
新しい年を迎え、早ひと月が過ぎま
したね。１月より新しいメンバーの方
が増えました。ますます活気ある家族
会となりますように！今年もよろしく
お願いいたします。
さて、今回のテーマは皆様の
ご要望にお応えして「スマホの研
究」です。スマホ、携帯電話の使い方
を所長に解説していただきます。
家族会にまだ入会されていないかた
もぜひ一度ご見学ください。

のぞみ便り
202２年２月号

昨年末までコロナの感染状況は
収束しつつあるかと思われてい
ましたが、今年に入り様相が一変、
県内でも感染が急拡大していま
す。「まん延防止等重点措置」と
なり２月に突入しています。

感染防止対策に一層努めて毎日
を健やかに過ごしましょう。

～ ２月家族会のご案内～

○2月19日(土) １０:00-1２:00  
於：のぞみ共同作業所２F

のぞみのメンバーのakiさんのイラスト
をﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞとして商品化することになり
ました！デザインは２種類あります。現在は
第一生命さんとみさき駅さんわに置かせて
いただいています。８枚入り100円となって
います。

ご注文承ります！

～オリジナル年賀ハガキ人気ベスト5～NPO法人長崎のぞみ会
のぞみ共同作業所
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～ ピアサポーター前田さん
1月より週に1日職員研修中 ～

１月より３月までの３か月間、ピア
サポーターのMさんが職員研修を週１
回行うことになりました。Mさんはピア
サポーター養成講座を優秀な成績で修
了し、利用者さんのカウンセリングも
担ってくれています。職員としての日は
水曜だけですが、他の曜日もこれまで
と同様に活動に入られますので皆さん
よろしくお願いします。

～ 新年の抱負を利用者さんに聞きました！ ～

Aさん
健康で楽しく

～ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ新登場！～

大塚さんがイラストを担当した2022年年賀ハガキ
は作業所内とベルナード出店で３４５枚売り上げま
した！
(１２月末現在でその後も売れてます)

人気デザインベスト5は

1位⑨76枚
2位⑥57枚
3位④44枚
4位⑦38枚
5位⑤35枚 でした。

～ 家族会会長のご紹介 ～

昨年12月より、家族会会長として活動してくださっている
林昌子さん。とても気さくであたたかい方です。
まだ参加したことのないご家族のかた、林さんに会いに来て
ください！

こんにちは！林です。
のぞみの音楽講師である今田さんとの繋がり
で、家族会に入会することになり、なぜか会
長などという大役を仰せつかりました。

趣味はゴルフです。(昨年から始めたのでウ
チっぱなし専門)

最近は、朝ドラのカムカムエブリバディの主
題歌でAIの「アルデバラン」が好きで、カラ
オケで練習しようと密かに思っています😀

かなりの天然ボケで皆様を驚かせることもあ
ろうかと思いますが、のぞみ家族会に入って
良かった〜と思っていただける会になります
様にあまり力まずに頑張ります*¥(^o^)/*

龍ちゃん
負けない事・投げ出さな
い事・逃げ出さない事・

信じ抜く事
腐らず、前向きに！！

T.Nさん
時間を守る様心掛け、
本能的になるのを抑
えて、皆と強調する様

努力する。

はるひさん
①今年は明るく前向きに
②作業所と主婦業の両立
③みんなと仲良くできる

ように

ゆきちゃん
今年の抱負は健康で
明るく前向きにいき
たい。体調に気をつけ
て一年を過ごしたい。
出来ることはなるだ
け出来たらと思って

ます。

Y.Iさん
①2つの資格試験に合

格すること。
②年間読書数100冊超。

匿名希望さん
毎日、日中何かしら
の活動を行うことが
できるように、心身
の改善に努めたいで

す。

M.Hさん
編み物を上達させた
いです。継続して来
れるように努力した
いです。商品にひと
つでも慣れるように
努力したいです。

大塚洋介さん
なるべく作業所に休

まずくること。

M.Yさん
去年より強く生きて、
より編み物が進めて、
より通所できるように
頑張って結果が出る事
を誓います。作業所が
変化したのもいい結果
だとおもい、オミクロ
ン株はまだまだ終息し
ないけどただ頑張るの
みだと思い、気合いが
必要です。コロナには
負けられないので打ち
勝つ2022年を過ごした
いです。去年大きな事
が起きたので払いの年

にしたいです。

チューリップさん
毎日の体調を整えて、
元気に過ごします。

守さん

中里敦さん
毎日がんばって

通うこと

次回のデザインの参考にさせていただきます。
購入して下さった皆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）

１１月分
①ポケビニ 1個￥200
------------------
合計 ￥200
販売手数料15％￥30

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 ～

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）

１１月分
①ポケビニ 31個 ￥5,580
②アクリルタワシ 17 個 ￥2,610¥
③ﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰｽﾞﾈｯｸﾚｽ 1個 ￥1,080
④ポケビニ（詰替え）5個 ￥1,000
⑤刺し子ふきん 3枚 ￥6,000
--------------------
売上合計 ￥10,960
販売手数料８％ ￥876
（振込手数料￥55）

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：￥１０，０２９

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟﾀｯｸ
（諫早アーケード内）

１１月分
①刺し子ふきん 2枚￥400
②しるくすくえあ 1枚￥380
③アクリルたわし 2個￥360
----------------
売上合計￥1160
販売手数料10％ ￥116

売上総額：￥１，０４４

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）

１１月分
①レジンストラップ 1個￥1400
----------------
合計￥1400
販売手数料10％ ￥140

売上総額：１７０円

工賃支払日

11月の売上総額： ８４，７４３円

～ 第９回のぞみ会議報告 ～

☆コロナ感染予防対策のひとつ
として、2月より作業所に入場す
る際の不織布マスクの着用を義
務付けします。ご協力をお願いい
たします。

不織布マスク着用のお願い

作業所内
（常設販売分）

１１月分
①ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ商品

売上総額：９，１５０円

売上総額：￥１，２６０

＊各店舗、売上総額は販売手数料
を差引いた金額です。

日時 2022年1月6日（木）13：10～14：30
出席者/ 利用者6名、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ1名職員3名、総数10名

【検討事項】
・11月店舗、ベルナード販売売り上げ報告
・年賀ハガキ売り上げ報告
・商品完成報酬、マイスター申請書
・ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習について
・大掃除振り返り、避難訓練(自主訓練)について
・日常清掃の分担
・クリスマス会報告
・1月のぞみカフェ、1月16日(日)音楽バザー
・節分、花見について
・レジン教室について
・コロナ感染対策関連
・食器、共用物の使用中止、割り箸、
紙コップの使用料について

次回ののぞみ会議は２月３日(木)です

～ ほ のタイム ～
菜園
ブロッコリーとカリフラワーが大きくなってき

ましたが、収穫はもう少し先になりそうです。

運動サークル
新メンバーが加わりました！荒木さんという方

です。1月からボランティア参加して頂いています。
バザーにも駆けつけて下さいました。荒木さん、よ
ろしくお願いいたします。

家族会
10:00～12:00

～ お知らせ ～

～ 1月の寄付～
いつもお心遣いありがとうございます。

月の途中でまとめております。お名前が漏れていましたら
申し訳ありません。
【ボランティア・支援者】

・森さん 牛乳パック、手編みベスト
・林さん 机、布、雑貨、日用品
・古川さん ポケビニ用の布、日用品、文具、牛乳パック
・須田さん 牛乳パック
・加島さん 牛乳パック
【利用者さん】

・Y.Mさん 牛乳パック、玄関のお花
・大塚さん 牛乳パック、カレンダー、日用品
・前田さん 不織布マスク2箱
・Y.Iさん Blu-rayプレイヤー
【家族会】

・松尾先生 コミック類多数
※牛乳パックはハンドメイド商品の材料に使わ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。

ベルナード販売
（11月17日～19日）

売上総額：￥６３，０９０

天皇誕生日

建国記念日

節分豆まき

～ 1月音楽バザー報告 ～
日時: 1月16日(日)13:30～15:30
場所: のぞみ共同作業所
作業所内にて音楽バザーを開催いたしました。
大人10名、こどもさん4名、合計14名のご来場でした。
コロナが再燃していますが、5名のボランティアの方々にご協力いただき
無事に終えることができました。
小さなこどもさん3人が今回初参加でカラオケを楽しんでいらっしゃいました。
音楽室ではリクエストに応える形でエレクトーン演奏を行いました。
次のバザーは3月6日(日)です！！

Café武男

ミニ
KAWANOBAND

第一生命前嶌さま

ボランティアの方々

龍ちゃんのﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ

近日中に
販売します！

カリフラワー ブロッコリー

ボランティア
荒木さん


