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愛媛県 四国中央市 土居町発！！ 

～❤ぴーなっつに想いをこめて❤～ 

                種をまこう 種をまこう 
      想いをこめて       
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この地に芽がでますように 

人とのつながりと 

   あなたの心に花がさきますように 

 

  
                 

今日は きっと 
 
つぼみが 大輪になるまでの 
１ステップ 
 
花咲くまで 
ひとつづつ そのステップを 
確かめながら 

  どんな色になるか想うばかり 
 



      今人倶楽部の紹介をしますー！ 
☆NPO 法人「今人倶楽部」も４年目を迎えています。しかし、まだまだ知ってる方も少ないのでは。 
今回の通信では、新しい取り組みを紹介したいと思います。 
 
 
 

主催  ＮＰＯ法人 今人倶楽部  

       

対象  しょうがいのある方とその家族を中心とした四国中央市民。 

  （現在は、スタート時なので参加に限定あり。） 

        

目的  ①余暇（日曜日）を充実して過ごすための選択肢の一つとなるように。 

  ②色々な体験をしていく中から、自分のしたいことや好きな活動をみつける。 

  ③会に関わってくれるボランティア等を増やしていくことで、 

   色々な人とかかわるきっかけ、地域とのつながりをつくる。 

  ④集まる場所つくり。   

        

頻度  月一回 第二日曜日の予定。    

    

基本  まず第一に「楽しい」こと。わくわくするような活動。      

  うきうきして楽しみで普段の生活もがんばれてしまうような活動。 

  無理をせず、自分にあった内容の時を選んで参加できる。 

 
これまでの活動を紹介いたします。２００８年１月からスタートしました。 
[第一回] １月 土居  今人倶楽部にて ワッフルつくり 
[第二回] ２月 川之江 金田公民館にて バレンタインチョコとカードつくり 
[第三回] ３月 三島  シャンテにて  カラオケ 
[第四回] ４月 三島  豊岡公民館にて お花見＆おにぎり・玉子焼き・豚汁つくり 
[第五回] ５月 川之江 メンドリ公民館にて 音楽セッション （カノンさん主催） 
[第六回] ６月 西条へ 電車で鉄道歴史パークにいこう 
 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
遊ぶ会開催にあたり、参加して下さる方にアンケートをとりました。お知らせも兼ねて 
アンケートの集計結果を紹介いたします。 
 
[対象者] 障がいのある子どもさんの保護者・障がいのある本人・ヘルパー・ボランティア 
[期 間] ２００８年２月～４月 
[方 法] アンケート用紙の配布・郵送や手渡しにて回収・集計 
[目 的] 今後の活動につなげるために要望をまとめる。内容や開催場所のアイデアをもらう。 
     アンケートに答えてもらうことで、よりこの活動についてしってもらう。 
[結 果] 
質問① 日  時 参加しやすい週は？という答えとして、第二日曜が多かったため、第二日曜に固定していき

たい。参加しやすい時間帯は１４時からが多かった。 

月一回の余暇活動支援 あそぶ会 
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①おでかけ型⇒（１位）電車にのる（２位）ディキャンプ（３位）バスに乗る 
（４位）カラオケ（５位）芋ほり（６位）ウォークラリー・映画 
（その他）川遊び・お花見・ピクニック・ハイキング・買い物 

②室内型  ⇒（１位）お菓子つくり（２位）料理・季節のイベント・音楽あそび 
       （３位）絵画・コンサート 
       （その他）メイクアップ講座 
③スポーツ型⇒（１位）卓球（２位）バレー 
       （その他）トランポリン・バスケット・バトミントン 
④自己実現型⇒個人でやってみたいが、一人ではなかなか実現しない事を取り組む。 
        音楽会 

質問② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内  容 
 
★アンケート

用紙に提案し

た内容で希望

が多かった 

順位と 

その他やって

みたいこと 

 

 ⑤講師体験型⇒トンボ玉・藍染・竹細工・陶芸 
質問③ 場  所 川之江・土居・三島では三島でという希望が多い。公正をきすために三地域でできるだけ順

番に開催していけばいいのではという意見あり。 
その他に活用できそうな場所として公民館・自治会館・保健センターの空き部屋・川之江児

童センター・集会所を教えていただく。 
質問④ 連絡方法 メール・お便り・電話・その他では、メールが一番多く、今後もメールでお誘いしていく。 
質問⑤ そ の 他 この会の名前は？       など色々案をいただきましたが、遊ぶ会の名前は 

○ゆうゆう倶楽部        
○あそぶんぶん倶楽部 
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○ばなな 
○かたつむり 
○わくわく 
 
テーマソングは？ 
今後、会の中で作曲 
しようと思います。 
 

[考 察] 以上がアンケート結果でした。アンケートにご協力どうもありがとうございました。 

にじいろ に決定！！！ 

ひとりひとりの個性の色があって

集まった時とてもきれいな虹色に 

なりますように。 

今後はこのアンケート結果をもとにいろんな場所で、たのしい活動をしていきたいと思いますので 
    ご期待ください。 
     具体的に今後企画していこうと考えているのは、 
    流しそうめん・花火大会・しゃぼん球遊び・宝さがしウォークラリー・芋ほり＆おやつづくり 
一年間を通じてのアルバムつくり・季節にあわせたイベント・季節のお菓子や料理つくり 
ボランティアサークル カノンさんを講師に会のテーマソングつくり などです。 
    この他にもその都度、みなさんの声をききながら「やってみたらおもしろいかも！」を一つ一つ 
    実現したいと思いますので、またいろんな提案をしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべて一から始まったばかりです。 

色々な方に手伝ってもらって 

色々なつながりがうまれますように。 

無理せず、企画者が一番楽しんで 継続していけるように 

ぼちぼちやりますので、どうぞ一緒にお願いいたします。 

ボランティア 
大募集中！ 
当日のお手伝い 

一緒に企画して下さ

る方募集してます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
お手伝いいただく方、参加希望者は、拠点に顔を出して 

いただくか、連絡先にお電話ください。お待ちしています。 

廃品回収より 水曜日の午前中、一緒に廃品集めて下さる方。 

ともむぎより パンづくり、パンの配達、販売のお手伝い。 

にじいろより 遊ぶ会にきてください。毎月募集内容は四国中央市 

ボランティアセンターホームページにアップしてます。 

連絡先 090－7626－5941 森田まで 

 ＨＰより 情報や写真をメールで送ってください。 

 ホームページ内・つうしんで紹介させていただきます。 

パソコン教室 

毎週土曜 13 時～17 時まで 

月額 8000 円 会員 5000 円 30 分 500 円 

時間内フリータイムで好きな分だけ学習できま

す。ワード・エクセル以外にも、分からないとこ

ろを質問してください。 

 ０９０－６２８１－６０８６  

パン工房「ともむぎ」 

いつもパンのお買い上げありがとうございます。 

お客様の要望に合わせてクッキー･焼き菓子の詰め

合わせ（１０００円～）させていただいています。イベ

ントなどの際には 

是非お電話ください。 

 ０８９６－７４－２９９１  

要約筆記より 

水曜の夜七時から今人倶楽部にて要約筆記の

練習をしています。あわせて自閉症についてや

福祉システムについての勉強会もしています。

また覗いてください。 

 

バリアフリーマップ 情報募集 

今人倶楽部では四国中央市内におけるバリアフリ

ーの状況を調査しホームページに紹介していこうと思

います。まずは公共施設からはじめようと思います。 

 現場の状況や使用感・写真・感想などを送っていた

だける方を募集しています。 

 送っていただいた情報は、ホームページ内で誰もが

情報を共有できるように公開させていただきます。

ボランティア募集

今人倶楽部の会員募集中 

年会費 正会員  １万円 

賛助会員  3000 円 

●会費振込先 郵便局 

加入者名 特定非営利法人 今人倶楽部 

口座番号 0166-9-37918  

●手数料無料の振込用紙も用意しています。 

事務局までお問いあわせ下さい。

現会員の多くは他に仕事を持ちつつ、自分の空き

時間を使って活動していますので、歩みがゆっくり

なのです。もっと皆さんに知っていただき、多

くの方に関わってほしいと思っています。 

 -

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部 
〒７９９－０７０２ 

愛媛県四国中央市土居町小林 1785-1 

ＴＥＬ： 0896-74-2991 

ＦＡＸ： 0896-74-6910 

HP： http://imagine-npo.com

Mail： info@imagine-npo.com

 

代表 吉原 敦 

編集 鈴木 太 

森田 順子 

 

《 編集後記 》 
外へ出かけるのにも気持ちのいい季

節となりました。あちこちに花や野菜の

芽が出だし、何か動きそう？何か動く

ぞ！何かを動かさねば！と思わせてく

れます。もう 4 年目？と思う今人倶楽部

の活動ですが楽しい動きがおきるよう

がんばっていきたいと思います。 
 活動への参加は気軽にご連絡下さい。

会員でなくても活動への参加は可能で

す。ご連絡お待ちしています。 
             鈴木 
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