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ＮＰＯ法人 今人倶楽部

★ 第２３号：２０１５年 １０月１９日

発行

★

～❤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
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

★土居

ともカフェ 作品紹介★

土居ともカフェでは、ランチ終了後の午後に時間をつかって、折り紙作品を作成しています。店内に季
節感がでるように、季節に合わせて折々に展示していますので、是非お越しの際は、お食事と一緒に可愛い
作品もお楽しみくださいね。今回は、その中から少しご紹介します。

【季節で窓につるして】
桜、こいのぼり、紫陽花
と雨粒
【空スペースを
活用して】
【パンの横に♡】
菖蒲、カーネーシ

季節の花々
七夕笹飾り

ョン、苺、雨傘

みなさん楽しんで
作ってくれてます！
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今年度からの通信は、ＮＰＯ法人 今人倶楽部の各部署から記事を書いてもらう
担当制にしました。今回は、夏の活動を中心にお届けします。

① インクル―シブセンターいまじん（土居）→「ともカフェ」
「ともむぎ」
「ねねみ」
生活介護と、就労継続Ｂ型として日中活動をしています。

祝日のお楽しみＢＢＱの報告
７／２０（月）
ともカフェにて BBQ をおこないました！！
皆で協力して準備を行い・・・

予定より時間がかかりましたが、おいしい BBQ を
たべられました☆
しめには、みんなが大好きな、

焼きそば！！

おなか一杯になった後は皆で片付け。床までピカピカ☆に磨き、
翌日のお客様を気持ちよく迎えられるようにしました

（報告） ねねみより

② インクル―シブセンター三島→「ともるる」
生活介護として日中活動をしています。グループホーム「るこうそう」のスタッフも外出の時はサポートして一緒に
楽しんでいます。

外出報告
５／１８（月）
あすたむらんど徳島に行ってきました。
この日はともるる、縷紅荘合同の総勢１６名、
３台に分乗しての片道１時間半弱の外出でした。
いくつかのグループに別れ、乗物や映像等を選び
体験や見学を楽しみました。
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夏祭り
８／２５（火）
今日は駐車場でそうめん流しと夏祭り…のはずでしたが台風 15 号の影響で雨・風の中
軒下と室内を使ってそうめん流しをはじめチョコバナナ
フランクフルト等を食べ ヨーヨー釣り、射的
スーパーボールすくいをして楽しまれました。
器用に釣ったり、すくったり、射的では見事的中し、
おもちゃをゲットした方もいらっしゃいました。
土居からも数人が夏祭りに参加してくれました。

（報告） 石川 美津子

③ グループホーム→「るこうそう」

はじめてのお泊り外出
９/２３（水）９/２４(木)
グループホーム「るこうそう」ではじめてのお泊りつきの外出をしましたので、ご報告します！

○姫路セントラルパーク
縷紅荘メンバーで旅行にいきました。
姫路セントラルパークでは、それぞれ
乗りたい乗り物に乗り、楽しんでいま
した。職員と一緒にジェットコースター
に乗った方や、ボートを操縦する乗り物
に乗った方などいました。
昼食後には、ワンワンショーを見たり、
射的、ボール入れなどにチャレンジして
遊びました。
サファリパークでは車の中から動物を
見ました。ライオンやゾウなどの定番の
動物からあまり見かけない動物もいまし
た。サイが思っているより大きくみんな
びっくりしていました。
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○姫路城
姫路城に行くのは初めての方がほとんど
で、「きれい」「大きい」と興奮していま
した。前から姫路城に行くのを楽しみに
していた方もいて、喜んでいました。
人が多くて、天守閣までは上がることが
できませんでしたが、写真をいっぱい
撮り大満足です。

(報告) 石田 絵梨佳

④ 余暇支援→「にじいろ・パンダ倶楽部」

一番人気の
遊び!(^^)!

寒川小体育館でサーキットあそび
●8/8（土）１０時～12 時

担当職員

【鈴木孝志・髙橋敦也】

障がいのある小学生を対象に、寒川小の体育館を
お借りしてサーキット遊びをしました。
参加してくれたのは、全員が小学５年生の４名。
高校生ボランティアさんが９人、社会人ボランティア
さんが２人でした。
内容は、ペットボトルボーリング・フラフープ
ボール投げ・段ボールで作った筒くぐり・風船を
うちわであおぎゴールまで・フットサルゴールという
コーナーを⑥作り、それを何回も回って遊びました。
一番人気だったのは、ヘルメットをかぶったお兄さんが
背負ったかごにボールをいれる遊びでした。
夏休みの大変暑い中でしたが、みんな思いっきり
走ってよく遊びました。おやつタイムにはクーリッシュ
を食べて体を冷やしました。ボランティアさんが
たくさん来てくださって、
楽しんでくださって本当によかったです。
●8/30（日）富郷湖畔にてカヌー体験
担当職員【石川美津子・森實博美・石田絵梨佳】
参加者多数で楽しみにしていましたが、残念ながら、
天候が悪くて当日中止になりました。
「また来年も企画してくださいねー。
」というお声を
たくさんいただきました。
(報告) 鈴木順子
★次回は、１１月２１日（土）寒川公民館でのうどん作り体験です。参加申し込みお待ちしています！
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⑤ その他のお知らせ
8 月 11 日（火） 寄付金贈呈式
ほっかほか亭オーナー会地元代表（有限会社石水フーズ 石水郁夫代表取締役）から
県内のほっかほか弁当 41 店舗で集まった「ほっかほか募金」36 万円の寄付金をいただきました。
当日ともカフェで贈呈式を行いました。
代表理事の鈴木 太が「地域福祉の向上のために使わせていただきます」とお礼を述べました。

10 月 10 日（土） 福祉フェスティバルにて表彰されました！
四国中央市社会福祉協議会 様から
福祉フェステェバルにて表彰されました！
副代表の髙塚が当日表彰状をいただきました。

☆お知らせと募集のコーナー☆
パン工房

ともむぎ

より

販売予定イベントのお知らせ

10/10（土）福祉フェスティバル【土居ユーホール】
10/25(日)子育てフェスタ【三島運動公園】
11/14(土)産業祭【三島運動公園】で販売を行います。
ぜひ、お越しください。
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居宅介護事業所「ごきげんさん」
障がいのある方を対象にしたヘルパーさん
募集しています！

今人倶楽部の会員募集中
年会費

ヘルパー二級・介護福祉士の方で働ける方、募集し

正会員

サポート会員 3000 円

ています。詳しくはごきげんさん専用携帯
０８０－３４２４－９９３５

１万円

賛助会員 いくらからでも

矢野まで

●会費振込先 郵便局
加入者名 特定非営利活動法人 今人倶楽部

パソコン教室 生徒さん募集

口座番号 01660-9-37918

土居 今人倶楽部にて開催

●手数料無料の振込用紙も用意しています。

毎週土曜 13 時～17 時まで

事務局までお問いあわせ下さい。

月額 8000 円 会員 5000 円 30 分 500 円
０９０－６２８１－６０８６

鈴木まで

余暇支援年間計画のお知らせ

と ボランティアの募集

余暇支援にじいろ・パンダ倶楽部より
①5 月・ＢＢＱ ②8 月・寒川小体育館で遊ぼう ③8 月・カヌーの企画が終了しました。
残りの企画を紹介します。

④

11 月 21 日（土） 10 時～13 時

金田公民館

手作りうどん体験

担当
石川・西村

⑤

12 月 19 日（土） 13 時～15 時

土居ともカフェ

クリスマス会

担当
石田・鈴木

⑥

2 月 13 日（土）

土居ともカフェ

お楽しみ会、お菓子作り

担当
石村・河渕

13 時～15 時

障がいのある方を対象に、職員がペアになって担当し、楽しい余暇の企画をしています。内容の変更もあります。
一緒に楽しんでくださるボランティアさんも募集しています！
詳しくは今人倶楽部ホームページにアップしています。ボランティアセンターさんのホームページにも載っていま
す！ボランティアしてみたい方、参加されたい障がいのある方、是非下記の電話【担当鈴木】までお電話ください。

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部

《 編集後記 》

〒７９９－０７０２

すっかり秋。皆様にはどのような秋が
訪れているでしょうか？今回は、暑い季
節の報告となりました。秋も楽しい事い
っぱいで、素敵な笑顔が見られる日々
にしたいですね。次回は、12 月発行予
定です。今日もいい一日でありますよう
に。

鈴木順子

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
編集

鈴木 太
鈴木 順子
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