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・ハートケアセンターこころ・こむぎ・
島田市島 581 番地の 14
℡0547-46-5561 FAX 0547-46-5566
・りなむ：島田市金谷中町 2100 番地 1
℡0547-46-1687 FAX0547-45-5165
・さがら作業所：牧之原市菅ケ谷 219 番地１
℡0548-52-7447
FAX0548-28-6622
・地活はぐるま・あじさい：牧之原市勝俣 1926 番地 1
℡0548－22－5529 FAX0548-23-9340

http://www.hcc-kokoro.jp/

新入職員を
紹介します！

おちあい

落合

としあき

寿明

こんにちは、9 月からこむぎで働いています。
趣味は釣り、アウトドア、プラモデル、ラジコン
です。今は、メダカの養殖にはまっています。
スポーツは、野球をやっていました。
福祉関係の仕事は未経験です。メンバーの

これから

皆さんやスタッフの方に色々と教えて頂いて

どうぞよろしく

います。

お願いします

これから、皆さんと楽しく一緒に頑張りたい
です。よろしくお願いします。

い わ も と

岩本

ゆ き こ

有喜子

9 月からさがら作業所に配属になりました
岩本有喜子です。
以前にも愛知県の作業所で勤務経験があります。
裁縫や陶芸、インテリアなど手作りが好きで、時
間を見つけてはコツコツ作っています。
また最近子犬を飼いはじめたので、公園で一緒に
遊ぶことが今の楽しみです。
久しぶりの職場復帰で至らない点も多いと思い
ますが、よろしくお願いします。

たなか

いく み

田中

郁美

はじめまして。９月より、りなむに配属されま
した、田中郁美です。以前は移動支援や訪問介護
などの在宅系のサービスを行っていました。
就労継続支援 B 型での勤務は初めてですが、ス
タッフのみなさんや、メンバーのみなさんに色々
教えて頂き、大変感謝しております。
これから、りなむの皆さんと
ともに成長していけるよう努力
していきたいと思います。
よろしくお願い致します。

スクープ！
○○の秋 集めました！
講演の秋
行楽の秋

2015 こころと福祉のセミナー
9 月 12 日『“生きづらさを抱える人たち”と向き

はぐるま・あじさいでは、いよいよ 10 月下旬

合う』をテーマに、聖隷浜松病院 精神科部長

計画していた旅行に出掛けます。

掘雅博先生を講師にお招きして開催しました。

４月から実行委員を中心に準備を進めてきまし

「投影」「投影同一視」

た。行き先は、小国神社、掛川城と掛川市ステンド

といった専門用語も具

グラス美術館です。

体的な事例とともにわ

一人ひとりが「自分にできることは何かないかな」

かりやすくお話しいただ

と少しづつ考えました。小国神社やららぽーとのパ

き、日々の支援のヒント

ンフレットを持ち寄り、皆で協力しながら旅行のミ

をいただきました。当日の参加者は約 100 名で、近

ーティングを重ねています。秋の季節とともに楽し

隣の事業所からも多くのご参加をいただきました。

い旅行に行ってきます。

ありがとうございました。
島田市金谷のみんく
る内の展示スペースに
りなむでは下請け作業に

絵画教室の中村先生や

新しい仕事が加わりました。
住宅床材の見本帳作成の

メンバーの貼り絵の作品が飾られていました。
絵画教室は 2 ヶ月に 1 回行われており、参

仕事です。

加は自由で、思い思いの作品を作っています。

床材をカットしたものを、

そこで生まれた作品も飾られていました。

台紙に貼る仕事ですが、一つ

「貼り絵は細かいが、

のミスが大きな発注ミスにつながるので緊張して作業を

作品は大胆で素晴らし

しています。

かった！！」作品を見

私達の作った見本帳が全国に配られるので張り合いと

に行った方の言葉です。

なっています。

さがら作業所は、毎年、相良のお祭り日は、

スポーツの秋
9 月 22 日(火･祝)島田市総合スポーツ
センター ローズアリーナにて、わかふじ

とても忙しい１日となります。

祭典の秋

今年も 9 月 19 日（土）から 3 日間お祭りで、
さがら作業所とこづつみ作業所さん、第 2 こづ

スポーツ大会卓球競技に出場しました。結果は

つみ作業所さんが作った軒花が飾られ、とても賑やかでし

おしくも 3 位でしたが、強い相手を前にしても

た。自分達が毎日、コツコツ一生懸命作った軒花が主役と

果敢に挑む姿は輝いていました。

なっているのは、本当に嬉しくて満足感があります。

応援して下さった皆さん、応援ありがとう

この日は、恒例となっているのか分かりませんが？管理者

ございました!!

が朝から張り切って 25 名

そして、選手の皆さん

分の昼食を作って美味しく

本当にお疲れ様でした!!

頂きました。なんと豪華花ま
んじゅう付きです!!

Part1
いいこと活動を始めて、３年目を迎えました！
私たちは、“地域のために何かいいことをしよう”と活動しています！

島田地活・こむぎ
夢づくり会館バス停周りの清掃活動を、月に一度

ｃ

やらせてやらせていただいています。また、エコキ
ャップも引き続き集めています。
今年は、活動の幅を広げて行きたい!とメンバー･
スタッフで相談したところ「ベルマーク集めなら、
コツコツとやっていけそう」と声が上がりました。
みんなで調べて、中学校や高校で集めていることや
1 点 1 円になることが分かりました。その後、ベル
マーク一覧表を探したり、回収 BOX を作りました。
まだまだ始めたばかりの活動なので、これからも
今ままで以上に集めていきたいです!!

はぐるま・あじさい
昨年のいいこと活動は、「秋葉公園の清掃」と「静波海岸の清掃」を行いま
した。昨年に引き続き、秋葉公園や静波海岸の清掃をやりたいという意見が多
数挙がりました。
昨年の活動の様子↑

今年は、昨年とは違ったことに取り組めたら良いとの声掛けに「新しいこと
に取り組むことも大切だが、続けることに意味がある。」との意見も出ました。
新たなアイディアとして、毎年お茶とお米を頂いているので、そのお礼を兼
ねて JA を宣伝するポスター作り、町内会の人に何かお礼ができないか、レク
リエーションのためにお借りしていた橋向体育館の清掃が挙がりました。
まだ、何を行うか決まっていませんが、今回は今までの活動を
続けていくことも視野に入れつつ、地域との交流も兼ねて
地域に啓発していくことができるようないいこと活動が
できないかとみんなで考えています。

日

月

4

5

さがら・あじ
さい:ふれあ
い広場

島田地活:
休み
さがら:工
賃･ミーティ
ング
はぐるま･
あいさい:
語ろう会

11

12

りなむ：SL フ
ェスタ

体育の日

火

6

水

木

金

土

1

2

3

8

9

10

島田地活：サテラ
イト
９:００～１２:００

こむぎ:茶話会
はぐるま･あじさい:
フットサルクラブ
１３:００～１５:００

こむぎ:ふれあい広
場 １０:００～
１４:００(場所：おお
るり)
さがら:3 施設合同
運動会
りなむ：SL フェスタ

14

15

16

17

島田地活:クラブ運営会議
１３:００～１３:３０
島田地活・こむぎ:いいこ
と清掃 １３:３０～１４:００
語ろう会 １４:００～１５:００
りなむ；振替休日

島田地活:唄おう
クラブ １３:３０～
１４:３０
さがら・あじさい:
ドリームまきのは
ら
22

7
島田地活:卓球クラブ
１３:３０～１５:００
こむぎ:にじいろ市場

13
島田地活:休み
さがら:振替休日
りなむ：振替休日

18

19

20

21

ハートフルカ
ップ(フットサ
ル大会)
りなむ：フォ
ルムス販売

島田地活:
休み
はぐるま･
あじさい:語
ろう会

島田地活:サテライ
ト ９:３０～１４:００

島田地活:ソフトバレークラ
ブ １３:３０～１５:３０
こむぎ:にじいろ市場

25
りなむ：しま
だ大井川マ
ラソンｉｎリバ
ティ

26
島田地活:
休み
りなむ：振
替休日

27
はぐるま･あじさい:
旅行

28

島田地活:家族学習
会
１３:３０～１６:３０
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島田地活:絵画教室
１３:３０～

29

島田地活:卓球クラブ
１３：３０～１５:３０

30

31

はぐるま･あじさい:
サロン清掃

島田地活:映画上映
会 １３:００～

ＪＡハイナンさんより、新米とお茶をいただきました！
今年もさがら作業所、はぐるま・あじさいに、新米静岡コシヒカリ、牧之原茶、
低カフェイン緑茶を頂きました。ランチ等に使用させていただきます。
ＪＡハイナンさん 毎年、ありがとうございます。
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