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2014 年の抱富です

脳トレの時間に、新しい年の抱負を話してみようということになりました。
ホワイトボードに “ 抱負 ” と書かれた文字を見て、すけさんが一言。
「負けを抱くのは困るから富という字にしましょう」
……というわけで、
『2014 年の抱富』です。
小説を投稿し、賞金で焼肉を食べに行く 【すけ】
写真集を作ってみたい

【くの】

とりあえず頑張る

【ゆう】

一攫千金を狙う。豪邸を建てる

【いがどん】

社会経験を活かして何か先生をやってみたい 【はらやん】
家族の健康・みんな健やかに

【すみ】

無事に１年過ごす

【えの】

作成中です！『2014 年度版カレンダー』
「絵を描こう」の作品で構成されたカレンダーを作成中です。
【以下は、やっちゃんの絵を描こう通信 Vol.10 より】
11 月 30 日 ( 土 )。今回はクリスマス、お正月をテーマにし
た写真・絵を中心に描いてもらいました。また初めての試みと
して 2014 年カレンダーを作ろうと計画しています。皆さんが
これまで描き溜めた絵を何か形にしたいと常々思っていまし
た。試行錯誤ですが、
無事に完成させたいです。ということで、
カレンダー候補の絵を描いた方には最終的な手直しもしてもら
いました。

12 月のご報告
調布市福祉まつり

12 月 7 日 ( 土 )

毎年、調布市役所前広場で福祉まつりが開かれます。
とても寒い時期ですが、今年はお天気に恵まれ、会場は
たくさんのお客様で賑わいました。調布ドリームのテン
トでは、お汁粉と犬用 DD クッキー、手作りクリスマス
グッズなどを中心に販売しました。おかげさまで用意し
たお汁粉 200 食は完売し、DD クッキーもほとんど売り
切れ寸前の嬉しい悲鳴が上がりました。庁舎前に作られ
た特設野外ステージでは、歌の実力を認められて (?) ト
リを務め、トーンチャイムの演奏を含めてクリスマスメ
ドレーを披露しました。

クリスマス会を行いました

12 月 14 日 ( 土 )

恒例となったクリスマス会。今年はピザやサラダの他に、たこ焼きが加わりました。前日の飾りつけも食
べるものの用意も、班に分かれてトレイニーが大活躍です。またご家族から、手作りケーキなどの差し入れ
や折り紙サンタのお土産などが用意され、雰囲気が一段と盛り上がりました。
トレイニーのひでさんがボランティアさんの方々の力を借り
て、1 年ぶりに車椅子の奥様を連れて参加して下さったこと。ま
た一年前のお正月に倒れて以来、このクリスマス会に出席する
ことを目標にしてご夫婦で懸命のリハビリを頑張って来られた
きょうべいさんが、K さんに連れられて車椅子で参加され、歌を
みんなといっしょに歌うことができたこと。どちらも短い時間で
したが、とても印象に残るクリスマス会となりました。
なごちゃん
の演奏

出席者：55 名（トレイニー 26 名、
家族 14 名、ボランティア 6 名、
職員 9 名）

たこ焼きは焼けたかな？

デザートがなくちゃ！
折り紙サンタ

今年最後の外出

12 月 19 日 ( 木 )

11 月のドリームサロンに調布市市議会議員の方々が参加して下さったことがご縁で、H25 年最後の外出

は調布市役所と議場見学となりました。毎月職員が出来立てのドリームごよみを配布するために伺っていま
すが、今回のように中をご案内していただくのは初めての経験で、皆興味津々でした。
今年の外出を終えて【みかっち／職員】
12 月 19 日、車 3 台に分乗して外出。天気は生憎の雨。
行き先は調布市役所、調布市議会、たづくりで開催され
ている五味太郎展の 3 か所。
まずは腹ごしらえ。調布市役所食堂にてランチ。皆そ
れぞれ食券を購入。ちなみに私は味噌ラーメン大盛り。
バターのトッピングがあれば最高なんやけどなぁ。えの
ちゃんのカツカレーも美味しそう。

市役所食堂

お腹もいっぱいになり市議会へ移動し議場を見学。議
長席に座りポーズをとる。くのちゃんもいがどんも本物
の議長みたい。
その後調布市文化会館たづくりで五味太郎展を堪能。
ボードに絵を描くのに夢中になっているマーくん。残念
ながら写真撮影はＮＧ。ポップでかわいいイラストに癒
される。私はすけさんおすすめの絵本を購入。ゆうくん
は缶入りコーンスープを飲んでまったり。普段じっくり
見ることの出来ない所を見学でき、
貴重な体験ができた。

議場案内

市議会は予約をすれば誰でも見学可能。興味のある方は
是非足を運んでみては？

議長！

ご報告
◆ご見学など◆ 4 日：小金井市より当事者の方と市の地域福祉課の職員 1 名ご見学。6 日：調布市囲碁連盟の K さん、ボランティ
アの件で来所。12 日：世田谷区より当事者の方と区総合福祉センター職員ご見学。17 日：北原リハビリテーション病院より
職員 Y さん・T さんご見学。21 日：元新聞記者 H さんご見学。21・28 日：町田市より当事者の方ご見学。
◆ご寄付よろしくお願いします◆
ご寄付の振込先 郵便局 ００１８０－９－６５１８２８ 「調布ドリーム」
※通信欄に「寄付」と明記のうえ、ご氏名、ご住所、お電話番号をご記入下さい。追って領収書を送らせて頂きます。
またドリームごよみにお名前を掲載させて頂きますので、匿名ご希望の方は、その旨も通信欄にご記入をお願いします。

◆東京都の高次脳機能障害専用電話のご紹介◆
・東京都心身障害者福祉センター 電話 ０３－３２００－００７７
月～金曜日

９時～ 12 時、13 時～ 16 時（祝日・年末年始を除く）

・とうきょう高次脳機能障害インフォメーション
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/kojino/index.html

１月の予定（都合により変更もあります）

ボランティア募集中
※調布ドリームは日曜・月曜はお休みです。

＜生活訓練＞
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★「夢市」は火曜日から土曜日まで
10 時～ 3 時開店。ただしプログラムの

都合上、午後は閉店となる日があります。
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調布ドリームご利用ガイド

＊活動日：週 5 日 ( 火～土 ) 10 時～ 15 時。

送迎なし。

昼食は各自持参。

＊生活訓練プログラム：卓球、音楽、認知リハ、パソコン、グッズメイク、ゲーム、絵手紙、編物、ＳＳＴ、絵画、料理、
カラオケ、ジャズピアノ＆映画鑑賞、地域イベント参加、ドリームサロン開催 etc.
＊就労継続 B 型プログラム：
『夢市』( 犬用クッキーや自主作品の製造販売とリサイクル品等の販売 )、パソコン・絵手紙・
絵画などにおいて商品の開発、施設外就労、映画上映、レクリェーション（卓球、カラオケ、ゲーム）、地域イベント参加、
ドリームサロン開催 etc.
＊職員：施設長１名、サービス管理責任者１名
＜生活訓練＞生活支援員 3 名

＜就労継続支援Ｂ型＞職業指導員１名・生活支援員 1 名

＊職業資格（重複あり）
：作業療法士 1 名、言語聴覚士 1 名、社会福祉士１名、介護福祉士 1 名、社会福祉主事 2 名
＊リハビリ講師：15 名。ボランティア：家族ボランティア ･ 一般ボランティア数名。
＊定員：各 10 名

ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。（お住まいの各区市の障害福祉課に申請）

＊障害者手帳がなくても高次脳機能障害の医師の診断書がとれる方、また介護保険の第 2 号被保険者 (40 ～ 65 才未満 )
の方もご利用いただけます。
＊利用料は障害者総合支援法の規定に基づきます。所得により月額負担上限額があります。
＊随時ご相談を受け付けます。まずは見学にお出でください。不明な点は、その際にご相談ください。
編集後記

今年も犬の話でスタート。妹分の「だるまちゃん」は、小型犬なのにオモチャの破壊力が凄まじい。昨日も新

品の布オモチャを 30 分で破壊
（涙）
。あ～、
私が裁縫得意なら自前でオモチャ作るのになー（実は裁縫が超苦手！）
（まさみ）
ＮＰＯ法人高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム
（〒 182-0036

調布市飛田給 2 － 22 － 7

TEL/FAX：

042 － 444 － 3068

http://www.chofudream.com

TBK ビル１階、京王線「飛田給」駅南口徒歩 1 分）

E-mail：info@chofudream.com        代表 吉岡千鶴子

調布ドリームでは、みんなが呼称を申告し、対等で打ち解けやすい呼び方を取り入れています

