2014 年 ドリームごよみ ６月

高次脳機能障がい者活動センター

調布ドリーム

2014 年６月 11 日発行

「えんがわファンド」助成金をいただきました
高次脳機能障害について広く皆さんに知っていただく機会になっている、
年 3 回の「ドリームサロン」や講習会などを開催するときには、ポータブ
ルアンプをいつも調布市社協からお借りしていました。このたび「えんが
わファンド」の助成金をいただけることになり、さっそく 7 月のドリーム
サロンから活用させていただきます。ありがとうございます。
えんがわファンドとは？
自立した市民社会の創造に向けて、調布市の幅広い分野の市民活動を
応援する助成金プログラムです。助成金は、
ちょうふチャリティーウォー
ク参加費や市民・企業・団体からいただいた寄付金等を原資としており、
市民が市民を支える助成金です。

５月のご報告
「ボランティアまつり染地」 5 月 18 日（日）
皆の力が合わさり大成功に【きんちゃん／職員】
五月晴れの中、染地地域福祉センターにて、
毎年恒例のボランティ
アまつり染地が行われました。家族とボランティアの皆さんの手際
良い準備で、あんみつ・夢市の物品販売のブースが整いました。

染地まつり

「いらっしゃいませ！」皆の元気
な呼び声が飛びかう中、あんみつは
２時間を切って１４９食完売！物品
もぬいぐるみとカード等がたくさん
売れ、途中で商品補充のために事業
所まで往復するほどでした。消しゴ
ム印も大小あわせて１０個以上を売
り上げ（彫り上げ）、DD クッキー

ドリームのブースは大盛況

消しゴムはんこの実演販売

も 16 個と盛況でした。
発表では、やすくん、やまちゃんの心に響く体験談で会
場が静まり返りました。続いて総勢 22 名で元気いっぱい
3 曲を大合唱し、日頃の練習の成果を披露しました。こう
いったお祭りの活動を通して高次脳機能障害について、た
くさんの人に知ってもらいたいですね。皆さん、本当にお
疲れさまでした！

染地まつり舞台発表

「東京レインボー倶楽部さんとの卓球交流会」 ５月 23 日（金）
ドリームからはやんくんが３位に 【みかっち／職員】
5 月 23 日 ( 金 )、西調布体育館にて「いきいき高次脳機能障がい者の会 東
京レインボー倶楽部」の皆さん（トレイニー 5 名、コーチ 2 名、家族 6 名）
と合同練習と試合を行いました。一昨年は 1 個もメダルを獲得できなかった
ドリーム。「今年こそは !!」と意気込んで臨みました。結果は、金メダルはや
すくん（この日はレインボーとして出場）
。

銀メダルはレインボーの岳さん。

そして見事！ドリームのやんくんが 3 位入りすることが出来ました。
準決勝と決勝はかなり白熱した試合で、サポーターも熱い声援を送ること
になりました。中でもやんママの「やんくん！今晩は何を食べても良いから
ね！！」と、熱く甘い声援が印象的でした。

卓球交流会表彰式

その後、ミーティング室にてレインボー倶楽部さん差し入れのお菓子とお茶を囲み、
交流会をしました。皆、
和気あいあいとした雰囲気の中終えることが出来ました。皆さんお疲れ様でした。レインボー倶楽部の皆様、
ありがとうございました。
継続は力なり！【まさみちゃん／卓球コーチ】
一昨年の交流会で、レインボー倶楽部の皆さんはとても卓球が上手だなと思っていたので、今年はトレイ
ニーのみんなはどうかな～と案じていましたが、いやいやどうして！ 結果として負けてしまったトレイニー
も、何本もラリーを続けていましたし、見ごたえのある試合がたくさんありました。1 年間、卓球を続けてき
た賜物だと思います。やっぱり、継続は力なりなんだと改めて思いました。これからもがんばりましょう！
【ドリーム参加者：トレイ
ニー 13 名。ボランティア
8 名。職員 5 名】

卓球交流会

外出プログラムで国立のギャラリーへ

（参加者：トレイニー 14 名、職員・家族 7 名）

5 月 29 日（木）

ドリームには寄付品の卓上手織り機がありましたが、扱える人がいなくて活用できていませんでした。先

日、トレイニーのおしょうさんのお兄様ご夫婦（染色・織物作家）にお願
いして、経糸を張って頂くことができました。そのおり国立のギャラリー
キタガワで、お兄様ご夫婦の展示会があるとお聞きして、みんなで見学す
ることになりました。
当日、国立までは電車で行く人、車で行く人、現地に直接行く人と分か
れましたが、誰一人遅れることなく、しっかり時間通りにランチをする予
定のレストランに集合できました。ギャラリーでは織物作品の他に、素敵
な手描きのシャツやハンカチなどに目を奪われました。時間の余裕があっ

手織り機

たのでグループに分かれて、一橋大学構内の散策やコーヒータイムを楽しんできました。
【あっこちゃん】地元をこんな風に歩くのは久しぶりでした。皆でまわり楽しかったです。でも、私達運
が良いみたい（＾ν＾）皆と別れたら雷が！帰るまで雨が強くならないといいですね (>_<)( 当日のドリーム
メールより )
【キーマン】刺繍のハンカチが素敵だったけれど、買うのは我慢しました。
一橋大学も見学できて池のハスの花を写真に撮りました。
【すけさん】良い作品を見て、脳に良い刺激を受けました。財布が温かかっ
たら衝動買いしていたかもしれません。

NPO 法人の総会が開催され
ました。5 月 31 日（土）

今月の「絵を描こう」

平成 26 年度第一回通常総会が開かれ、
事業報告と今年度の事業計画が承認されま
した。社会参加プログラムのひとつとして
非会員のトレイニーにも公開され、6 名の
トレイニーが見学参加しました。

ご報告

◆５月のご見学◆ 1 日：調布市の当事者の方とご家族 2 名。7 日：調布市より当事者。14 日：青梅三慶病院より SW。14 日よ
り 3 回武蔵野市の当事者がご見学、22 日ご利用開始。24 日：武蔵野市より当事者とご家族 1 名が、武蔵野市「コット」の施
設長とご一緒に。
◆ご寄付ほか◆「夢市」への物品のご寄付は、地域の方が直接ドリームに持ってきてくださったり、西部地域センターを通し
て届いたりします。本当にありがとうございます。またお客様から「夢市」についてご意見や、アドバイスをいただいたりす
ることも増えてきました。さっそく「夢市」開店の月間予定表を作って張り出すなど、出来ることから改善を進めています。
これらのことすべてが、トレイニーの社会との貴重な接点になっています。今後ともよろしくお願いします。
◆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

６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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編物
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カラオケ

29 30

火曜日～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

当事者会準備

ゲーム
卓球

脳トレ

卓球

21

絵手紙

映画鑑賞「博士の愛した数式」

28 絵を描こう
当事者会

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

＜就労継続 B ＞
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ＳＳＴ
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施設外就労 /
料理買物 卓球
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富士見準備 卓球

８ ９ 10 さんちゃんの SST 11 DDクッキー製造 12 DD クッキー製造 13 施設外就労 /
運営委員会

ＳＳＴ

料理 MT/ 18 DD クッキー製造 19
15 16 17ジャズピアノ
/ 料理ＭＴ
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夢市
カラオケ

ＳＳＴ
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編物
ＳＳＴ
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土 ★

７ 料理教室
14

富士見
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20 施設外就労 / ゲーム 21絵手紙 / 販売品製作
卓球

映画鑑賞「博士の愛した数式」

26 DD クッキー製造 27施設外就労 / 料理ＭＴ 28 絵／販売品製作
夢市ＭＴ

卓球

当事者会

★「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。

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：作業療法士 1 名、言語聴覚士 1 名、社会福祉士１名、精神保健福祉士１名、介護福祉士 1 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

世界卓球が終わったら、次はサッカーＷ杯。日頃はあまりサッカーを観ない私も、Ｗ杯になるとテレビを観て

しまいます。けど、今回は夜中から明け方にかけての試合ばかり…。一体いつ寝ればいいんでしょうか。
（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

