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～❤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

≪新コーナー≫ ヘルパーからプチ情報
ヘルパー事業所「ごきげんさん」では、特に知的障がいや、発達障がいのある方と過ごす時間が多いです。そ
のサービスの中で活用している物などをご紹介したいと思います。日々の参考にしていただけたら嬉しいです。

居宅介護「ごきげんさん」から

わからない不安

外出支援を行う上で、とても大事なものが「スケジュール」です。
私たちはある程度、頭の中で見通しを持って行動することができますが、
障がいがある方々の中には、自分で予定を立てて行動したり、スケジュール
を覚えておいたりすることが苦手な人もいます。また、あらかじめ予定が分
かっていることで安心したり、心の準備ができたりすることもあります。

安心感 見通し

話し言葉を理解するよりも、視覚的な情報を理解するほうが得意な方々が
多いので、それぞれのわかりやすさに合わせた「スケジュール」を用意して
います。
「文字で書いたもの」や「絵や写真を取り入れたもの」、
「カード形式
のもの」や、「実物」を使うこともあります。
スケジュール

いろいろ

文字、絵、写
実物で

文字、絵、写真等でわから
ない場合でも、実物のペッ
トボトルやお菓子の空箱
を見せると、次にそれを買
いに行くということが伝

折りたためる台紙と
マジックテープで

紙で

真を使って紙

文字のカード形式。

にかきます。

自分で「終わり」の

終わったらシ

袋にいれ、最後はす

ールをはって

べての予定がなく

終わりがわか

なります。鞄にいれ

ります。

て自己管理する方
もいます。

わります。

また、外出時に、想定外の出来事が起こることもよくあります。
そういった「変更」を伝える際も、
「スケジュール」はとても役に立ちます。
前もって「変更」を伝えることで、心構えができることもあるのです。
矢野志穂、鈴木順子

おわりの袋
付箋などで視
覚的に変更を
伝えると受け
入れがスムー
ズです。
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ＮＰＯ法人 今人倶楽部の各部署から記事を書いてもらいます。
今回は、冬らしい企画の報告がいっぱいです。

① 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。

１２月２３日に餅つき大会を行いました。当日は肌寒かったのです
が、職員と一緒になって利用者さんもお餅をつき、難しいと言いな
がらも楽しそうにされていました。お餅を丸める作業では皆さんの
個性が存分に出ており、様々な形や大きさがあり、思い出に残る良
い１日になりました。

バイキング
２月２０日

にバイキングを行いました。

自分の食べたい物ばかり選んで食べていたので
利用者さんの好き嫌いが良く解りました。
また、手巻き寿司を用意し自分で巻いて食べて
頂きました。

消火訓練
２月２１日

に消火訓練を行いました。

皆さん消火器の扱いに四苦八苦しながらチャレンジされていました。

（報告） 橋本 栄吉
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②余暇支援→「にじいろ・パンダ倶楽部」

クリスマス会
今回は行き帰りにバスを利用

１２月１７日（土）

される方が３名いたため、
「ね

土居今人倶楽部にて、１３時～１５時に

ねみ」バス停までお迎え、お

恒例のクリスマス会をしました。

見送りをしました。

ボランティアの学生さん２名
成人の方

８名

小学生

１名

ボランティアさんもトナカイ
とサンタさんになって寒い
中、バス停で待ってくれ、到

保護者の方２名
職員２名

着早々に、クリスマスムード

全部で１５名の参加になりました。

をもりあげてくださいまし
た。(＾◇＾)
みんなでサンタの帽子をか
ぶったり、クリスマス仮装
をして楽しみました！

内容は
①ビンゴ大会
②ビンゴになった人からプレゼント
選ぶ、プレゼント交換
③ともむぎのシフォンケーキに飾り
つけして食べる
④ゲーム大会
大きなジェンガをしました。
毎年同じ内容ですが、定番が心地いい
方もいらっしゃるようです。
また来年もお楽しみにー！

パンづくり体験
２月１8 日（土）
土居今人倶楽部

パン工房ともむぎを使って 10 時～１3 時に

パン作り体験をしました。参加者は、全部で 14 人

になりました。工房の中に入れる人数が限られていたので、6 組限定になりました。
成人の方

5 名、小学生

1名

あとは保護者の方、ボランティアの方も一名来てくださいました。
お昼ごはんづくり
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成形した焼く前のパン

焼き立てほかほかのパン

内容は
①工房でパンの成形をする。
（メロンパン、チョコパン、クリーム
パン、あんパン、ぼうしパン）
②役割分担してシチューやサラダづ
くりをする。
③焼き立てパンとおかずをお昼ごは
んに食べる。
④残りのパンはお持ち帰りする。
パン作りは初めてでしたが、無事に終了することができました。

みんな上手にパンを作りニコニコと

パン生地は用意しておき、５種類のパンを一つづつお手本をみて

大満足で帰られました。

自分達で成形しました。手順書もみながらつくりました。お手本
を見るときの顔がすごく真剣で、みなさん普段より集中して作業
に取り組んでいました。パン生地の柔らかい感触も気持ちよかっ
たようです。
お昼のごはんづくりも、自分の役割をそれそれがしっかりして
くれおいしいおかずができました。何より焼き立てのパンがすご

みんなで食べ

く美味しかったです。持ち帰ったパンもご家族に喜んでもらえた

るとおいしい

という声をたくさん聞きました。

なあ。(^^♪

（報告）

鈴木

順子

【今後の余暇企画のお知らせ】
2016 年度は、年間で四回の余暇活動をすることができました。
いろいろな障がいのある方に来ていただきました。また、ボランティアさんにも関わっていただきました。
「楽しむこと」そして 「いい出会いの場になること」たくさんの願いを込めて 2017 年度も余暇活動を続け
ていきたいと考えています。
ぜひぜひ、年に一回でもいいので楽しみにおいでてくださーい！！
具体的な日程は、また決まり次第お知らせします。こんな企画考えていますので、下記ご確認くださいませ。
２０１７年度

余暇活動の予定

開催月

開催内容

開催場所

①

5月

カラオケ

②

８月末

カヌー体験

富郷てらの湖畔

③

１０月

芋ほり大会

豊岡町の畑

④

12 月

クリスマス会

土居イマジン

⑤

2月

パン作り体験

カラオケ

まねきねこ

土居パン工房

ともむぎ

●こんな企画したらどう？
●こんな場所がつかえるよ！
●こんなことしてみたい！
なんでもいいのでご提案して
ください。参加だけでなく、企
画案もお待ちしておりまーす。
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☆お知らせと募集のコーナー☆
パン工房

ともむぎ

よりお知らせ

3/19（日）10：30～15：00
もっと！あったマルシェ【宇摩調剤薬局駐車場にて】
販売を行います！ぜひ、お越しください。

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！
ヘルパー二級・介護福祉士の方で働ける方、募集し

今人倶楽部の会員募集中
年会費

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

ボランティア募集中
お手伝いいただける方は、まずは土居に顔をだしていただくか、
連絡先にお電話ください。お待ちしています。
にじいろ・パンダ倶楽部より
２・３カ月に一回の障がいのある方の余暇活動遊ぶ会を企画しています。２０１７年度は、年間で 5 回開催予定で
す。具体的な内容は、今人倶楽部ホームページにアップしていきます。
通信にも報告や募集をのせていきますので、興味のある方は是非、ボランティアとして参加して、障がいのある方
と楽しい時間を過ごしてください。おまちしてまーす！

連絡先 090－7626－5941 鈴木まで

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部

《 編集後記 》
3 月になり、少し寒さが和らいできたようです。
一年を振り返ると２０１６年度はどんな年でした
か？季節とともに色々な利用者さんのお顔が目
に浮かんできます。次の一年も一緒にたくさん
楽しめますように。２０１７年度も年４回通信を発
行していく予定です。何かに繋がっていくこと願

〒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

って。早速、４月はどんな桜に出会えるか、今か
らわくわくしています。

鈴木 順子
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