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2018 年８月のご報告
囲碁教室
８月の運営委員会で、９月のドリームごよみに載せる記事に
ついて皆で話し合っていたところ、
『囲碁教室は楽しいです。
ですが、まだ始めたばっかりなので脳のリハビリになっている
のかどうか分からないのです』と、トレイニーのきょうさんか
ら発言がありました。
ドリームでの囲碁教室が始まって１年経ちましたので、ふーさんにそのことも含めて文章を寄せていただ
きました。
1 年を振り返って【ふーさん / コーチ】
調布ドリームで囲碁教室をはじめ、１年を迎えることになりました。
囲碁が高次脳機能障害にどのような影響を与えるか、という問いに対してはこれから本格的に研究が実施で
きるかどうかによりますが、講師として体感しているのはトレイニーへの知識の蓄積、技術の習得が順調に
進んでいる、ということです。
脳には様々な機能が備わっています。そのうち、囲碁が高齢者に与える良い影響として「注意機能（物事
に集中する）」や「ワーキングメモリ（複雑な情報を処理し、対処する・・・会話や料理など）
」の向上がす
でに研究によって示されています。
私には高次脳機能障害者にも同様の効果が得られているように思えるのです。
囲碁だけに限らず、趣味や楽しいことは人間が生きていく時間を豊かにしてくれます。その楽しいことを
見つけて、真剣に遊ぶことがもっとも効果的なリハビリになるのではないでしょうか。
願わくば、みなさんの人生の１シーンに囲碁が寄り添っていられれば幸いです。

＊ツジちゃん / トレイニー：大学時代に囲碁クラブで大先輩から教わって以来、ほぼ 40 年ぶりにドリー
ムで囲碁を再開した。まだピンと来ていないが、少しずつ思い出す機会だと思い欠かさず出席していると
脳みそが少し回るようになった気がする。囲碁に前向きな気持ちになっている。
＊きょうさん / トレイニー：まだ始めたばっかりなので脳のリハビリになっているのかどうか分かりません
でしたが、ふーさんからのお話で、きっと高次脳機能障害者へも良い効果があるでしょう。

ともちゃんの音楽

ともちゃんの音楽は、生活訓練・就労継続支援Ｂ型の共通プログラムで、隔月

に開かれます。体操・発声練習から始まり、音に合わせてリズムを取りながら身
体を動かすリトミック、
歌の練習等、
たくさんのプログラムをパワフルなともちゃ
んと共に楽しんでいます。
歌を楽しむ姿に感動【ともちゃん / コーチ】
昨年のクリスマスコンサートで歌わせていただいたことがきっかけで、調布ド
リームの皆さんとご一緒に、活動をしている事を嬉しく思います。皆さんの第一
印象は「歌が好き！」心の底から歌われ感動される姿がとても印象的でした。
私の音楽活動では、赤ちゃんから高齢者まで対象者の抱えている様々な問題、
ニーズに合わせて目的や内容を設定しておりますが、
ここでは高次脳機能障害へのニーズに応じた活動を
行っております。
まずは発声！自然な腹式呼吸は、心肺機能の維持、
向上のトレーニング、発音、発声することで口腔機能
の向上にも役立ちます。即興で皆さんと、声を合わせ
て歌ったり、プラスαの活動として、クラップやエッ
グシェーカーでリズムに乗りながら歌えば、より身体的活性を高めるための「有酸素運動」として効果が期
待できますし、心理的にも発散されて行きます。
また、
「脳トレリトミック」では、ルールを理解し、動作を記憶、歌いながら音楽を聴き、テンポに注意
しながら合わせていく。幾つもの事に注意を配りながら実行する「デュアルタスク」と「有酸素運動」によ
り神経細胞が活性化し、前頭葉は積極的に働いていると考えられます。音楽の力を借りることで、難しいト
レーニングも楽しく行うことが出来ます。また、輪になったり、ランダムに歩いて相手とタッチ！など、自
然に交流する交流活動も意識しているので、コミュニケーション手段として役割を果たします。音楽がパイ
プ役となって一体感が生まれています。
音楽＋少しの工夫「プラスαの課題」によって、
脳の広い範囲を活性化させる脳トレとなる事を目指して、
認知向上につなげようと「一度で何度もおいしい活動」を行っています。

当事者会の司会に挑戦しました
進行が上手くいき、挑戦できてよかった【ゴーさん / トレイニー】
今回、８月の当事者会で、初めて司会を行いました。私の場合、失語症のため、司会は本当に嫌で、いま
まで断ってきました。しかし、いつかは行わないといけないと思いました。
Ｂのカスタマーミーティングから司会を行い、皆の勧めで当事者会の司会に挑戦しました。結果は、司会
進行が上手くいき、意見に対して、コメントを入れられ挑戦して良かったと思いました。

アンケート結果「今年の夏休みをどう過ごしたか」
＊外に出る予定は一切作らずに本 3 冊読破する予定でした。登場人物がやたら多く読み返しが続き、
1 冊で終わりました。登場人物をメモするかな……（ババちゃん）
＊映画館に行った。コードブルーだ。満足した。
（きょうさん）
＊特別お出かけすることもなく、自宅でのんべんだらりと過ごしていました。
（いがどん）
＊軽歩行で歩行して力をつけました。（ありさん）
＊休みの日はお墓参りを兄貴と行って、終わった後にお昼はガストで食べてその後にお台場に行っ
て羽田空港を見て帰ってきました。いい 1 日でした。（さいとうさん）
＊おくさんと 2 人でスカイツリーへ。東京タワーやっぱり小さい。でっかい事はいいことだ。
（ひ
でさん）
＊私は 5：30 から母とマラソンをしました。５周回るととても疲れました。でもとてもやりがい
のあるマラソンでした。昼食後は少し歩きました。あるくととてもいい！！（みっちゃん）

＊テレビ見物。
（きくさん）

夢市だより
【みっちゃん / トレイニー】
皆様、こんにちは。みっちゃんです。
9 月 1 日の三市合同「ほっとハート」と、希望の家でのイベント用にクッキーを
いつもの倍の分量を焼き、商品をピックアップして持って行きやすいように仕分
けをしました。そのかいあって三市合同「ほっとハート」では盛況でした。
8 月の夢市には、おもちゃやガラス食器、服をおすすめ商品として販売しました。
ナスバは、今までの発送作業だけでなく、全国の病院へ電話アポイントや、宛名
シールを作るための名簿作成の仕事も行なうようになりました。
新しい仕事として、調布市役所のメール便を 10 月から毎週水曜日に行う事にな
り、9 月中に今やっている事業所から引継ぎを行います。

夢市で、全身コーディネート

◆ご見学・ご来所など◆ 8 月 7 日（火）
：世田谷区ふらっとより相談支援の方、トレイニーのモニタリングのために来所。22
日（水）
：調布市障害福祉課職員の方、実習生 4 名とともにご見学。 狛江市相談支援の方、トレイニーのモニタリングのため
に来所。
◆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

９月の予定（都合により変更もあります）

＜生活訓練＞

日

火

月

水

木

火～土曜日：10 時～ 15 時
10 時：ラジオ体操

２ ３ ４

囲碁教室
SST

ボランティア募集中
金

１

三市合同
ほっとハート

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

５ グッズメイク ６

パソコン

土

７料理の買物 ８

料理教室

卓球

体操 / 音楽

午後休み

体操 / 音楽

ゲーム

映画ＭＴ

卓球

パソコン

脳トレ
体操 / 音楽

９ 10 11 認知リハ 12 料理ＭＴ 13 パソコン 14 グッズメイク 15 絵手紙
運営委員会

16 17 18

19 編物教室 20 囲碁教室 21

24 25

26 新聞アート 27 パソコン 28

23/
30

認知リハ
書道教室

ジャズピアノ
カラオケ

家族会

体操

スポーツ吹矢

料理ＭＴ
卓球

当事者会準備

22 料理合同ＭＴ
映画鑑賞

29 絵を描こう
当事者会

＜就労継続支援 B 型＞

日

火★

月

水★

木★

金 ★

★「夢市」は火～土曜日まで 10 時～ 15 時開店
プログラムの都合上、午後は閉店となる日があります

２ ３ ４

販売＆整備
販売＆整備

土 ★

１

三市合同
ほっとハート

５DD クッキー製造 ６ 受注作業 /MT ７ 販売＆整備 ８

料理教室

ＳＳＴ

午後休み

卓球

ＳＳＴ

受注作業 /MT

販売＆整備

受注作業 /MT

ＳＳＴ

映画鑑賞

受注作業 /MT

卓球

品製作 当事者会

９ 10 11販売＆整備 12 DD クッキー製造 13 DD クッキー製造 14 販売＆整備 15 絵手紙 / 販売品
運営委員会

製作 販売＆整備

16 17 18 販売＆整備 19 DD クッキー製造 20 DD クッキー製造 21 販売＆整備 22 料理合同ＭＴ
23/
30

販売＆整備

/ 編物

卓球

24 25 販売＆整備 26 DD クッキー製造 27 DD クッキー製造 28 販売＆整備 29絵を描こう / 販売
カラオケ

家族会

ＳＳＴ

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

故郷の岡山で収穫したブドウが届きました。今夏の豪雨で岡山の農家は大きな被害を被りました。例年より少

し小ぶりでしたが、美味しさはいつもと変わりません。一日も早い復興を祈りながら、有難くいただきました。
（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

