
４月21日～ 5月19 日の寄付です。皆さん、いつもありがとう
ございます。お名前がもれていましたら申し訳ありません。

【利用者】
Y.Mさん 玄関のお花
H.Sさん 牛乳パック

【ボランティア、支援者、理事会役員】
山口海斗さん ジュース類1箱
須田さん びわ1箱

【非常勤】
加島さん 牛乳パック

ボランティアの海斗さんが、「綾鷹カフェ」の抹茶ラテ
を24本入り１ケース、のぞみに寄付して下さいました。
作業所内で50円で販売させていただいてます。
ありがとうございます！

5月9日より長崎大学保健学科作業療法学専攻4年生の実習が始まりました。
毎日の活動に参加しています！みなさんも気軽に声をかけてくださいね。

５月の例会では「生活保護」をテーマになかなか聞く
機会がない内容を詳しく教えていただきました。
「役所で聞けないことを教えてもらえて良かった」など
の感想があり有意義な講演でした。
今月は見学の方もいらして、皆さんで家庭での悩みを聞
きあったり、共感し合う会となりました。６月のテーマは
「居場所について」です。障害のある方も参加できる趣
味サークルの紹介もあります。皆様のご参加をお待ちし
ております。

2022年６月号

6月は水無月（みなづき）と呼ばれます。
水無月の「無」は、「の」にあたる言葉で

「水の月」という意味になります。
今まで水の無かった田んぼに水を注ぎ入れる頃
であることから、「水無月」と呼ばれるように

なったそうです。
この時期の雨は稲が実を結ぶために重要なもので
あるため、豊作を願う人々の思いがこの呼び名に

表れていますね。
雨が続くと気分も落ち込みがちですが、好きなこと、
趣味の時間を作ったりして心地よく過ごせるよう

に工夫したいですね。

～ 家族会報告 ～

○6月18日(土)10:00～12:00
於：のぞみ作業所１Fリビング
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HP

～ ようこそ！実習生 ～

ｱﾒｰﾊﾞﾌﾞﾛｸﾞ

～ レクの日報告 ～

※なお、7月は7/16(土)テーマ「色々な障害の理解」の予定です。

日時:5月21日(土)13:30～15:00 
場所:のぞみ共同作業所１Fリビング
参加者:登録者3名、実習生2名、職員2名

「むかしmattoの町があった 第２部」の上映会を行いました。
約100分の映画を鑑賞しました。
重い内容ではありましたが、良い映画だったとの感想をいただきました。
個別の配慮として、別室にアニメ鑑賞室も設けました。
次回6月のレクの日は、「のぞみカフェ」を行います。実習生も参加し

ます。カラオケやエレクトーンのリクエスト受付を行いたいと思います。
お気軽にご参加ください。参加〆切は6/9(木)です。

日時:6月18日(土)13:30～15:00
場所:のぞみ共同作業所

初めまして！

長崎大学から来ま
した！たくさんお
話してください！
7週間よろしくお願
いいたします！

～ ピアノ調律をしてもらいました ～

鍛冶屋町の原楽器店の原さんに音楽室のピアノ
の調律をしていただきました。
原さんによるとのぞみのピアノは状態がとても

よいとのお墨付きをいただきました！
ピアノはたくさん使った方が長持ちするそうなの
で皆さんで弾きましょう(^^)/
調律は通常11,000円で引き受けてくださるそうで
す。皆さんのピアノもいかがでしょうか？

～洋ちゃんの洋楽コーナー～その４

「雨を見たかい」クリー
デンス・クリアウォー
ター・リバイバル(C.C.R)
が1970年に発表した楽曲
で、アルバム『Penduium』
に収録されています。

5月の家族会の様子です

河野 理事長

趣味はバドミント
ン、料理、ピアノ
です。7週間よろ
しくお願いいたし
ます！

SさんKさん

～ ４月～５月の寄付 ～

学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の海斗さん

元職員の須田さんがびわを箱に
沢山持ってきてくださいました。
立派なびわに利用者さんも大喜び。
職員も美味しくいただきました。

紫陽花



みさき駅さんわ
（長崎市三和農水産物販所）

３月分
①ポケビニ 3個
②刺し子布巾(大) 1枚
③ﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 2ｾｯﾄ
--------------------------
売上合計￥1,060
販売手数料10%:￥159

のスケジュール

〇菜園活動 ： 毎週月曜10：30～11：00

〇ﾋﾟｱサポート ： 毎週火曜11：00～12：00

〇運動サークル ： 毎週月曜13：30～15：00

〇レクの日 ： 月1回土曜13：30～15：00

〇のぞみ会議 ： 第1週木曜10：30～11：30

〇河野講座 ： 不定期 10：30～11：30

〇ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習 ： 月3～4回10：30～12：00
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＿＿＿＿＿＿＿

運動サークル
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＿＿＿＿
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ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習

(ﾎﾟｹﾋﾞﾆ)
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ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
(ﾎﾟｹﾋﾞﾆ)
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午前休み

避難訓練
10：30～11：00

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ
(テーマトーク)
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(当事者研究)
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(振り返り、
テーマトーク）
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のぞみ会議
10：30～11：30
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ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習

(刺し子ふきん)
＿＿＿＿＿＿

ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ講習
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※PMは閉所
（職員会議）

～ 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）

３月分
①アクリルタワシ￥180 2個

￥150 8個
②ポケビニ(本体) 10個
③ポケビニ(詰替) 13個
④ﾍﾟｰﾊﾟｰﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ 1本
--------------------------
売上合計￥7,040
手数料8％￥563
振込手数料￥55

～ 💰売り上げニュース ～

売上総額：￥６，４２２

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟタック
（諫早アーケード内）

３月分
①アクリルタワシ￥180 1個
-------------------------
合計売上 ￥180
販売手数料10% ￥18

売上総額：￥１６２

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ﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 2ｾｯﾄ
②レジンｽﾄﾗｯﾌﾟ 2個
③カステラｽﾄﾗｯﾌﾟ 2個
--------------------
合計￥2,040
販売手数料10％ ￥204

工賃支払日

３月の売上総額：9,292円

～ 第２回のぞみ会議報告 ～

作業所内
（常設販売分）

３月分
①ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ商品

売上総額：￥１２，１８０売上総額：￥１，８３６

日時 2022年5月12日（木）10：25～11：30
出席者/利用者6名 職員4名 実習生2名、総数12名
【検討事項】

～ 菜園ニュース ～
チンゲン菜とカブを収穫しました！

利用者さんたちの他に音楽教室の生徒さんの
保護者の方が購入して下さいました。
菜園活動にボランティアの山口海斗さんが加
わりとても助かっています。
これから何を育てていくか、利用者さんと海
斗さんとスタッフで検討中です。

家族会
10:00～12:00

• ３月の売上/昨年度収支報告
• 店舗販売について
• 面談・ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞについて
• 利用登録/工賃契約につて
• 来所時の検温・手洗い
• 報酬ﾎﾟｲﾝﾄ/完成報酬の確認職員
• 今後の菜園について
• 共通作業/個人BOXについて

実習生レク

たくさん収穫できました！

～ 実習生レクのお知らせ ～

日程：６月16日(木)10：30～11：00
場所：１Fリビング

今回も実習生にレクレーション
を企画してもらいます。
朝礼後の３０分間で行いますので
お時間ある方は是非ご参加くださ
い(^^)/

レクの日
のぞみカフェ
13：30～15：00

売上総額：￥９０１

JUNE BRIDE

※６月２０日は役員会を行う関係で午前中を
お休みとします。１２：００から入室可能です。

• 4月レクの日報告/5月レクの日案内
• 5月29日(日)音楽バザーについて
• 避難訓練
• 次回の会議日程

次回ののぞみ会議は6/2(木)10：30～11：30です。
※朝礼が終わり次第始めます。

～ 新スタッフ紹介 ～

4月から月２回、火曜のピアサポー
ト活動に入ってくださることになっ
た加島さんをご紹介します。とても
誠実な方です。ピアカウンセリング
も受け付けています。

４月から、ピアサポート活動の非常勤
スタッフになりました、加島 健と申します。
よろしくお願いします。
普段は、地域活動支援センターやまぼ
うしの非常勤ピアスタッフをしています。

父の日

大塚さん

イラストや洋楽でお馴染みの大塚さんには「電子工作」も好きなのだそうで、
「壁づたいねずみ」というおもちゃを作ってきてくれました。5月バザーでお客さん
に見てもらえたらと楽しみにしていました。

～ 利用者さんのある一日 ～


