
NP まい
どん

今年も 1 月３日にお正月開所しました！今回は三番町と本町（さろんだぞう）
２ヶ所で開催しました。のんびりと過ごされたり、お雑煮をいただいたりと
楽しく過ごすことができました～！生活の知恵についてみんなで話をしました！
さろんだぞう
の様子

三番町の様子

私たちの生活の
知恵。ふむふむ。

オセロで対決‼
むむっ。強い。

さろんだぞうには、どんまいクラブとグループホームに入居されている方たちが
集まり、三番町にはゆっくりクラブと咲々屋の利用者さんが集まって、一緒にご飯
を食べたりおしるこを作って食べたりしました。もちろん研修もしっかり行いまし
た！人生ゲームやオセロを楽しみながら、わいわい過ごすことができました！

ど ん ま い 家 族 会 を開催しました！

第6回

NPO 法人

令和 2 年 2 月 22 日（土）にサロン de いずみにて NPO 法人ど
んまい第 6 回家族会を開催しました。今回は、NPO 法人どんまい
の理事長でもあり味酒心療内科にて長年精神保健福祉士として多く
の方々と関わられてきた谷本圭吾氏に『親亡き後について』をテー
マに講演をしていただきました。
ご家族の方々にとっても、関心の高い内容であることもあり、こ
の日は生憎の雨天ながら 17 名の方々にご参加いただきました。
Q１

家族会に出席してみてどうでしたか？

Q２
1.5%
1.5%

6%

家族会に参加した目的はどんなことですか？
4.2%

良かった
94%

2.9%

記述なし
13.6%

Made in
咲々屋

家族同士の交流
個別相談
講師の講演
家族の事業所内での
様子を知りたい
その他

当日お配りしたメモパッド

スタッフの思い
『親亡き後について』は以前よりご家族も不安に思われており、私自身どのように関わり、支
援に当たればよいのか課題とするところでした。今回の講演は、不安に思うご家族だけでなく、
私自身にとっても、とても勉強になりました。
（池田）

こころの健康フォーラム in 清水地区
で体験発表をしました！
清水地区で 1 月 25 日（土）にこころの健康フォーラムが
開催されました。こころの健康づくりと精神障がいに対す
る理解を深めようとするもので講演やピアサポーターの体
験発表がありました。
ピアサポーターの声
精神障がい者と地域の

ピアサポーターの声
体験発表はとても緊張
しましたが、会場の人
たちは皆、熱心に聞い
てくれていました。こ
れをきっかけに精神障
がい者のことを少しで
も理解してもらえたら
いいなと思います。
（N.O）

人との関わりについて
話しました。今はあま
り関わってないのです
が、この発表を通して
地域の人と親睦を深め
ることが出来て良かっ
たです。
（清原）

スタッフの思い
当事者の方の体験発表を地域の方に聞いてもらうことで、支援者からだけでは伝えきれない思
いが住民の方に伝わったのではないかと感じました。
まずは、知ってもらうこと、挨拶をすること、
自分に出来る小さな一歩から進めていけるといいですね。
（川本）

シリーズ 6
どんまいクラブ 編

こころの健康フォーラム 体験イベント
【ミニフォトフレーム】製作をしました！

今回のこころの健康フォーラムにて、どんまいクラブは体験イベントに参加し、
参加してくれた方に
『ミニフォトフレーム』を作っていただきました！
切り貼りしながら
作ります！！

こんなステキな仕上がりになりました！！

いろんなパーツがあるよー♪

参加してくれた子どもたちや学生さん、みんな楽しそうに
作ってくれていて良かった。
自主製品もかわいいと言って、買ってくれて嬉しかった。
（Ｔ）

最初に大人数が来てく
れて、教えるのは大変で
した。でも、みんな思い
思いのミニフォトフレー
ムをデコレーションして
いる様子が楽しそうで、
良かったと思います。
その後、あまり人が来
なかったのですが、一人
ひとりゆっくりと世間話
をしながら体験して貰え
て楽しかったです。
（S）

NPO 法人どんまい
西条市に愛媛県域のピアサポーター・職員総勢４４名が集まり、研修
交流会がありました。
サポーターの声

・１月２０日にピアサポーター研修交流会に参加させて頂い
てよかったです。体験発表や自分自身の活動のお話を聞いて
もらって嬉しかったです。
（八塚）
・西条の研修交流会で宇和島や西条、新居浜、松山の人が集まっ
て意見交換会をしました。まだピアが進んでいない所がある
ので少しでもピア活動が増えたらいいと思った。
（石田 浩二）
・グループワークや活動報告書で松山以外のところがやってい
る活動や気持ちが分かって嬉しかったです。
（K.M）
・ピアサポーターになったきっかけについてなど、色々な人
の意見を聞くことが出来てよかった。
（K.M）

スタッフの思い
各圏域の取り組みの紹介の後、グループワークを行いました。
ピアサポーターとしてやりがいに感じていること、悩んでいること、たくさんの話しをすることが出
来ました。共感しあえることも沢山あり、いい経験になったようで良かったです。
（川本）

「ＮＰＯ法人どんまい」に
新しい仲間が入りました。

Ｑ１

北尾
（きたお

澪
れい）

どんまいハウス

仕事を始めた
きっかけ

料理教室もボランティア
に参加して雰囲気がとても
いいなと思いました。見学を
させて頂いて、お話を聞いて
いるうちに、ここに入職した
いと思うようになりました。

Ｑ２

趣味・特技

Ｑ１

池
（いけ

夕香里
ゆかり）

どんまいクラブ

釣り・映画鑑賞

Ｑ３

一言

先輩方を見習って、早く一人前になれるように精
一杯頑張りますので、皆さんよろしくお願い致しま
す。

仕事を始めた
きっかけ

前職では生活支援員をし
ていました。どんまいの事業
所を見学させて頂き、温かい
雰囲気と職員のみなさまの
思いに惹かれて、入職を希望
させて頂きました。

Ｑ２

趣味・特技

映画鑑賞、読書

Ｑ３

一言

みなさまとの一期一会の出会いに感謝して、一日
一日を大切に努力していきたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いします。

NPO 法人どんまい

「さろんだぞう」
でこんなふうに過ごしています♪
法人のサロン事業「さろんだぞう」では、現在、3 つのレギュラー企画を毎月実施しています。
それぞれの活動に参加されている方にどんなふうに利用しているか聞いてみました。

第２水曜

さろんだぞう
13：00 〜 17：00

ゲームや、パソコン、おしゃべり
をしたりして自由に過ごせます。
Ｂ型の作業が終わってから利用しています。印刷物を見本に、自分なりにアレ
ンジしながらパソコン入力の練習をしています。皆さんもさろんだぞうに来て
みませんか。
（A.Y）

一度も参加されてない方でも一度遊び心で
食べるだけでも来てみませんか。皆さんと
話したり、ゲームをしたり、色々と楽しん
でいます。
（村上）

第３金曜

どんまい食堂
15：30 〜 19：00

主に一人暮らし
の 方 が 集 ま り、
にぎやかに食事
しています。

調理を担当して、みんなが「美味しい！」
と言ってくれた時は、とてもうれしいです。
家に帰って一人で夕飯を作って食べるより
美味しい気がします。これからも、参加し
たいと思います。
（平林）

第４金曜

さろんだぞう
カフェ
10：00 〜 15：00

地域移行地域定着支援事業
の対象者の方やピアサポー
ター、地域で生活されてい
る当事者の方が集まり交流
を深めています。

入院中の患者さんと一緒に昼食
作りをしています。一緒に働く
ことで、その人となりがにじみ
出て、昔からの友達のような気
が し ま す。病 院 で は 出 な い メ
ニューで毎回好評です。
（杉本）

スタッフの思い
「どうしたら来られた方がゆっくり過ごせる場所になるのか」「利用者の方が楽しめる企画は
何なのか」を考え、試行錯誤しながら進めています。少しでも興味がある方は気軽にのぞいて
みてください。
（松田）

就労継続支援 B 型事業所 ゆっくりクラブ
２０１９年 ゆっくりクラブ メンバー＆職員 忘年会をしました!!!
12 月 16 日 ( 月 ) に行った忘年会の様子をレポートします！
場所は、一番町にある『サルヴァトーレ クオモ＆バー』。3 か月に 1 度メニューが変わるイ
タリアンランチビュッフェ！メンバー＆職員総勢 21 名が参加しました！

みんな始まる前から
テンション上がってました！

料理もどれもおいしい
ものばかりで、箸がなかな
か止まりませんでした…

日頃なかなか話す機会のない方も
参加し、忘年会が始まると会話も
盛り上がりとてもいい時間を過ごす
事が出来ました。

スタッフの思い

利用者の声
ピザがとても美味しかったです。
交流できてとても楽しかったで
す。
T.Y

これからも楽しい仲間で、ゆっくりクラブを盛り上げていき
ます！！２０２０年もよろしくお願いします。
（川本）

❖❖2019年の締めくくりとして恒例の「年末大掃除」を実施しました❖❖
大掃除はしんどい作業ですが、みんなよく動きちょっぴり楽しそうに取り組むことができま
した。その時の様子を一部分ですが、紹介いたします！
「綺麗になぁ～れ
(^^♪」

心を込めてほこりを
拭いて、とてもすっ
きり！

「ははは」

「ははは」と照れ笑
いしながらも細かい
ところを美しく拭い
てくれました！
「さあ、みがくぞ—❢」

❖利用者に感想を聞くと…
「疲れた～」
「すっきりして良かった！」
「最後の作業と思って頑張った！」など
それぞれの思いを話してくれました。

❖職員の思い
…

みんな普段出来ないところを熱
心にピカピカに磨いてくれまし
た !(^^)!

みんなの頑張りは素晴らしかったです！本当に力一
杯取り組んでどの部屋もピカピカに美しく仕上げて
くれて、とても澄んだ空気になりました！
本当にお疲れ様でした！ ありがとう＼(^o^) ／
また、今年度末もよろしくお願いしますね♪（戸嶋）

就労継続支援 B 型事業所 どんまいクラブ

どんまいクラブ

新商品情報♥

はちわれネコ
ストラップ

コアラ
ストラップ
注目すべき
は耳！

今年も続々と新商品の製
作に取りかかり、皆様にお
人気シリーズに
はちわれネコ

届けできるよう準備を進め
ています！バリエーション

登場！

豊かで温かみある商品をお
楽しみいただけるよう、利
用者みんなで協力して取り
組んでいます。

ねこの手ストラップ
セットで揃えたく
なっちゃう♪

ちょうどいいサイズ感の
カバンを目指しました。

ねこブローチ

人気のしば犬ストラップもリニューアル♡

布製品制作中…！！

定番で
リニューアル
目が入りました。

Comming Soon...!!

ほのぼの
２０２０年 カ
レンダー

お買い上げ ありがとうございました！
おかげさまで、2020 年の「ほのぼのカレンダー」A4
中綴じサイズ、卓上サイズともに大好評いただきました。お
買い上げ、誠にありがとうございました !!
どんまいクラブのカレンダーは、利用者同士でテーマの意
見を出し合い、県内外のイラストレーター様・作家様にご協
力いただき、制作から販売まで利用者が力を合わせて作業し
ている完全オリジナル商品です。売り上げが利用者の工賃と
なるだけでなく、バザーや注文商品のお届けの際に直接お客
様からの声を聴けることも利用者にとって大きな励みに
なっております。現在も絶賛販売中ですので、引き続きご愛
顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

利用者の思い

１枚１枚真心を込めてより完成
度の高い物作りを目指しておりま
す。今後ともお引き立てのほど宜
しくお願いいたします。
（H）

お問い合わせはどんまいクラブまで。

☎０８９−９２３−３０２３

就労継続支援 B 型事業所 どんまいクラブ
落ち葉を掃いて集める
のに苦労した。 （S）

昨年に比べて落ち葉が集め
にくかったです。
（K）

愛大医学部

落ち葉清掃
水分を含んだ落
ち葉で、収集した
袋がとても重かっ
たです。 （Y）

前日の雨で落ち
葉を収集するのに
大変だった。
（H）

スタッフの思い

路面が濡れていて、ホウキ
で取りづらかった。
（S）

12/16・17 の 2 日間、落ち葉清掃に行きました。冷たい雨が降る日もあり、前日に作業
を行ったところにまた落ち葉があって残念に思いました。全員で協力して作業ができました。
皆さん根気よく頑張ったと思います。
（野本）

シェイクアウトえひめ（県民総ぐるみ地震防災訓練）
●

令和元年 12 月 17 日（火）午前 11 時〜
地震発生時の安全確保行動の
確認や防災意識の向上を図るため
参加、実施しました。
「（1）まず低く =DROP ！」
→
「（2）頭を守り =COVER ！」
→
「（3）動かない =HOLDON ！」
の安全確保行動を約 1 分間行い
ました。
急な訓練でビックリした。いざと
いう時に、行動できるようにした
いと思いました。

（A）

●

就労継続支援 B 型事業所 いんさつの咲々屋

２０１９ 咲々屋研修旅行 in 岡山
今年の研修旅行は鷲羽山ハイランドコースと倉敷美観地区散策＆ジーンズストラップ作りコースの 2 パ
ターンに分かれていきました。バスでの長距離移動が大変ではありましたが職員、利用者ともに楽しく過
ごせました。

★鷲羽山ハイランド

★倉敷美観地区散策

・アトラクションが
楽しい！（K.O）

力がいるな～ !
うまくできるかな !?（S.K）

・降ろされにいきます…！
（N.K）

児島にて・・・キーホルダー作り

スタッフの思い

鷲羽山ハイランドにて・・・ショーダンサーたちと。

当日は雨が降るかと予想されていましたが、日
中は天気に左右されることなく過ごすことが出
来ました。職員・メンバー間での交流を深める
いい機会になったのではないかと思います。
（藤原）

２０１９ 咲々屋忘年会
令和元年を締めくくる咲々屋の
忘年会が一番町の東急レイホテ
ルで開催されました。
ホテルのビュッフェはお料理やデ
ザートの種類が多くて色々なもの
が食べれて良かった。レクレー
ションでは場所が分かれてしまう
のであまり普段会わない人との交
流ができなくて残念でした。（K）

利用者の感想
今回、忘年会交流会に参加
して、ランチビュッフェで
は色々な物をたくさん食べ
れて良かったです。二次会
のカラオケでも色々な歌が
聞けて楽しかったです。
（M）

交流会はカラオケで皆さ
ん歌が上手くて盛り上げ
上手だったので楽しく過
ごせました。スタッフの
皆さんが気を配ってくだ
さって感謝です。
（K）

スタッフの思い

忘年会は今年から新しい場所での開催になりまし
た。ホテルバイキングランチの食べ放題、飲み放
題とあってメンバーさんも職員も日ごろのうっ憤
を晴らすかのようにお腹いっぱい堪能できました。
レクレーションでは日ごろなかなか遊ぶことが少
ない仲間とそれぞれ楽しい一日を過ごせていまし
た。
（早瀬）

共同生活援助事業所 どんまいハウス

今年は少し早めですが、
12 月 17 日（火）に本町センター１F にて本町 3 施設合同
で忘年会、また別日に、どんまいハウスいずみでも夕食を豪華にして忘年会を、そして、
どんまいハウスもなもでは新年会を実施しました！
ピザ・お寿司・唐揚げ・ポテト etc……。皆さんが食べたいものが盛りだくさんで
した♪
また、食後にはビンゴゲームを行い、大盛り上がりでした。

スタッフの思い

ビンゴ大会で、
実用的なものが
当たったので
うれしかったです！

同じ建物で生活していても、階が違え
ば中々会えなかったり話せなかったりが
多いですが、今回の忘年会でたくさん交
流しました。日頃のストレスを発散する
ように、飲んで食べて話して、楽しむこ
とができたのではないかと思います。
（矢野）

新メンバー紹介
お腹いっぱい
美味しいものが
食べれて
うれしかったです！

どんまいハウスひなたに
新しい仲間が入居しました！

〜ひとこと〜
●入居して約 3 カ月が
経ちました。
●静かにゆっくりしたい
です。

NPO 法人どんまい
賛助会員募集中！
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

当事者の方にゆっくり出来る場を提供す
るために、
サロン事業として
「さろんだぞう」
を開催しています。

さろんだぞう活動内容
●ゆっくりできて居場所となるような
場の提供（おしゃべり・ゲーム・パ
ソコンなど）
●ピアサポーターと一緒に昼食作り
・日中の活動先や居場所を必要としている
方の支援にご活用ください。
お問い合わせ先

口座番号

01630-3-140194

口座名

NPO 法人どんまい

※他行からお振込みの場合
169店 当座 0140194

普通 １９２２６７７

NPO 法人どんまい

理事長

NPO法人どんまい本町事務所 089-907-1541

編 集 後 記

伊予銀行
松山駅前支店

サロン事業

谷本圭吾

個人会員＝1口

5,000円

団体会員＝1口

10,000円

「どんまい便り第 35 号」いかが
だったでしょうか？
今号では、来年度からの新体制
に始まり、各事業所の忘年会や旅
行の様子など皆さんの素敵な笑顔
をたくさんご紹介しております。
コロナウイルス等の流行で大変な
事も多いですが予防・対策をしっ
かりと行い、乗り越えていきたい
と思っております。今後ともＮＰ
Ｏ法人どんまい同様、「どんまい便
り」もよろしくお願いいたします。
編集担当者一同

個人情報の取り扱いについて
◆取材（画像など含む）
、原稿依頼などにより取得した個人情報及び個人データは、
「どんまい便り」
への掲載のために使用します。
◆当広報誌は、個人情報が掲載されておりますので、複写・転載を禁じます。
◆個人情報の画像の取り扱いについては、
各施設ごとに利用者と取り交わした書面の内容に基づい
て取り扱っております。

