
のぞみ便り 202１年５月号

若葉の緑が目に
しみる季節となりました。

ボランティアの方や音楽教室の
生徒さんなどから牛乳パックの寄付を

たくさんいただいています。
たくさんポケビニを作れます。

ありがとうございます！
コロナが再び猛威を振るっていますが、

対策を取りながら乗り切って
いきたいと思います！

当日の模様はアメブロ
にも載せています！

～ 3月ベルナード販売報告 ～

～ 家族会のお知らせ ～

＊

3/24(水)～26(金)はあと屋主催のスプリングフェスタに出店しました！
利用者さんによる編み物実演には多くの人が足をとめて下さいました。
大塚さんも３日間イラストパフォーマンスをしました。繋がりのある支援者の方々も立ち寄っ
てくださいました。
参加した利用者さん、ボランティアさん、お疲れさまでした。

日程：５月１６日(日)13：30～15：00
場所：のぞみ共同作業所

５月の公民館バザーは、県内のコロナのステージが３に上がったため、「プチ販売会」
としての開催に変更いたします。
ハンドメイド商品の販売、ジュースコーナー、ガラポンコーナー、古着リサイクルコー

ナー、そして歌を伴わないBGM演奏を予定しています。
外部出店は、びわ酢「楽々工房」、編み物ボランティア森さんの「和由美」、「龍ちゃ

んのハンドメイド」、「YOKOばあばの手作りネックレス」です。
3密を防ぐため、ご来場の際は事前にご一報ください。コロナ対策へのご協力よろしくお
願いいたします。
※内容は一部変更になる可能性があります

５月は「プチ販売会」に変更します！！

大塚さんバージョン うっせぇわ

～ お花見報告 ～

日時：４月６日(土)
4月6日(火)午前中、利用者さん7名、ピアサポート

ちゃんぽん1名、運動サークル1名、職員4名合計13名
で交通公園まで出掛けました。
青空の下、間隔を開けてシートを敷き、みんなでほっ
ともっとの「特のりタル弁当」をいただきました。
お弁当の前後に3つのチームに分けてチーム対抗音楽
クイズも楽しみました！
おやつも美味しくいただいて皆でのぞみに戻りまし
た。

～6月家族面談について～

昨年度から始めました、家族面談を今年も６月に行います。
同居している方、緊急連絡先に家族の方を記入しているかた、またこちら側で家
族面談が必要と判断した方にご案内いたします。
利用者さんご本人が安心して当作業所を利用していただくためにもぜひお話を
お聞かせください。来所が出来ない方は電話で対応させていただきます。
日時のご希望がある方はご連絡ください。

TEL ０９５－８０７－４２６９
←  大塚さんが見つけたテントウムシです♪

売上総額：２３，８６０円

販売内訳
のぞみﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ２０，４６０円
実演カンパ ２，４００円
古着・リサイクル １，０００円

音楽教室のわかちゃんと
ばったり遭遇しました！

編み物ボランティア森さんもご来店

4月18日（日）、ハートセンター2階の
研修室で行いました。
総会の後だったので、時間は短かったで
すが、思いやりの溢れる心温まる家族会
となりました。
年会費：1,200円に変更になりました。
途中入会の方は月割りになります。
新規ご入会、心よりお待ちしております

【5月の家族会】
5月7日（金）10：00－12：00
場所：のぞみ共同作業所

～NPO定期総会が行われました！～

日時：4月18日(日)10：00～10：50
場所：もりまちハートセンター２F研修室

昨年は書面決議でしたが、コロナ対策をした上で
今年は現地開催となりました。
令和2年度の事業報告と今年度の事業計画につい

て、新規役員の決定、そしてNPO会費の見直しが行
われました。
ＮＰＯ会員に興味がある方、随時募集中です！

正会員：一口100円～ 賛助会員：一口1,000円～

ちりめん細工の飾り袋、
つまみ細工の豪華髪飾り… ※公民館バザーは～6月27日(日)に延期します。

面談

電話でも可能です！

楽々工房
和由美



のスケジュール

〇菜園活動 ： 毎週月曜10：30～11：00
〇ピアサポートのぞみ ： 毎週火曜11：00～12：00
〇運動サークル ： 毎週月曜13：30～15：00
〇レジン教室 ： 月1回 10：30～14：30
〇のぞみ会議 ： 第1週木曜13：10～14：30
〇誕生会(レクの日) ： 月1回土曜13：30～15：30
〇河野講座 ： 隔月1回 10：30～11：00
〇ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習 ： 月3～4回 10：30～12：00
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AM
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(刺し子ふきん)
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ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(ｱｸﾘﾙたわし)

AM
河野講座
「B型事業所
について」

プチ販売会
13：30～15：00

～ 定期活動日程 ～
5月10日(月)～6月24日(木)7週間、長大作業

療法科より１名の実習生を受け入れることに
なりました。普段の活動からイベントまで、一
緒に参加することになると思いますので、皆さ
まよろしくお願いします(^^)/

GWのため休業(4/29～5/5)

＊現在折り畳み机を探しています。もしご家庭に不要なものがございまし
たらこちらからまいりますのでご一報ください！ >^_^<

～ 長大OT学生の実習が始まります！ ～

今月は3回のﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習が開催されました。編物ボランティアの森さんより
ｱｸﾘﾙたわしと刺し子ふきんの作成方法を伝授いただきました！
毎回参加者も多く、皆さんの技術も確実に上がっております(^^)/

～ ハンドメイド講習報告 ～

～ 5月のぞみ会議 ～

５月ののぞみ会議は6日(木)13時10
分～14時30分です！連休明けすぐです
がぜひご参加ください。
みなさんのご参加をお待ちしています。

※のぞみ会議は工賃契約の方は工賃が発生
します！

ちらうとの林さんより、机の寄付をいただきました。息子さんが12年間
使用していた机です！のぞみでも大切に使わせていただきます。

副所長のデスクになりました！

～利用登録更新について～

前月号でもお伝えしていましたが、4
月より今年度も利用継続を希望される
方には随時登録の更新を行っています。
登録の際に合わせてアンケートをい

くつか取らせていただいています。
※工賃契約も同時に更新しています。

AM
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(ﾎﾟｹﾋﾞﾆ)

レジン教室

AM
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(刺し子ふきん)

＿＿＿＿
※PMは閉所

～ ほ のタイム ～
４月から始まりました。登本副所

長からの報告です！
◎菜園

玉ねぎがピンポン玉ぐらいまで
成長しました。
キャベツはまだまだ大きくなりそ
うです。スナップエンドウが収穫で
きました。

5月の河野講座は「B型事業所に
ついて」です！長崎市内にいくつ
の事業所があるのか、どんな作業
をしているのか、などB型を検討し
ている方はもちろん、これから目
指そうという方も是非ご参加お待
ちしています(^^♪

～ 河野講座予告 ～

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｼｮｯﾌﾟはあと屋
（浜の町アーケード内）

２月分
①アクリルたわし 11個
②刺し子デラックス 3枚
③ポケビニ本体 5個
④刺し子ふきん 3枚

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：５，４７４円

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

２月分
①アクリルたわし 5枚

＊各店舗、売上総額は販売手数料を
差引いた金額です。

売上総額：５８５円

ふれあいｼｮｯﾌﾟかいこう
（道ノ尾病院内 さくら棟1階）

3月分
①レジンブローチ 2個
②フラワーレターセット 3冊
③アクリルたわし 1個

売上総額：１，８２７円

５月の予定
5/12（水）ﾎﾟｹビニ
5/13（木）刺し子ふきん
5/20（木）ｱｸﾘﾙたわし
5/26（水）刺し子ふきん

ありがとうございました！

工賃支払日

AM家族会
10：00～12：00

ﾍﾞﾙﾅｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾀ
3/24(水)～3/26(金)
①アクリルたわし 10個
①しるくすくえあ 10個
③ポケビニ本体 6個
④ポケビニ詰替 4個
⑥レジンアクセサリー 2個
⑥刺し子ふきん 2枚
⑥レターセット 2枚

売上総額：１８，８２３円

作業所紹介動画ができました！

4月からピアサポーターと
なったMさんが利用者さん側の
視点にたったのぞみ作業所の紹
介動画を作りました。
とても素敵なものとなってます。
ホームページでも公開していま
すのでぜひご覧ください！

～ イベント販売年間予定 ～

本年度のバザー、ベルナード販売を毎月のように
行っていましたが、現場職員の負担が大きいため、
回数を本年度は減らすことになりました。
※日程は変更する場合もありますのでご注意ください

2021年度

7月11日(日) （作業所バザー）
10月10日(日) （公民館バザー）
11月最終週 （ベルナード販売）
1月16日(日) （作業所バザー）
3月6日(日) （作業所バザー）

～ 机をいただきました！ ～

私も息子の机が
処分することなく、
のぞみさんで使って

いただけたら、
とっても嬉しいです！

～ 5月誕生会のご案内～

日時：5月29日(土)13：30～15：00
場所：のぞみ共同作業所
13時20分集合
13時30分開始
（13時10分から作業所を開けます）

5月は誕生日の方が多い月です。
楽しくお祝いしたいと思います。
参加したい方は5/20(木)までに職員へ
お知らせください。20日に締めきった
上でお菓子や飲み物を用意いたします。
※コロナのステージ次第で変更の可能性もあります。

対象者/のぞみ利用者さん、登録している運動
サークル、ちゃんぽんメンバー、音楽教室生徒さん
と保護者一人

※毎週月曜日の運動サークルはハートセンター休館に伴い、
休止となっています。開館日が分かり次第連絡します。

森さんありがとうございます！


