
のぞみ便り
202１年６月号

長崎県の今年の梅雨入りは
5月15日と、平年より20日早く、1951年の統
計開始以降2番目に早い記録となりました。
ちなみに一番早かったのは1954年（昭和29

年）5月13日ごろだそうです。
県内のコロナのステージが再び上がり、5月
のイベントは中止となってしまいました。
まだしばらくはコロナの状況をうかがいな

がらの活動となります。

～ 実習生の紹介 ～

～ 家族会よりお知らせ ～
＊

5月10日(月)より、長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻4年生2名が7週間の臨床実習に来ていま
す。2人ともPCR検査が陰性であることや、2週間以内の県外移動や不要不急の外出をしていないなど、
皆さんが安心して通所できるための対策をしてもらっています。

日程：６月２７日(日)13：30～15：00
場所：大橋町東部公民館

5月に中止となった公民館バザーを6月に開催します。
ハンドメイドコーナー、個人出店、お菓子ガラポン、ジュースコーナーを
予定しています。
外部出店は「和由美」「楽々工房」「龍ちゃんのﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ」
「YOKOばあばの手作りﾈｯｸﾚｽ」です。
ゲスト、音楽教室生徒さん、職員の演奏なども予定しています。
係のある利用者さんの集合時間は12時10分です。
お客様の入場は13時からです。バザーの内容の詳細はチラシにてご確認く
ださい。皆様のご参加をお待ちしています！
※当日から２週間前の段階でコロナのステージが3の場合は、プチ販売会
に変更します。ステージが４以上の場合は、販売会も中止といたします。ご
了承ください。

公民館バザー「あじさいフェス」のご案内

～家族面談について（再掲）～

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○6月5日(土) 10:00-12:00 於：のぞみ共同作業所

○7月9日(金) 15:00-17:00  於：のぞみ共同作業所

～ キーボードの寄付を
いただきました！ ～

日時：５月７日(金)
場所：のぞみ共同作業所
今回の家族会はコロナ感染拡大の中で苦

渋の選択ではありましたが開催しました。３
年ぶりの参加者がありました。
テーマトークで、所長から「のぞみ作業所
(地活Ⅲ型)とB型事業所」の違いの説明があ
り、たいへんよく判りました。
今後の予定をお知らせします。

（事務局/須田）

ちりめん細工の飾り袋、
つまみ細工の豪華髪飾り…

面談

電話でも可能です！

楽々工房和由美

ちらうとの川上さんより、キー
ボードを寄付していただきました。
キーボードは、リビングに置き、利
用者さんや、レッスンを待ってる
間の練習用に使わせていただきま
す！川上さん、ありがとうございま
した。

音楽教室に通われてる植木さ
んより、新品のアクセサリーな
どの雑貨を寄付でいただきまし
た！今後のバザーイベントで活
用させていただきます。ありが
とうございました。

原口さん

～ 雑貨類の寄付を
いただきました！～

長崎大学作業療法学専攻の原口
です。私の趣味はライブ鑑賞や
カフェ巡りです。特技は日本舞
踊で、10年以上習っていました！

長大OT4年の柴田比奈子です。
趣味は音楽を聴いたり、歌ったり、
ピアノを弾くことです♪好きなこ

とは旅行、おしゃべり、料理
、寝ることです！よろしく

お願いします。

～ ６月誕生会予告 ～

日時：６月１９日(土)14：00～15：30
場所：のぞみ共同作業所

5月の誕生会は、コロナの事情により、5月生まれの方中心で少人数での誕生会を行いました。
6月の誕生会は6月19日(土)です。
6月は実習生２人にレクレーションの時間を担当してもらう予定です！
対象者は利用者さん、音楽教室生徒さん、ちゃんぽん、運動サークルの方です。
参加希望の方はご連絡ください。（参加締め切りは6月10日(木)です）

※２週間前の段階でコロナのステージが2以下の場合通常開催、3以上の場合は参加者の範囲を限定
する場合があります。ご了承ください。

長崎市に特別警報または
洪水警報発令時には閉所と
し、その他の警報時には、
原則開所をしていますので、
自己判断で通所をお願いし
ます。
また、警報時の欠勤は、

皆勤・無欠席賞の条件には
含まれませんのでご安心く
ださい。

～ 警報時の通所 ～

※台風の場合や、冬の大
雪の場合も同様です。

柴田さん

ことねちゃんありがとう！

NPO法人長崎のぞみ会
のぞみ共同作業所

〒852-8106
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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14：00～15：30
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
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大橋町東部
公民館バザー
13：00～16：00

～ 定期活動日程 ～

５月はポケビニ講習を3月ぶりに実施
しました。担当は職員の河野と登本です。
少しずつ習得できている方が増えてき
ており、レベルも毎回上がってきている
と実感しています！
また、ｱｸﾘﾙたわしと刺し子ふきんの講習
も先月と同様に行われました(^^)/

～ ハンドメイド講習報告 ～

～ 5月のぞみ会議 ～

• 店舗販売売り上げについて
• 3/20(祝)誕生会報告と次回の誕生会
• 3/24～26ベルナード報告
• 4/6花見感想
• 5/16プチ販売会に変更
• 6月の家族面談について
• シーツ交換に関して
• 商品完成報酬について
• 新ピアサポーターについて
• 実習生について

次ののぞみ会議は6月3日(木)13:10～です。
毎月第１週目(木)に行っています。

実習生も参加しました！

～ 時計の修理を
してもらいました！～

PM
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(アクリルたわし)

PM
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(刺し子ふきん)

レジン教室

ﾏｲｽﾀｰ認定日

＿＿＿＿
※PMは閉所
（職員会議）

～ ほ のタイム ～

菜園
小さな玉でしたがキャベツを
初収穫しました。食べてみる
としゃきしゃきしておいし
かったです。

運動サークル
コロナの影響でハートセン
ターが使用できず、しばらく
お休みです。（登本）

5月より、毎月の最終水曜日の午
前中に定番商品（ｱｸﾘﾙたわし、刺
し子ふきん、ﾎﾟｹｯﾄﾋﾞﾆｰﾙ）のマイ
スター認定審査を行うことになり
ました。工賃契約を結ばれている
皆さんは頑張ってチャレンジして
みてください(^^)/

～ マイスター認定日～

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）

３月分
①ペーパービーズネックレス ２個
②刺し子デラックス ４枚
③アクリルたわし 12枚
④ポケットビニール 7個
⑤アクリル背中洗い 1枚

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：６,９８３円

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

３月分
①刺し子ふきん 6枚
②アクリルたわし 4枚
③ポケビニ詰替 2個

＊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：１,９８０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

工賃支払日

利用者Nさんからの提案で、リビングの網戸の張り替えをして
もらっています。
DIYを得意とする登本さんとNさんがボランティアで頑張って

くださっています。
常に換気のために窓を開けての作業が続いているので助かりま
す。ありがとうございます。

プチニュース
～食器・調理器具差し上げます～

３月の売上総額：２９，６１３円

※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。

利用者のMさんがアジサイを
持ってきてくれました！

日時：５月６日（木）13：10～14：30
出席者：職員５名、利用者６名（総数11名）

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

長崎のぞみ会の副理事長の大
迫さんが、壊れて動かなくなっ
ていたリビングの時計を修理し
て復活させてくれました！
大迫さんは、「なごみの杜」

の作業療法士として発達障害を
抱える子どもの療育をされてい
ます(^^)/

～ 網戸の張替え！ ～

コンロをIHにしたことで使用できなくなった調
理器具が多数あるため、これを機に食器棚、シン
ク下やコンロ下、高い扉にある大量の食器や調
理器具を整理、処分たいと思います。
自宅に引き取りたい方は昼休みに見られてくだ
さい。6月に入ってからのお譲りとなります。
※持ち帰る器具の洗浄は各自で行ってください。
※一部は今後も使用するために残します。

～ 調律をしてもらいました！ ～

ピアノ調律でお世話になっ
ているH様が、家族会の集まり
の日に再度調律をしてくださ
いました。綺麗な音の響きで
演奏ができます。ありがとう
ございました！

♬

モリモリ育ちました！


