★９/８（土）にミーティング、９/１５（土）に運営ミーティングを行いました。
<ミーティング>意見箱に 10 通の意見が入っていました。
〇アニマルセラピーについて再検討を求めます。
「職員がメンバーを、おおたふれあいフェスタに案内する準備をす

おたより 2018 年 10 月号

るということではなかったか？」→センター内では、喘息などのアレルギーがある人がいるので、センター内で

発行：社会福祉法人プシケおおた
かまた生活支援センター
大田区西蒲田４－４－１
相談用℡：５７４７－１６５７
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http://www.koujiya-center.com/

は行えない。動物とふれあいたい方がいたら、おおたふれあいフェスタでかつてそういったイベントがあったと思
うということは伝えてはいたが、職員がフェスタに案内する準備をするとは言ってはいない。
〇宗教・政治の勧誘は、センターの中でも外でも絶対やめて欲しい。怖かった。→職員にいうなどの対応を。登録時
の契約内容には、センター内での宗教の勧誘は禁止だと明記されているが、センター外についての禁止については
どうしていくか？ 知っている人に勧誘されるのは、再び勧誘されやすい。 内・外で禁止すべきでは？センター
外での行動を禁止するということは、プライベートの行動を制限することであり、出来かねる。 センター外の行
動を取り締まるということをもう少し議論を尽くしてみても良いとは思うが、怖い思いをしたというなら、今後怒
鳴りつけてきた人とは関係を絶つという決断も必要なことではないか？・・・次回のミーティングに持ち越しとな
る。
＜運営ミーティング＞
☆議題〇平成 30 年度地域交流事業について
・10/26（金）12：00～17：30 の時間は、芋煮会の準備のため通常のオープンスペースの利用はできません。
・10/5（金）13：00～17：00 に芋煮の試作を行います。買い物した後、調理を始めます。調理係の利用者の方々は

10/27（土） 芋煮会を行います！
平成 30 年 10 月 27 日（土）の 14 時～今年度の地域交流事業も昨年に続き芋煮会を開催
することとなりました。
タイムスケジュールとしては
準備
10:00～
芋煮会
14:00～
コンサート
14：15～15：00
将棋・折り紙
15：00～16：30
片付け・お疲れ様会 16：30～17：30
※今年もパソコンや麻雀など通常のフリースペース
の利用はできません。ご注意ください。

13：00 に集合してください。いいじまマートに買い物に行きます。16：30 に片付け終了予定です。本番用の
材料は肉のハナマサで注文し、配達してもらうことにします。
・芋煮会の告知用チラシを配る日を決める。10/12（金）のウォーキングの時間で配ることとします
・看板作りは合計２枚作ります。9/29（土）16：00～17：00 で、もう一日、作成予備日として 10/2（火）16：00～
17：00 の予定を組みました。看板テーマは「ハロウィン」です。芋煮会自体はハロウィンにこだわらず行い
ます。
・芋煮を振る舞う担当の方を募集したが、手が挙がらず。引き続き募集をしていきます。70 食分の過不足にならない
ようにおたま 2 杯分を一食にするなどの基準を決めるべき。

芋煮試作会！
10 月 5 日に芋煮の試作を行います。
芋煮会の厨房担当の方は、
13:00
にセンター集合。それから、芋煮を 10 人前を目安に作成します。
当日、芋煮の作成を手伝って頂ける方、出来れば、芋煮会の当日に
厨房の手伝いが出来る方を募集いたします。奮ってご参加下さい！

・ミニコンサートでは、センター内にロールカーテン設置済み。暗幕は不要。
・折り紙コーナーでは、ボランティアの西田さんがお手伝いをしてくださることになったことを伝えました。
〇ある利用者の方からのご意見で、血液検査の結果の見方など健康づくりの指導をまたやって欲しい。→血液検査の
結果の見方についてはスタッフでもある程度は対応することができる旨伝える。他、センターで高性能な体重
計を買って欲しいとの希望あったが、今ある体重計もまだ使えるので購入は見送りとなった。
〇話題は移り、
「宗教の勧誘の件、センター外でのことはセンターとしても規制は難しい。
」との意見があり。現行通
りセンター内は宗教の勧誘禁止のまま変えずにおく。

９月のふれあいファームは、ミーティングの時間をで買い出しに行き、聖護院大根と玉ねぎ、更に
予定外ではありましたがチューリップの苗を購入してきました。
活動日にて植えることになっていましたが、当日は生憎の雨。10 月になっても植え時は外れないので延期
とし、気が早いですが収穫物をどうするという話し合いを行いました。たくさんの案が出ましたが、最終的に
は「ふろふき大根を作って食べよう」と決まり、収穫＆調理＆実食予定は 12/20 のふれあいファーム時間で、
となりました。今後もゆっくり朗らかに活動していきたいと思いますので、ぜひお気軽にご参加ください。

ミーティング

１０月 ９日（火）１４：００～１５：００

活動日

１０月１８日（木）１４：００～１５：３０

芋煮会の担当を募集しています！
10 月 27 日（土）に行われる芋煮会にて、芋煮を器に盛って振舞う担当が現在職員のみで、利用されてい
る方々からの参加の声が集まらない状況です。行うことは、芋煮を器に盛って、受付を終えた方々にお渡し
するというのが基本です。お手伝い頂ける方と、振舞うための流れなど確認しながら行いたいと思います。
お手伝い頂ける方がいらっしゃいましたら、運営ミーティングにご参加頂くか職員にお声がけください。

大田区しょうがい者の日のつどい
日時：10 月 21 日（日） 10：00～15：15（開会式 13：15 より）
場所：大田区総合体育館
区内各施設の自主生産品の販売などの福祉のお店や軽食が食べられる模擬店が出店予定です。
他、パラリンピックの競技紹介・体験コーナーやユニバーサルスポーツの体験、大道芸とイベントがござ
います。ご興味のある方は、掲示板に設置しているボックスにチラシがありますのでご覧ください。

月
お休み

火

水

木

金

土

10：00～
13：00～ 10：00～
10：00～
13：00～
19：30
17：30
17：30
17：30
19：30

日

運営ミーティング・・・センターはみんなの場所です。来月の予定などみんなで考えていきませんか？

お休み

たくさんの方のご参加をお待ちしています。
お茶会・交流会・・・・その場で集まったメンバーでおしゃべりする時間です。他の人の話を聞くだけでもＯＫです。
ふれあいファーム・・・センター前花壇で、花や野菜を植えて育てています。野菜がうまく育つと調理会を

1

２

３

４

５

６

スタッフ会議の
お茶会＆交流会
ためお休み

芋煮試作
ミーティング
14：00～15：00 13：00～17：00
15：00～16:00
作成～後片付けまで （30 分延長あり）

お休み

７
お休み

行ったりもします。
就労グループミーティング・・・
「おおたワーククラブ」
【登録制】 消費者生活センター第２集会室で行います。く
わしくは職員まで。
女性のお話し会・・・女性のみのお話し会です。話された内容についてはグループの中でのみ共有します。
ふれあい音楽会・・・２カ月に一回行っています。音楽療法士の先生をお呼びして、みんなでピアノに合わせて歌っ

８

９

体 育 の ふれあいファーム
ミーティング
日
１４：００～１５：００
夕食タイム
17：00～19：00

１５ １６
お休み

ふれあい音楽会
16：00～17：00

１０

１１

１２

１３

ウォーキング
スタッフ会議の 手芸クラブ
13：30～15：00 14：00～15：30
ためお休み
※芋煮会のチラシ
を配ります。

運営ミーティング
15：00～16：30
（30分延長あり）
夕食タイム
17：00～19：00

１７

１９

２０

女性のお茶会
14：00～15：00

女性のお話し会

１８

スタッフ会議の
活動日
ためお休み

ふれあいファーム

１４

当事者研究・・・・当事者が主体的によりよい自分になるために考え話し合い実践します。再開しました。
手芸クラブ・・・・手芸に興味のある方が集まっています。内容は、編み物、裁縫、紙粘土での人形作り等々
をしています。今は塗り絵も一緒に楽しんでいます。参加している人は、お茶を飲みながら

２１
お休み

夕食タイム
17：00～19：00

２４

２５

お休み

スタッフ会議の
ためお休み

コミュニケーシ ※フリースペースは
ョンの話し合い 10:：00～12：00 までの
芋煮会
利用となります。
（第１６回）
14：00～15：00
芋煮会 準備
※通常のフリースペースの
12：00～17：30
利用はできません。表面参

お休み みんなでやろう会
14：00～16：00
法律相談（予約制）
18：30～20：00
（担当：宮崎）
予約締切 ９/２１（金）

夕食タイム
17：00～19：00

します。
ウォーキング・・・最長、片道３０分の距離をのんびり歩いて楽しんでいます。

15：00～16：00

２２ ２３

２９ ３０

おしゃべりをして楽しく活動しています。手芸用品等はありますが、各自でのご用意をお願い

みんなでやろう会・・・メンバー主体でやりたいことを考えて実施していく会です。

夕食タイム
17：00～19：00

夕食タイム
17：00～19：00

ミーティング・・・運営ミーティングに準じます。

お休み

１４：００～１５：３０

当事者研究
15：00～17：00

たり、楽器を触ったりしています。

２６

２７

女性のお茶会・交流会・・・女性のみでおしゃべりをするお茶会です。他の人の話を聞くだけでも OK です。

２８
～ 専門相談 ～ 【予約制】
■

法律相談 …法律に関するご相談をお受けします。弁護士が担当します。

＊法律相談の予約の締切日は相談日の前の週の金曜日（お休みの場合はそのさらに前日）となります。

予約のない場合は弁護士の来所はありません。ご協力お願いいたします。

照。

３１
予約相談日
13:00～17:30
（予約相談のみ）
レディースタイム
13：00～15：00
メンズタイム
15：30～17：30

皆さんが食べるものを各自持参し同じ時間帯に食べるという『夕食タイム』を火曜と
土曜の 17:00～19:00 の時間帯に設けています。
『夕食タイム』について皆さんのご意見をお待ちしております。

