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長崎市原楽器の原様より、キーボー
ドと大正琴、タンバリンと、大正琴の
楽譜を寄付していただきました。

今年も７月７日の七夕に
向けて、利用者さんや生徒さんの皆
で願い事を短冊に書いて笹の葉に飾

りつけをしています。
笹の葉は、B型事業所のアゲハ蝶の
施設長の田浦さんより提供していた

だいてます。

～ 家族会よりお知らせ ～

2020ミセス・アースジャパン
長崎の準グランプリ、日本大会リ
バース部門ファイナリストの中
村聰美（なかむらさとみ）さん
より、古着やハンドバッグなどの
寄付をいただきました。中村さん
は作業療法士・アロマセラピス
ト・フィットネスインストラク
ターなど各方面で活躍されてい
る方です。
現在、新大工町のフィットネス

教室でインストラクターをされ
ています。
中村さんの古着目当てで来ら

れる方もいらっしゃいます。

5月から6月まで７週間のぞみで実習をしてくれた、柴田さんと
原口さんによるリメイクしたペーパービーズネックレスが好評
です。
若い方にも楽しんでいただける可愛い色合いとなっています！
ぜひ直にみられてくださいね。

～ 実習生によるリメイクネックレス！ ～

～家族面談を
スタートしました～

6月より家族面談を実施して
います。
基本は河野所長とご家族の方
の二者面談です。まだ済まされ
てない方は、ご連絡ください。
事前のご予約が必要です。

TEL ０９５－８０７－４２６９
○7月9日(金) 15:00-17:00  於：のぞみ共同作業所

～ 6月の寄付のお礼～

日時：６月5日(土)
場所：のぞみ共同作業所
今回の所長のテーマートークは「グループホーム」について。

現在、長崎市には手帳保持者が利用できるグループホームが３９
か所あり、受けるサービスの種類により「外部サービス利用型」
「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」に区分されてい
る。障害基礎年金の範囲内でだいたい利用できる。それぞれ、施設
により受入れ可能な障害が分けられるので、まずは、直接、問い合
わせてみてほしい、ということでした。

（事務局/須田）

【ことばのおくりものコーナー】
松本さんの絵本、作詩商品、
刺繍雑貨の販売です。

【YOKOばあばの手作りﾈｯｸﾚｽ】

【龍ちゃんのﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ】

ちらうとの川上さんと森さんより牛乳
パック、家族会のNさんより牛乳パックと
毛糸(ウール100%16個)の寄付をいただき
ました。音楽教室の生徒さんからもご協力
いただいています。
いつもありがとうございます。
大切に使わせていただきます。
※お名前がもれていましたら申し訳ありません。

～ ６月誕生会報告 ～

日時：６月１９日(土)14：00～15：30
場所：のぞみ共同作業所

6月19日(土)14時～15時半
6月生まれの方の誕生会を行いました。
「たなばた」のうたをみんなでハンドベルで演奏したり、CMソング、歌謡曲当てクイズをして楽しみ
ました。
7月の誕生会は7月24日(土)14時～15時半を予定しています。参加希望の方は15日(木)までにお知ら
せください。
生徒さんの参加の場合、生徒さんお一人につき同伴者は1名です。
※ちゃんぽんの方はLINE WORKSでお知らせいただいた時点で申込み受付とします。

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。

1000円です！

7月の出店案内

NPO法人長崎のぞみ会
のぞみ共同作業所

〒852-8134
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～ 音楽バザーのご案内 ～

7/11(日)13時半～15時半
のぞみ作業所にて音楽バザーを行います！
６月のバザーに来られなかった方もぜ

ひ足をお運びください！
今回は新たな出店もありますよ(^^)/
詳しい内容はバザーチラシでご確認くだ
さい！

私たちが
アレンジ
しました！



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 ～

～ ６月のぞみ会議 ～

・店舗販売売り上げについて
・昨年度の商品売り上げと原材料費の提示
・6/19(土)誕生会について
・6/27(日)公民館バザー(あじさいフェス)
・マイスター制度（改めての基準の説明）
ポケビニ・編み物・刺し子

・開所基準の確認
・ポケビニアウトレット基準
・シーツ交換に関して

次ののぞみ会議は７月１日(木)13:10～
です。毎月第１週目(木)に行っています。

七夕

レジン教室

AM
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(アクリルたわし)

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
ゴーヤとナスの苗をプランターに植えまし
た。成長が楽しみです。

運動サークル
ハートセンターが6月からまた利用出来る
ようになりました。卓球やバドミントンを
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。

※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）

４月分
①ﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰｽﾞﾈｯｸﾚｽ １本
②ポケビニ ６枚
③刺し子のふきん ５枚
④ポケビニ詰替え ５個
⑤アクリル背中洗い ２枚
⑥アクリルたわし ３枚

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：５，０７０円

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

４月分
➀アクリルたわし 1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：１３５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）

４月分
①フラワーレターセット 2冊

売上総額：５４０円

工賃支払日

～速報！～ 「あじさいフェス報告」

４月の売上総額：５，７４５円

古着コーナーのちらうとのお二人
いつもありがとうございます！

日時：６月３日（木）13：10～14：30
出席者：職員５名、利用者６名（総数11名）

＊

6月27日(日)１３：００～１６：００
大橋町東部公民館にて「あじさいフェス」を開催しました！
ご来場の方々にはコロナの感染拡大予防のため、入場口では体温をチェック
し、消毒をおこなっていただいてバザーを楽しんでいただきました。
音楽コーナーでは利用者さんのピアノ演奏、音楽教室の生徒さんの演奏、実
習生によるピアノ&ボーカルの演奏、やんしさんのギター弾き語り、
KAWANOBAND(河野所長と今田先生)の演奏と、終始音楽が流れていました。

こんなキャラクターができました！

PM家族会
15：00～17：00

海の日 海の日体育の日

長大OT実習生開始（～8/21）

Good Golly Miss Molly！！

和由美コーナー 素敵な和の作品

よろこびのうた♬ 実習生は最終日でした！

イラストコーナーでは新企画に挑戦しました！ 所長もピアノ弾けるんだね～

実習生も参加しました！
7月も新たな実習生が参加します

８月６日(金)～８月１５日（日）


