2014 年 ドリームごよみ 10月

高次脳機能障がい者活動センター

調布ドリーム

2014 年 10 月８日発行

第 24 回ドリームサロンを開催します
内容：第 1 部 講演「高次脳機能障害の今とこれから？」
第 2 部 当事者と共に語ろう！
講師：ＮＰＯ法人「日本脳外傷友の会」理事長 東川悦子氏
■日時

平成 26 年 11 月 15 日 ( 土 )

13 時～ 16 時半

■会場

高次脳機能障がい者活動センター 調布ドリーム
（京王線飛田給駅南口 徒歩 1 分）

■申込 Fax（042-444-3068）またはメール（info@chofudream.com）にてお願いします。

９月のご報告
ほっとハート 2014 in 調布駅南口広場

9 月 27 日（土）

9 月 27 日（土）、調布駅南口広場で調布・府中・多摩の三市合同の販売イベント、障がい者福祉施設自
主製品販売会『ほっとハート』が開かれました。当日は曇ったり、
日が差したりと変わりやすい天候でしたが、
自主製品を並べたテントや模擬店が 30 軒以上立ち並び、賑やかでした。
初参加で良い経験ができました【あずちゃん / 職員】
ドリームはＤＤクッキー（犬用クッキー）や手作り品のほか飲料とせ
んべいセットを販売しました。今までにしたことのない１時間半交代の
販売時間でしたが、皆、笑顔で声掛け・接客・会計をおこない、ＤＤクッ
キーやグッズメイクの時間に作ったブレスレット・ようじ袋など、売り
上げも好調でした。なかなか売れなかったせんべいセットも、びぜんが
売り歩いてくれたおかげで残りがわずかになりました。
初参加のイベントでしたが、大きなトラブルもなく、感想会でも楽し

ほっとハート

かったという声が多く聞かれました。家族・ボランティアの方も大勢顔を見せてくれました。他の事業所の
ことを知り、また、ドリームのことを知ってもらういい機会だったと思います。
【30 日の感想会にて】
・楽しかった！おしょうさんも楽しかった。
（いがどん）
・人の出入りにムラがあり、対応が難しかった。
（りきどう）
・もう声が出なかった。限界！（ひろ）
・がんばって売った。役割分担も OK。
（さいとう）
・（写真を見て）来年はドリームのゆるキャラを作ろう。
（おかっち）
おせんべいいかが？

「ちょうふチャリティーウォーク 2014」に家族会が参加

9 月 28 日（日）

「ちょうふチャリティーウォーク」で集められた参加費は、調布市社会福祉協議会の運営する助成金「え
んがわファンド」の原資になります。調布ドリームでは今年、ポータブルアンプセットを助成金で購入し、
7 月のドリームサロンから活用させていただいています。
賑やかな 1 日でした【おおまちママ / 家族】
爽やかな秋晴れに恵まれて参加人数は 200 人ほど。家族連れや、ガールスカウトのお嬢さん達など、様々
な方々が来てくださって大いに賑やかでした。調布ドリームのブースは、お向かいのブースの方々が、それ
ぞれネックレスを１本ずつ、楊枝入れを１ケずつのお買い上げで順調なすべりだしをしました。何よりも楽
しかったのは、来場者とのじゃんけんでした。勝っては、いけないのに、つい、力が入ってしまって勝って
しまい、大いに笑ってしまいました。売り上げも順調で、楽しい１日でした。

絵手紙お見舞い

コーチのヱイ子さんがドリームに来られようとしたときに、絵手紙の道具を持ったまま転んで怪我をされたこ

とを受けて、
みんなでお見舞いの絵手紙を描きました。
ヱイ子さんから一人一人に心のこもったお返事もいただき、
心を伝える絵手紙の力を感じました。

ヱイ子さんからのお返事「絵手紙」

ヱイ子さんからのお返事

ヱイ子さんへのお見舞い「絵手紙」

夢市ロゴを作りました！

夢市で扱う品物のうち、手作り品をアピールするためにロゴを作ることに

なりました。
作品を公募し 6 名から 10 点の応募がありました。投票の結果、りきどう
夢市ロゴ

さんの作品が 7 票を獲得し、第一位に選ばれました。りきどうさんは、
『え！

こんな作品が一位になって本当にいいのかと、マジびっくり！』だったそうですが、さっそくかっちゃんが
ゴム印を製作し、みんなで作ったタグは 9 月 27 日 ( 土 ) の三市合同イベントから使われています。

西調布体育館の抽選にもれた場合の「なごみ」利用について
【ひじちゃん／トレイニー】
９月５日 ( 金 ) 午後のレクレーションは、調布市知的障害者援護施設「なごみ」の地域交流活動スペース
にて、卓球とゲームを行いました。
「なごみ」は外観も中も綺麗で、活動スペースの中は、ダイニング、テー
ブル、卓球台は２台あり好印象でしたが、ドリーム事業所から離れていてアクセスが悪いのが難点です。
卓球、ゲーム班に分かれて、卓球班はいつもの試合チーム分けと同じ
で、ジャンケンで、３、４人のチームを４つ作り、とりあえず練習開始。
当日はコーチのまさみちゃんがお休みだったので、トレイニー同士で打
ち合いましたが、どんな変な所に打っても必ず打ちやすい所に返してく
れるまさみちゃんの偉大さに改めて感動。卓球台は２台だけでしたが、
皆、満足気でした。
ゲーム班はどうも百人一首をやっている様子、梅
ちゃんの読み上げる声が響いていました。百人一首

「なごみ」で卓球

今月の「絵を描こう」

はリハビリにも良いかも。
なんといっても、ここの良いとこは、冷房設備が
あること。真夏の暑さに苦しむことはありませんし、
まだまだ残暑厳しい折、卓球で汗をかいてフラフラ
になる事もありませんでした。それから、自炊する
為なのか台所があるなど、とにかくいろいろと利用
価値のある施設でした。

8 月 25 日より１か月間の動き

◆ご見学◆ 5 日：フジテレビ「スーパーニュース」担当者が取材下見のため来所。10 日：狛江市社会福祉協議会 特定相談事
業所職員。26 日：武蔵野市ライフサポートミュー職員。
◆ご寄付など◆ 9 月も西部地域福祉センターをはじめ、ドリームのコーチ・ご家族からも物品や季節の衣類、手作り品を頂き
ました。また卓球のボールや、手描き染め作家（ご家族）の素敵なブラウスなどのご寄附もありました。近隣の方で「ドリー
ムに寄附することで断舎利が進みます」と言ってくださる方や、新しい品物が店頭に並ぶのを楽しみにしてくださる常連の方々
もいらっしゃいます。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

10 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＞

日

火

月

火曜日～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

水

１グッズメイク / パソコン ２
体操 / 音楽

パソコン
旅行最終 MT

西部ＭＴ / 音楽

パソコン
ゲーム

５ ６ ７（旅行延期） ８ グッズメイク ９
旅行予行練習

木

12 13 14 振替休日 15

編物教室
体操 / 音楽

西部ふれあい
のつどい

金

３料理の買物 ４ 料理教室
卓球

10 サロン MT 11
運営委員会

16 パソコン 17
脳トレ

料理 MT
卓球

外出ＭＴ

料理 MT
自主ゲーム

19 20 21MT/ ｼﾞｬｽﾞﾋﾟｱﾉ 22Wii でスポーツ 23 パソコン 24
認知リハ

26 27 28

料理 MT
カラオケ

音楽 / 体操

土

29 グッズメイク 30 パソコン 31 料理の買物
体操 / 音楽

外出ＭＴ

水★

木★

金 ★

ＳＳＴ

ＤＤＭＴ

卓球

西部ＭＴ / 音楽

ＤＤＭＴ

卓球

絵手紙

さんちゃんの SST/ 西部つどい準備

18 当事者会準備

映画鑑賞「アナと雪の女王」

25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 型＞

日

火★

月

★「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。

土 ★

１DD クッキー製造 ２DD クッキー製造 ３施設外就労 / 料理買物 ４ 料理教室

５ ６ ７（旅行延期） ８グッズメイク ９DD クッキー製造 10 施設外就労 / 11絵手紙（販売品製作）
旅行予行練習

サロン MT 運営委員会 西部つどい準備

12 13 14 振替休日 15 編物 /DD クッキー 16DD クッキー製造 17 施設外就労 / 18 当事者会準備
製造

西部ふれあい
のつどい

SST

外出班：面談会見学

料理 MT

卓球

映画鑑賞「アナと雪の女王」

19 20 21夢市 MT/ ｼﾞｬｽﾞ 22DD クッキー製造 23DD クッキー製造 24 施設外就労 / 25絵手紙（販売品製作）
ﾋﾟｱﾉ 認知リハ

26 27 28 料理 MT

カラオケ

調布ウォーク
ラリー

ＳＳＴ

ＤＤＭＴ

ＳＳＴ

ＤＤＭＴ

料理 MT 自主ゲーム

29DD クッキー製造 30 DD クッキー製造 31 施設外就労 /

当事者会

卓球

料理買物

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
＊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

コーヒー豆の価格が高騰しています。ブラジルの天候不良が原因。コーヒー好きの私にはつらいけど、コーヒー

専門店はもっと大変。
こんなことで閉店されたら私の憩いの場がなくなるので、ちょっと高くなっても通います！
（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

