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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

えひめ国体 四国中央市にて

販売をしました！

10 月 2、3、4、7.、8 日の日程で、運動公園で開催された競技会場のブースにてパン工房「ともむぎ」の商品を
販売しました。特に土日の 7、8 日は大勢の人出でにぎわっていました。
また、国体期間中は、土居「ともむぎ」三島「ともるる」の利用者さんが、日中活動の一環として運動公園に足を
運び、競技の応援に参加したり、国体のおもてなしを受けたりと貴重な体験をさせてもらいました。

「えひめ国体四国中央市資料封入の業務委託」をうけました。
国体の関係者に配布する資料袋に
競技別パンフレット及び記念品等を封入する作業を
お仕事としてうけました。
みなさん、はりきって袋入れの作業をしてくれました(＾◇＾)
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ヘルパーからプチ情報
居宅介護「ごきげんさん」から
≪

行動援護フォローアップ研修報告

「行動援護のサービスを提供するには、
「行動援護従業者養成研修」

≫

という研修をうけなくてはなりません。その養成研修を終了した者
を対象に「フォーローアップ研修」というのが行われ、研修に参加
してきたので、その報告をさせていただきます。

「行動援護」とは…
行動上いちじるしい困難がある人に対
して、外出時および外出前後に必要とさ

日時：２０１７.６．２９（木）9：00～17：00

れる予防的対応、制御的対応、身体介護

場所：愛媛県松山市 愛媛県身体障害者福祉センター

的対応などの支援を行う、ヘルパー事業

内容：

の一つです。

①実践報告「外出支援」

講師 ＮＰＯ法人

今人倶楽部 矢野志穂氏

「ごきげんさん」では、外出や余暇支

②実践報告「地域生活支援」

講師 ＮＰＯ法人

ネセサリーフォー

田所浩厚氏

③研修の目当て・目指すとこと 講師 ＮＰＯ法人

ここはうす 桑原

綾子氏

援等の行動援護サービスを提供してい
ます。

④グループワーク「実践発表」

今回の研修は、他の受講型の研修と異なり、自分達が日々関わっている事例を持ち寄り、グループ内で実践発表を
行い、共有して話し合うグループワークがありました。事例のまとめ方は統一されていて、指定の用紙に下記の三つ
をまとめて事前にＦＡＸにて提出していました。

【事前準備（事例のまとめ）】

【当日】

❶現状の課題をあげる
↓

❷４つのプロセスの記入

❸強みをいかし

グループ

1)背景の障害特性を推測

た新しく考えた

に分かれ

↓

環境や支援策を

て発表

つかった「支援

発表 20 分

手順書」と「実

質問 15 分

「氷山モデル」に基づき、
その課題の下にある「本

2).障害特性を「強み」に変換

人の障害特性」と「環境・

↓

状況の影響（環境要因）」

3)他場面から「強み」をリスト

際にやってみた

をまとめる。

に追加

記録」をまとめ

↓

4)「強み」を活かした新たな環

る。

境を考える。

【事例をまとめてみての気づき】
日々の利用時の記録はもちろんとっていましたが、

質問者

発表者
司会

【当日の研修での気づき】
当日交代で役割をし制限時間の中、事例につ

一つの課題について、振り返り、まとめて分析す

いて聴いてもらうという時間がとても貴重な体

ることによって、色々な事が見え、日々の支援を

験であり、さらに自分の支援を客観的にみるこ

反省しました。

とができました。その上で、具体的な対応策も
見えてきました。特に行動援護のサービスでは

一時期までは、スムー
ズにいっていたことが
できなくなった原因は
何か？

ご本人の状態や、

「チームで関わる」事が重要で、そのためにも

したいことに今の

日々の関わりを報告し共有しあう技術、その都

サービス内容はあ

度の情報収集からの対応策の検討が必要になっ

っているのか？

てきます。まさに、必要な「コミュニケーショ
ン力」
「聴き引き出す質問力」が試されたように
思います。
☆「根拠のある支援」が大事。
☆「毎回が情報収集と微調整の連続」という

（報告）

鈴木

順子

学びを日々に活かしていきたいです。
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①インクル―シブセンターいまじん三島→「ともるる」
生活介護として日中活動をしています。

9 月 14 日（木）ＢＢＱ
BBQ では、利用者さんが椅子やテーブル、飲物や食べ物の準備を職員と一緒に行いました。暑くもなく、寒くもなく
丁度いい天気でした。職員が必死に火おこししています。

肉や魚、野菜など「美味しい。美味しい！」
と食べられていました。

9 月 19 日（火）消防訓練
みんな、スムーズに避難できていました。
水消火器を使っての消火訓練もみんな上手にできていました。
BBQ は年に３～５回、消防訓練は年に２回行っています。
（報告）

西村

英一

②余暇支援→「にじいろ・パンダ倶楽部」

カヌー体験
8 月 27 日（日）
富郷ダムてらの湖畔にて今年もカヌー体験をしました。
参加者はご家族あわせて２５名、職員 4 名、その他ボラ
ンティアさんも含むと３０名ほどになりました。
今年もクロスポイント店長久保さん、カヌーを貸してくだ
さった方、トラックでカヌーを運搬してくださった方等の
おかげで実現できました。今年は雨量が少なくダムもかな
り干上がっていましたが、直前の台風の影響でなんとかカ
ヌーができる水位になり決行することができました。
リピーターの多い活動ですが、毎年参加の方以外に、今
年は新たにニ家族が来てくださり、カヌーにのるのも初め
てで心配しましたが、無事に楽しむことができました。
午後からは雷が近づいており、三時半終了の予定を一時
間ほど早めました。でも、午後からは水温も少し下がって
きたのでその方がよかったかなと思いました。また水から
出ると寒いというのもあり、午後からはカヌーよりもライ
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フジャケットを着て湖に浮いて楽しむ方続出でした。→→→
来年は「水着着用でこなくては！」という声もあったほ
どでした。みなさん、自由に楽しみ、とってもいい笑顔を
みせていただきました。
「来年もきます！」とたくさんリクエストいただきました。
また企画したいと思います。今年も貴重な経験ができました。
ありがとうございました。

チャリティゴルフ大会からのご寄付で

購入しました！

●折り畳み式、ビニールのカヌー2 台
●オール一式
●ライフジャケット 4 つ
●クーラーボックス１つ
大切に使わせていただきます。ありがとうございました(^^)/

次回の余暇企画変更のお知らせ
10 月のお芋ほりですが、夏の暑さと渇きにより、お芋の生育が今年は悪かったので、内容を変更します。
お芋をつかったお菓子作りをします。

【

2017 年度

第三回

にじいろ・パンダ倶楽部

余暇企画

】

おイモをつかったお菓子をつくって、ハローウインパーティをしよう！
日時：10 月 28 日（土）13 時～15 時（12：50 受付開始）
場所：寒川公民館 調理室
内容：さつまいものムース、さつまいものパイ、さつまいものケーキをつくります。
おやつにできたてのお菓子をたべます。ハロウィンの飾りをつけます。
お菓子をお土産にもってかえります。
費用：一人 1000 円以内。
持参物：エプロン、バンダナ、タオル
駐車場：寒川公民館に駐車場があります。原則 現地集合、現地解散です。どうしても難しい方は
事前にご相談ください。
申込：お電話にて受付。今人倶楽部 土居 0896-74-2991 まで。申し込み締め切り 10 月 20 日（金）

２０１７年度
開催月
12 月

今後の余暇活動企画

日時
16 日（土）13～15 時

内容 【予定の費用】
クリスマス会をしよう！

場所
土居

今人倶楽部

【１０００円以内】
２月

17 日（土）10～13 時

ビンゴゲーム、ケーキ飾り
つけ、プレゼント交換

手作りパン体験をしよう！

土居

今人倶楽部

【１０００円程度】

ともむぎ

パンの成形をして、お昼ご
はんにたべましょう。
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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

11／12（日）子育てフェスタ 運動公園
１１／18（土）産業祭
運動公園
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！

今人倶楽部の会員募集中

ヘルパー二級・介護福祉士の方で働ける方、募集し

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

《 編集後記 》
今年は、10 月に国体があり、色々なところで関

発行 ＮＰＯ法人 今人倶楽部

わりがありました。無事に終了することができて

〒７９９－０７０２

とてもよかったです。大きな大会を実現するに

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

は、本当に色々な人の動きが必要になるのだと
実感しました。過ごしやすい季節になりました。
「ともむぎ」では、イベント参加の多い季節でもあ
ります。またお越しください。いい秋に～。
【編集】 鈴木 順子

-5-

