
12月の例会では「薬の副作用について」を
テーマに詳しいお話を伺いました。質問コー
ナーでは、「そういえばこんなことが」とか
「こういう時は？」など話をしているうちに
色々な話に繋がります。そして会が終わる頃
は不思議と毎回スッキリします。
次回の例会では「色々な症状への対応」を
テーマにお話します。たくさんの皆様のご参
加を心よりお待ちしております(*^^*)

のぞみ便り
202２年1月号

新年あけましておめでとうございます。
昨年もコロナ禍において大変な一年で
したね。今年は明るく過ごせる年にな

るといいですね。
のぞみ共同作業所におきましても、
日々の活動が利用者の皆さんの励み、
楽しみになるように取り組んでいきた

いとおもいます。
本年も利用者、ご家族の皆様が笑顔で
健康に過ごせますように願っています。

～ 家族会よりお知らせ ～

○１月29日(土) １０:00-1２:00  

於：のぞみ共同作業所２F

皆様新年あけましておめでとうございます。
おかげさまで、私が長崎のぞみ会を引き継いで5回目の新年
を迎えることができました。
昨年は、工賃の改訂を行ったり、新しい事業が追加された

り、医療実習生を多く受け入れたり、何かと変化が多く、ご
負担をおかけする場面も多かったように思います。
本当に皆様にはお世話になりました。
今年は、現在の状況をよりよいものにしていけるよう精進し
ていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいた
します。

～河野所長より新年のご挨拶～

1２月の例会の様子
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～ クリスマス会報告！🎄 ～
日時: 12月18日(土)13:30～15:30
場所: のぞみ共同作業所

利用者さん、ピアサポートちゃんぽん、運動サークル、音楽教室
生徒さんとご家族、職員、ボランティアの合計28名で行いました。
コロナ対策として、1階と2階に部屋を分けてリモートで繋いで行
いました。今回のビッグサプライズは、猪平様よりケーキの寄付が
届いたことです！参加者でおいしくいただきました。
生徒さんの演奏や利用者さんのカラオケを楽しみ、職員の登本

さんのクラシックギター演奏や河野所長の「レット・イット・
ビー」のピアノ弾き語りもありました。最後にのぞみからのクリ
スマスプレゼントとして景品を選んでお開きとなりました。
ボランティアとして高岩さんと林さんと山口さんがお菓子や景

品などのお世話をしてくださりスムーズに会を進行することがで
きました。
楽しい会となりました。ご協力ありがとうございました！！

※１月は22日(土)13時～のぞみカフェがあります！
参加しめきりは13日(木)です。

～第一生命(大浦オフィス )様に期間限定で
のぞみ商品を置かせていただきました！～

のぞみピアサポーターMさんのお知り合いである第一生命
の方が、期間限定でのぞみの商品を会社に置かせてください
ました。また、のぞみオリジナルの年賀ハガキも社員の方に65
枚ご購入いただきました。のぞみの商品を知っていただける
機会を与えていただき感謝します。
第一生命大浦オフィス様、ありがとうございました！

～ 退職のお知らせ ～
新年から寂しいお知らせとなります。のぞみ共同作業所で3年近く経理を務めてくださった須田さんが

12月いっぱいで退職されました。
利用者さんの気持ちを第一に考えて、何事にも真摯に向き合ってお仕事に取り組んでいらっしゃいました。
これからもお体を大切に。今まで本当にありがとうございました。

この度、2021年末日をもちまして、NPO法人長崎のぞみ会を卒業することになりました。
作業所に勤務したこの2年8ヶ月の間には、ほんとうに多くの事を

学ばせて頂きました。ここまでこれたのは、皆様方の「笑顔」以外の何物でもありません。
作業所の利用者さん、ご家族さま、音楽教室の生徒さん、お母様方、

運動サークルの利用者さん、ピアサポートちゃんぽんの方々、ボランティアの皆様、
そして職員の皆様・・

私に微笑みかけてくれてありがとう〜ありがとうございました。
皆様方お一人お一人に眞子様のやうにハグしてお別れしたい気持ちでいっぱいです。
今後はバザーなどでお目にかかるかもしれませんね。また、笑顔でお逢いしましょう。

ひとまず、さようなら🙋 須田清美

須田さんありがとうございました！

～音楽バザーのご案内～

日時:１月16日(日)13:30～15:30
場所:のぞみ共同作業所

久しぶりに音楽バザーを開催します。
外部出店は「楽々工房」「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。音楽教室生徒さん
や職員の演奏も予定しています。
ぜひご来場ください！

※ご来場予定の方はよろしければ事前
にお知らせください。

～ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ森さんが
かえってきました！～
9月からお休みされていた編

み物ボランティアの森さんが
12月16日(木)、復帰されまし
た！みなさん心待ちにされてい
ました。お休みにも編んでくだ
さった44個のｱｸﾘﾙたわしも提
供してくださいました！

山里地区の民生委員の峰様が
作業所を訪問され、のぞみのハン
ドメイドの花座布団をご購入く
ださいました。峰様ありがとうご
ざいました！
12月に退職された、須田さんも山
里地区の民生委員をされていま
す。

峰様ありがとうございます！

～お客様がいらっしゃいました～

猪平様
ありがとう
ございました！



みさき駅さんわ
（長崎市三和農水産物販所）

１０月分
なし

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
〇のぞみｶﾌｪ ： 月1回土曜13：00～14：30
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 ～

～臨時の経理担当のご紹介～

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）

１０月分
①ｱｸﾘﾙたわし 17個 ￥2,610
②ﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰｽﾞﾈｯｸﾚｽ 2本 ￥2,160
③ポケビニ 7個 ￥1,260
④刺し子ふきん 3枚 ￥600
⑤ポケビニ（詰替）2個 ￥400
----------------
売上合計 ¥7,030
販売手数料８％ ¥562
（振込手数料￥55）

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：６，４１３円

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

１０月分
なし

売上総額：０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）

１０月分
①ﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰｽﾞﾈｯｸﾚｽ 2本 ￥2,200
②ﾚｼﾞﾝﾍｱｺﾞﾑ 1個 ￥700
③ﾌﾗﾜ－ﾚﾀｰｾｯﾄ 2個 ￥600
----------------
合計￥3,150
販売手数料10％ ￥315

売上総額：０円

工賃支払日

10月の売上総額： １３，５３３ 円

～ 第８回のぞみ会議報告 ～

1月10日(月)の成人の日も開
所しており、工賃支払いの日
でもあります。
※運動サークルと音楽教室は
お休みです。

＊１月は５日（水）から
開所しております

作業所内
（常設販売分）

１０月分
①ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ商品

売上総額：４，２８５円

売上総額：２，８３５円

＊各店舗、売上総額は販売手数料
を差引いた金額です。

日時 2021年12月2日（木）13：10～14：30
出席者/ 利用者7名、職員4名、総数11名

【検討事項】
・店舗販売売り上げ状況
・ベルナード販売報告
・11月のぞみカフェ報告
・クリスマス会12/18(土)
・12月大掃除について
・各店舗の納品状況
・ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習の実施場所などについて
・コロナ感染予防対策関連
・11月の寄付
・古着の寄付は現在受け付けていません
・須田さんの退職について

次回ののぞみ会議は1月６日(木)です

12月21日の午後と23日の午前中の2日に分けて、大掃除を行いました。
窓を拭いたり、フローリングにワックスをかけたり、棚や倉庫の荷物の
整理をしたり、蛍光灯、電球、玄関周り
(下駄箱やスリッパも)を吹き上げたり、台所の冷蔵庫内などの食品も
賞味期限を確認しながら整理清掃しました。
皆さんのご協力のお陰で、清々しく新年を迎えることができます。お疲
れ様でした。

～ ほ のタイム ～
菜園
スナックエンドウはつるが上に伸びてきました。
ブロッコリーとカリフラワーは葉っぱが大きく
なっています。

運動サークル
運動サークルに初めの頃から参加していたGさん
が関東へ引っ越すため辞められました。メンバー
が減ってとても寂しいです。

家族会
10:00～12:00

～ 年末大掃除をしました ～
現在ピアサポーター養成講座で事務を担

当していただいている、長崎大学の大学院
生松尾さんに3月まで須田さんに代って作
業所の経理事務をしていただくことになり
ました。
毎週月曜日の夕方に出勤していますので、
利用者さんとはお顔を合わせることはない
かと思いますが、よろしくお願いします。

冬季休業（～1／4）

～ 年始の開所について～

ピアサポーター
Mさん

～ 12月の寄付～
いつもお心遣いありがとうございます。

お名前が漏れていましたら申し訳ありません。
須田さん ｸﾘｽﾏｽ会景品
川上さん ｸﾘｽﾏｽ会のお菓子
ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ 衣装ｹｰｽ12個、、牛乳パック

Mさん ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑﾌﾟｯｼｭ型2個
森さん ｱｸﾘﾙたわし(作成寄付)×44個
猪平さん ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｹｰｷ 4箱
高岩さん 手編みｾｰﾀｰ5着
古川さん 日用品など
利用者Nさんご家族 ｸﾘｽﾏｽ会の景品
利用者Nさん 牛乳パック
利用者Oさん 牛乳パック
利用者Mさん 休憩室の時計用単３電池

(未使用×２本)、花
※牛乳パックはハンドメイド商品の材料に使せていただい
ています。切らずにそのままお持ちいただいて大丈夫です。

大学院生の松尾さんです♪

窓もきれいになりました！ フローリングにつやが戻り
ました！

ふだんは掃除できない
ところを…

皆さんでいい汗を
かきました.…！


