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2017 年 10 月のご報告
西部ふれあいのつどい

10 月８日（日）

西部地域福祉センターは、毎月１回の料理教室の会場として利用して
いるだけでなく、
「夢市」
へのご寄附の箱を置かせていただいているなど、
日頃から大変お世話になっているところです。そこで開かれる「西部ふ
れあいのつどい」に参加し地域の皆さんと交流することは、この時期の
ドリームの恒例行事です。
今年も手作り品の販売と、舞台での合唱発表で参加しました。舞台の進行役の方が、入口でドリームが手
作り品を販売していることをアナウンスして下さったこともあり、売り上げがのびました。
運営委員会での振り返りでは、トレイニーから下のような感想が出ました。
＊指揮をしていてみんなの声がすごく出ていて驚いた。少しアド
バイスしただけなのにすごかった。
（指揮者のトムサン）
＊一回練習したときにトムサンに顔を上げて歌った方がよいと言
われその通りに歌ったら声が出るようになった。
（ババちゃん）
＊歌が上手く歌えた。指揮が良かった（くのちゃん）

卓球交流会

10 月 20 日（金）

東京レインボー倶楽部：10 名 ( トレイニー 4 名、ボランティア 2 名、家族 4 名 )
調布ドリーム：19 名（トレイニー 11 名、ボランティア 3 名、職員 5 名）
恒例の東京レインボー倶楽部との卓球交流会も５回目になりまし

卓球交流会の流れ

た。午前中にお菓子の買い出しや袋詰め、トーナメント表の書き出
13：00

各代表挨拶

しました。練習は調布ドリーム 3 班、東京レインボー倶楽部 1 班

13：20

練習（1 人 2 回 2 分ずつ）

の４班に分かれ、お互い別のチームのコーチと最低１回は当たるよ

13：40

し等トレイニーが準備をして交流会に臨みました。
交流会は代表挨拶から始まり、一人一言では全員が意気込みを話

うにラリーを行いました。試合はトレイニー同士のトーナメント戦

14：30

で行われました。
トレイニー達は今までの練習では見せたことのない真剣な姿で試

14：45

合に臨んでいました。金メダルはレインボーのたけちゃん。銀メダ

15：00

ルはドリームのいがどん、銅メダルはえのちゃんでした。

15：40

一人一言、ラジオ体操
ルール説明、試合開始

表彰式
一人一言、集合写真撮影、
閉会の挨拶
片付け、整理体操
交流会
終了

楽しく試合できて銀メダル！【いがどん / トレイニー】
がんばって銀メダルを取ることが出来、楽しかったです。決勝で負けたレインボーのたけちゃんが強かっ
た。逆転の試合が続いたけど時の運で決勝まで勝ち進めました。もっと練習して次回は金メダルを取りたい
です。・・・明日は明日の風が吹く・・・
次回は優勝を！【しんやさん / トレイニー】
調子が悪かったこともあって頑張って準決勝まで勝ち上がったのですが、
力が尽きて負けてしまいました。
次回は優勝できるように頑張って練習したいと思います。

運営委員会
運営委員会は月１回火曜日に、トレイニー・ボランティア・
職員が一緒にドリームの運営について話し合い、決定してい
く大切な会議です。前月の行事の感想や今後のプログラムの
打ち合わせなどが議題になるほか、ごよみの記事に何を載せ
るかなど意見が出されます。
また犬用クッキーを焼くときに出るにおいが気になる人がいることについて話し合ってお互いの立場を理解
する等、トレイニーから出された問題点を解決する場ともなっています。
より良いドリームをめざした意見を【真左 / トレイニー】
調布ドリームに通い始めた頃に、運営委員会に出た時は、まだ何も分からずに、意見を言えずにいました

が、最近はいろいろ意見も発言できるようになってきました。これからも、トレイニーの皆さんと共に、色々
な意見などを、議論をしてより良いドリームにしていきたいと思います。
初めての司会を終えて【コーンさん / トレイニー】
最初は緊張していましたが、時間がたつにつれて慣れていき、みんなも意見を発言するようになり、毎回勉
強になりました。司会をしたのは今回初めてでしたが、みんなの参考になる意見を聞けて良かったです。少し
ずつですが慣れてきて、自分の意見も言えるようになってきたのでこれからも楽しみです。
10 月 28 日 ( 土 ) の絵を描こうは、皆でスケッチブックを手に外
へ出かける予定でしたが、生憎の台風接近。小雨が降る中みんなで
写真を撮って、ドリームでスケッチをすることになりました。

絵を描こう

コーチのやっちゃんから『絵を描こう通信 7 ～ 9 月』が届きました。

「こんにちは、絵を描こうコーチのやっちゃんです。7/29、8/26、9/30 の絵を描こうにご参加くださった
トレイニーの皆さんの作品をご紹介、ご報告します。活動センターに足をお運びの際には、実物を見ていた
だけるととても嬉しいです。
」という文章に続いて、それぞれの作品と感想を、やっちゃんのひとことにま
とめられていますので、一部ですがご紹介します。
夏の思い出・日本一周 ひとり旅の話を聞くのはとても楽
しいものです。その人の個性や人柄を知ることができます。
宝物のような夏の思い出を絵を通じて共有させてもらいま
した。（かなさんへ）
やぎの親子 久々の参加、やぎの親子の続きを描いてくれ
て、無事に仕上がりました。描き方・取り組み方を前回と
少し変えたそうで、それによって自分にどんな変化があっ
たかをきちんと感じていたので、よい学びになったと思い
ます。（ぐっさんへ）

夢市だより
【りきどうさん / トレイニー】

絵を描こう ８月

ＮＡＳＶＡ（自動車事故対策機構）
の発送受託作業について紹介します。
毎週火曜日と木曜日午後の週２回の
発送作業をしています。作業内容は、
主にチラシを封筒に入れ込み、ポス
ターを箱に入れる２つの作業です。
これらの発送作業は、２つのグルー
プに分かれて、それぞれリーダーを中
心に進めます。

◆ご見学・ご来所など◆ 10 月 19 日（木）調布市福祉作業所等連絡会の職員交換一日研修として、社会福祉法人巣立ち会
こひつじ舎 精神保健福祉士の方が就労継続Ｂ型に参加。10 月 28 日（土）府中市より当事者の方が夫と共に見学。
◆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」と明記の上、ご氏名、ご住所、お電話番号をご記入ください。追って領収書を送らせていただきます。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申し上げます。
◆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
月～金曜日

電話 ０３－３２３５－２９５５ ＦＡＸ０３－３２３５－２９５７

９時～ 12 時、13 時～ 16 時（祝日・年末年始を除く）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/kojino/index.html
・とうきょう高次脳機能障害インフォメーション

11 月の予定（都合により変更もあります）

※調布ドリームは日曜・月曜はお休みです。

＜生活訓練＞

日

ボランティア募集中

火

月

火曜日～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

水

木

金

体操 / 音楽

午後休み

祝日
文化の日

体操 / 音楽

囲碁教室

１ グッズメイク ２料理の買物 / 映画 MT ３

土

４ 料理教室

５ ６ ７

８グッズメイク ９自主パソコン 10 当事者会準備 11

12 13 14

15

認知リハ
運営委員会

SST
福祉まつり MT

編物教室
イイトコサガシ

16

パソコン

ゲーム

17

卓球

脳トレ
卓球

絵手紙

映画鑑賞「レナードの朝」

18 絵を描こう
当事者会

19 20 21 認知リハ 22 体操 / 音楽 23 ドリームサロン 24 サロン感想会 25 振替休日
卓球

書道教室

サロンリハーサル 講演会・フリートーキング

カラオケ

体操

囲碁教室
スポーツ吹矢

水★

木★

金 ★

ＳＳＴ

午後休み

祝日
文化の日

運営委員会

ＳＳＴ

DD クッキー製造
受注作業 /MT

福祉まつり MT

ＳＳＴ

受注作業 /MT

26 27 28 ジャズピアノ 29 新聞アート 30

11/23（木）分

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

＜就労継続支援 B 型＞

日

月

火★

１ DD クッキー製造 ２受注作業 /MT ３

５ ６ ７ 販売＆整備 ８ DD クッキー製造 ９

土 ★

４ 料理教室

10 販売＆整備 11 絵手紙/販売品製作
卓球

映画鑑賞「レナードの朝」

12 13 14 販売＆整備 15 DD クッキー製造 16 DD クッキー製造 17 販売＆整備 18 絵を描こう/販売品
卓球

製作 当事者会

卓球

11/23（木）分

19 20 21 販売＆整備 22 DD クッキー製造 23 ドリームサロン 24 販売＆整備 25 振替休日
受注作業

サロンリハーサル 講演会・フリートーキング

26 27 28 販売＆整備 29 DD クッキー製造 30 DD クッキー製造
カラオケ

ＳＳＴ

受注作業 /MT

★「夢市」は火曜日から土曜日まで 10 時～ 15 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（定員 10 名）
：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、
新聞アート、書道、イイトコサガシ、料理、スポーツ吹矢、カラオケ、ジャズピアノ、映画鑑賞、囲碁 etc.
＊就労継続支援 B 型プログラム（定員 10 名）
：
『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、レクリエーション（卓球、カラオケ、映画鑑賞）etc.
＊共同プログラム：地域イベント参加、ドリームサロン開催、旅行
＊職員：＜兼務＞施設長 1 名、サービス管理責任者 1 名、事務員 1 名（非常勤）＜生活訓練＞支援員 4 名（常勤 2 名・
非常勤 2 名）＜就労継続支援Ｂ型＞支援員 3 名（常勤 2 名・非常勤 1 名）、職業指導員 1 名（非常勤）
＊専門資格：作業療法士 1 名、社会福祉士 1 名
＊リハビリ講師：（卓球、編物、認知リハ、絵手紙、ゲーム、パソコン、絵を描こう、ジャズピアノ、新聞アート、吹矢、書道、囲碁 ）
＊ボランティア：一般ボランティア ･ 家族ボランティアが、夢市・編物・卓球・料理などで活躍中。（ボランティア募集中）
＊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

気がつけば、秋が終わりかけている！毎年、サンマや栗ごはんなど秋のご馳走を味わっていたのに、それを食

べる前にわが家は冬定番のお鍋に突入（涙）
。こうなったら、この冬はいろんな鍋料理に挑戦してみようと思う。（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

