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県内のコロナウィルス感染の
段階が7月13日に3か月ぶりにステー
ジ１に引き下げられましたが、21日

にステージ２となりました。
東京オリンピックが開幕し、この便
りが届く頃はどのような状況になっ

ているでしょうか。
厳しい暑さが続きます。感染対策と
同時に水分補給に心がけましょうね。

～ 家族会よりお知らせ ～

ボランティアの高岩さんより、手編
みのサマーセーターやエコバッグ、刺
繍のテーブルセンターや額縁の作品
を商品として寄付していただきまし
た。セーターと額縁の刺繍作品は現在
も販売しています！
高岩さん、ありがとうございました。

7月6日(火)より長大の作業療法学科より新たな実習生が2人入り
ました！8月20日までの7週間の実習です。

～ 新 実習生紹介 ～

～ピアサポーターより～

のぞみの利用者であり、ピアサ
ポーターであるMさんのピアカウ
ンセリングを始めました！
「ちょっと話を聞いてもらいた

い」「話をしたい」と思われる方
は、お気軽に申し込んでください。
事前の申し込みが必要です。

○９月１８日(土) 10:00-12:00  於：のぞみ共同作業所

～ 寄付をいただきました！～

日時：7月９日(金)
場所：のぞみ共同作業所
7月の家族会では「生活保護」について所長の説明がありまし

た。「今は必要ないけれども知っておいて良かった」との感想を
いただきました。

次回の家族会は、9月18日(土) 10:00～12:00です。所長の講座
では「障害基礎年金について」を予定しています。
８月はお休みです。今後、金曜日と土曜日を交互に開催していく
予定です。

6月22日より、作業療法士の資格
を持つ溝田晴菜さんが週1回程度ボ
ランティアで参加してもらえるこ
とになりました。

～ ７月誕生会報告 ～

日時：７月２４日(土)14：00～15：30
場所：のぞみ共同作業所
参加者 職員、実習生、利用者さん合計７名

7月生まれの方をお祝いしました。
久しぶりにカラオケを解禁し、利用者さんと実習生が1曲ずつ歌いました。
また、実習生2人がレクレーションを担当し、2種類のゲームを楽しみました。
実習生のレクは8/19(木)にも行いますので利用者さんはお楽しみに！

8月の誕生会は8月28日(土)14時～15時30分です。最後の誕生会となります。
参加希望の方は8月19日(木)15時までにお申し込み下さい。
※8月を持ちまして、月一度行っていた誕生会を終了します。9月からは茶話
会「のぞみカフェ」といたします。

高山さん
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島村さん 溝田さん

6月から
ボランティアを

させていただいていま
す、溝田です。

週に1回程度、参加す
ることができればと
思っています。どうぞ

よろしくお願い
します。

福岡県出身です。趣
味は映画観賞で月1
くらいのペースで映
画館へ行きます。皆
さんといろいろな活
動に参加していきた
いと思います。よろ
しくお願いします。

熊本県出身で、
得意なことは、小学校
から高校までしてきた
バドミントンで、好き
なことは歌を歌うこと
です。よろしくお願い

します。

（事務局/須田）

～ 7月 音楽バザー報告 ～

ご協力いただいた皆様ありがとうございました！

日時：７月１１日(日)１３：３０～１５：３０
場所：のぞみ共同作業所
来場者数：７名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：７名(実習生２名)

作業所内にて音楽バザーを開催いたしました。
お客様は7人と少数でしたが、各コーナーにゆっくりご参加いただ
き、ご協力をいただきました。
音楽教室の生徒さんは今回はお一人のご参加でした。
初めてエレクトーン演奏と歌を披露していただきました。温かい拍
手に包まれました。
次のバザーは9月12日(日)の予定です。

ちらうとの高岩さんの
作品です！

初出店！ YOKOばあばの
手作りネックレス

楽しく演奏できました♬

ノリノリで元気に歌いました！

大塚洋介さん
イラストコーナー

いろんなものがあるなぁ

売上総額：１３，５１３円

販売内訳
• のぞみ商品 6,650円
• 実演カンパ 2,800円
• 入口カンパ 1,500円
• 古着・リサイクル 1,260円
• お菓子・飲み物 200円
• 外部出店料 1,103円

～ ボランティアの紹介 ～

６月２７日(日)に開催しました、公民館バザー
「あじさいフェス」の売り上げをご報告します！

来場者数：３３名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：１２名(実習生２名)

～ あじさいフェス売上報告 ～

売上総額：２２，２８５円

販売内訳
のぞみ商品 12,790円
実演カンパ 1,100円
古着・リサイクル 4,560円
お菓子・飲み物 2,450円
外部出店料 1,385円



みさき駅さんわ
（長崎市三和農水産物販所）

５月分
①刺し子ふきん(大) ２枚
②刺し子ふきん(小) １枚

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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～ 定期活動日程 ～

～ ７月のぞみ会議 ～

①作業所の現状と方針について
②店舗販売売り上げ状況
③イベント関連
・7/24(土)誕生会、

6/27(日)公民館バザー報告、今後の公民館中止
・7/11（日）音楽バザー
④活動関連
・商品完成報酬確認
・正規品基準
⑤その他
・災害時開所基準の確認
・ピアカウンセリングについて
・7月実習生2名

次ののぞみ会議は９月２日(木)13:10～です。
８月はありません。

AM 避難訓練

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
とうもろこしの種をまきました。成長はゆっ
くりですが、葉っぱが増えてきています。

運動サークル
7月に3人もメンバーが増えました！実習生も
参加しているのでみんなで楽しんでいます。

８月は以下の期間で作業所の活
動をお休みします。のぞみ会議と
家族会もありません。

※音楽教室は通常通りの予定です。

～ 8月の休所期間 ～

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）

５月分
①ポケビニ １本
②ポケビニ詰替え ４枚
③アクリルたわし ５個

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：３，３５９円

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

５月分
①ポケビニ詰替 ２個
②しるくすくえあ １ｾｯﾄ
③ポケビニ 1個

売上総額：８６４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）

５月分
①レジンストラップ 2個
②レジンヘアゴム １個
③のぞみののぞみ２巻 １冊

売上総額：１，７１０円

工賃支払日

５月の売上総額： ８，４６７円

日時：７月１日（木）１３：１０～１４：３０
出席者 ： 職員4名利用者7名(総数11名)

～ 今後の商品販売について ～

山の日山の日

夏季休業（～8/15）

８月６日(金)～８月１５日（日）

作業所内
（常設販売分）

５月分
①アクリルタワシ 6個
②刺し子ふきん(大) 2枚
③ﾌﾗﾜｰﾚﾀｰｾｯﾄ 1ｾｯﾄ
④刺し子ふきん(小) 1枚
⑤ポチ袋 3個

売上総額：１，９９０円

売上総額：５４４円

＊各店舗、売上総額は販売手数料
を差引いた金額です。

年に2回開催していた公民館バザーですが、職員の日頃の業務に差し支えるため、
6月のあじさいフェスを持ちまして終了することになりました。今まで楽しみにして
下さった方々ありがとうございました。
今後は作業所内でのバザーに力を入れていきます。また、バザーに足を運ぶことが

できない方のために、常時作業所内で販売が出来るように整備中です。
バザー以外の日にご購入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

音楽教室の生徒さんの保護者の方は待ち合い時間にご購入も可能です。
家族以外の方も大丈夫ですので、お知り合いの方にもお誘いください。
皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。

レッスン時間は
パーティションで
仕切っています

レッスン待合室

今回は２Fの活動室にて行いました。

～ 七夕まつり～

7月7日(水)朝礼後の10分ほどで七夕まつりをしました。
七夕飾りを眺めながら、利用者さんのピアノ伴奏に合わせ、
みんなで「たなばたさま」をハンドベルで演奏しました。
みなさんが短冊に寄せた願いが叶いますように！

B型事業所アゲハ蝶の所長
の田浦稔さんより笹を寄付し
て下さいました！
その場で綺麗な笹の葉を切っ
てくださいました(^^)/


