2019 年 ドリームごよみ 4月

高次脳機能障がい者活動センター

調布ドリーム

2019 年４月 10 日発行

4 月 1 日、ドリーム移転
【ちず / 理事長・施設長】
近くの桜が７分咲きの４月１日、遂に新ドリームに引越しをしました。３日の午後に初めてトレイニーが
内覧をする中、明るい！広くてきれいだね！など思わず感激の声が上がる様子を見て、何より移転できたこ
とを嬉しく思いました。
５月２６日 ( 日 ) には、新ドリームで橋本圭司先生を講師にお招きして第３７回ドリームサロンを開催致
します。内部もご覧いただきたく、皆さまのご参加をお待ちしております。

新ドリーム外観

助成金
事業所移転に伴う必要な備品購入に対して、社会
福祉法人 東京都共同募金会公益財団法人より就労
継続支援 B 型事業に１８０万円、中央競馬馬主社
会福祉財団より生活訓練事業に１４５万円をご助成
頂きました。それぞれロッカーやテーブル、椅子な
どトレイニーの皆さんが日々使用する備品を中心に
新調させて頂き、新しいスタートを切ることが出来
ました。本当にありがとうございました。
「旧ドリーム集合」
（内覧会出発前）

告

予

第 37 回ドリームサロン

～高次脳機能障害を 知ろう、語ろう、もっと身近に～
●日時：5 月 26 日 ( 日 )

PM 1：00 ～ 4：30

●会場：高次脳機能障がい者活動センター
（京王線飛田給駅北口

第１部

講演

調布ドリーム

徒歩 5 分）

「高次脳機能リハビリテーション」
～子どもから高齢者まで～

講師：橋本 圭司 氏
（はしもとクリニック経堂 院長）

第2部

当事者と共に語り合おう！

かんちゃんの当事者研究の話
【かん / アルバイト職員】
こんにちは、アルバイトのかんちゃんです。2 月と 3 月
に私が計 3 回行った、「当事者研究の紹介」というプログ
ラムについて紹介します。当事者研究は「自分自身で、と
もに」というキャッチフレーズから伺えるように、当事者
が自らの苦労している事 ( 障害 ) について、専門家任せにするのではなく、同じ事で困っている仲間と協同
しながら、自分自身で研究し、生きやすい方法を見つけようという取組です。
プログラムの前半はその紹介をして、後半はトレイニーの皆さんと共に研究の実践をしました。
「家族関
係でイライラすること」や、「計画していても出来ないこと」など、トレイニーの皆様からユニークなテー
マを出してもらい、それぞれが自分自身の「苦労の専門家」として、とっても議論が盛り上がりました。

【アンケートより】
Q１

自分研究をしてみたいテーマは何ですか？（悩み事や困っていること）

〈まこ〉周囲や家族とのコミュニケーションがうまくとれない。他の事に意識がいってしまう。物事を覚
えるのに時間がかかる。自信が持てない。
〈ナック〉夫婦愛について。
〈サトシン〉自分はジャズが好きであるので、そのジャズの音楽を引き出して、一生をそれらのことにささ
げられたら良いなあ。つまり自由ほんぽうであることである。
〈ひで〉これから一生の間でやってみたいことは～～～。
〈山〉高次脳機能障害になって今思うことは、失った機能にかわる代償になる機能を開発しようと気づいた
ことです。

Q２

全体の感想・お気づきのことをお書きください。

〈ゴー〉かんちゃんに詳しく知っていただきました。時
間がもっとほしかった。
〈京〉短かった。もう少し深掘りして分析や第三者の意
見が欲しかった。
〈みつ〉みんなで考えれば

みんなで発見し

みんなで

楽しい会でした。
〈ひで〉全員が思っている事を発言しているのがいい‼
〈いが〉皆さんいろいろと頑張っておられて大変だなあ
と思いました。

新職員紹介
【たけ / 職員】
初めまして。３月より常勤支援員としてドリームに仲間入りしました竹村麻希です。ドリームでは皆様に
『たけちゃん』とよんでもらっています。前職は介護の仕事をしていました。
ドリームに来て、一番感じたことは、
『あたたかい場所』 トレイニーさん達

ちずさんやスタッフの方々

みーんなホントに『あたたかい人達っ』職場に来ているのに毎日親族の集まりみたいな気持ちになってしま
います。私もこの『あたたかい場所』で『あたたかい 1 人』になれるように頑張ります。
皆様

どうぞ宜しくお願いします。

【よこ / 職員】
４月から念願のドリームの一員となりました横田と申します。調布市特別支援学級介助員、
会社員を経て、
先月まで精神科作業療法助手として病院勤務をしておりました。
ドリームには、昨年１月から、
ボランティアとしてお手伝いに来ていました。月に１～２回程度しかドリー
ムに来ない私ですが、次第に顔を覚えて頂き、今では気さくに話しかけてくださるトレイニー達に、沢山の
事を教えて頂いています。
ドリームの明るい雰囲気がとても好きです。トレイニーの笑顔が益々増えるように頑張っていきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願い致します。

◆ご見学・ご来所など◆調布市の当事者の方の相談で、ＮＰＯえるぶスーパーバイザーの方と共にご家族３名が来所。２１日
（木）
：就職した元トレイニーが報告などで来所。
◆ご寄付など◆３月２２日 ( 金 ) にご家族の榎本様より移転に向けてご寄付をいただきました。ご支援ありがとうございました。
ご趣旨をいかして大切に使わせていただきます。
◆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

４月の予定（都合により変更もあります）

＜生活訓練＞

日

月

火

ドリーム
移転

移転のため休み

１ ２

７ ８ ９

水

３

午前休み

施設内覧 / 音楽

木

４ パソコン
午後休み

ボランティア募集中
金

５ お楽しみ会買物 ６新ドリーム

10

11 パソコン 12

14 15 16 囲碁教室 17

18 囲碁教室 19

ヨガと話
運営委員会

21 22 23

書道教室

囲碁教室
カラオケ

13-15 時
家族会

28 29 30

サロン MT
認知リハ

新聞アート
ＳＰ体操

編物
体操 / 音楽

ゲーム

土

卓球

お楽しみ会

脳トレ
ボッチャ＆バドミントン

パソコン

SP 音楽
卓球

13 絵手紙

認知リハ

20 当事者会準備
映画鑑賞

24 グッズメイク 25 パソコン 26 コミュ＆認知 27 絵を描こう
スポーツ吹矢

体操 / 音楽

27火～土曜日：
28
10 時～ 15 時

29

卓球

MT：ミーティングの略
SST：社会生活技能訓練

10 時：ラジオ体操

30

当事者会

＜就労継続支援 B 型＞

日

火★

月

１ ２
ドリーム
移転

移転のため休み

７ ８ ９

水★

３

午前休み

施設内覧 / 夢市開店準備

木★

４ 夢市開店準備 ５

金 ★

夢市開店
販売＆整備 卓球

午後休み

土 ★

６ 新ドリーム
お楽しみ会

販売＆整備 10受託作業 /DD 11 販売＆整備 / ＤＤクッ12 販売＆整備 13 絵手紙 / 販売品
運営委員会 クッキー製造 SST キー製造 / 受注作業 /MT ボッチャ＆バドミントン 製作 販売＆整備

14 15 16 販売＆整備 17 受託作業 /DD 18販売＆整備 / ＤＤクッ 19
販売＆整備 クッキー製造 SST キー製造 / 受注作業 /MT

SP 音楽
卓球

20 当事者研究の
紹介 映画鑑賞

21 22 23 販売＆整備 24 受託作業 /DD 25販売＆整備 / ＤＤクッ 26５月のサロンＭＴ 27絵を描こう / 販売
13-15 時
家族会

販売＆整備

28 29 30

サロン MT
販売＆整備

クッキー製造 SST キー製造 / 受注作業 /MT

27

28

29

卓球

品製作 当事者会

30

★「夢市」は火～土曜日まで 10 時～ 17 時半 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

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２名 ( 非常勤 )

＜生活訓練＞支援員３名（常勤換算）

＜就労継続支援 B 型＞支援員２. ２名（常勤換算）
、職業指導員 1 名（常勤）
＊専門資格：作業療法士１名、介護福祉士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

新しい元号、新しいドリームの事業所。春は新たな出発の季節ですから、今年はまさにピッタリ。私もこの 4

月から中学校の卓球コーチを引き受けました。これからもいろんなことにチャレンジしていこうと思います。
（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

TEL/FAX：

http://www.chofudream.com

調布市飛田給１－５０－１、京王線「飛田給」駅北口徒歩５分

042 － 444 － 3068

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

