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☆9/14（土）にミーティング、9/21（土）に運営ミーティングを行いました。
<ミーティング>意見箱に意見が３通入っていました。
〇「センターで小倉百人一首を芋煮会も想定し購入しませんか。
」

http://www.koujiya-center.com/

おたより 2019 年 10 月号

→購入することに決定。まずは小倉百人一首を一つ買う。
〇「PSW 実習生 3 人は多くないでしょうか。おたよりにも告知してもらえませんか。
」
→実習担当の職員にも聞く。この件については保留。少し実習生が多いと感じる。
〇「プログラムにも初参加の人がいるので、職員の方で配慮し、古くから参加している人ともバランスのとれた進行

今年の地域交流事業、芋煮会について

ができたらいい。
」→職員、メンバーと協力し合いながら、初参加の人に配慮する。
・自主企画（夕食会）のお知らせ

＜2019 年 芋煮会＞

→9/17、9/28 会計は自主企画のため、メンバーで管理する。
・センターから向谷地さんの講演会と看板作り第二弾があることについてお知らせ。
＜運営ミーティング＞

＜場所＞…かまた生活支援センター

☆議題
〇プログラム日時変更について
・10/5(土)15:00~16:00…女性のお話し会

＜日時＞…2019 年 10 月 26 日（土）12：00～

・10/29 (火)15:00~17:00…当事者研究

〇芋煮会の啓発について
・看板作り…芋煮会啓発用看板の内容について、話し合った。
→障害の害の字をひらがなにするか、漢字にするかの意見では活発な意見交換があり、今回に限っては害の字を漢字
にすることになった。
→「周りと上手く接したい」ということについて、
「周りと上手く接することが難しい」という言葉に変更した方が、

芋煮会当日のタイムスケジュール
準備
10:00～
開館時間
12:00～16:00
芋煮配布時間
14:00～なくなり次第終了
コンサート
13:30～15:00
片付け・お疲れ様会 16:00～17:30
この写真
※休憩室（畳の部屋）を開放し、将棋やオセロも楽しむことができます。

の

伝わりやすい言葉になるという意見が挙がった。
・チラシ…9/27 のウォーキングで配布するチラシの確認を行った。
・百人一首で遊ぶ場所について。→休憩室（畳の部屋）では将棋やオセロを予定していて静かな場所のため、今回、百
人一首を行う場所はトランプや UNO、かるたと同様にテーブルで楽しむことになった。
・看板だけでなく、啓発用のチラシも作成したらどうかという意見が出た。→職員で作成。
・配布資料（おたより、芋煮会案内チラシ、啓発用チラシ、センターのパンフレット）をホチキス留めにして、一部に
した方がいいという意見が出た。
・10 月のウォーキングの時間に芋煮を入れる容器と割り箸の買い出しに行くことになった。
・芋煮会の担当で 10/25（土）13：00～と当日に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
加いただくか、職員までお声がけください。
〇芋煮調理担当〇受付担当〇会場準備の担当〇案内（啓発）担当

どなたか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いただ
くか職員にお声がけください。

芋煮会用の立て看板を一緒に作りませんか♪パート 2
芋煮会用の立て看板作り（第二弾）イベント用と啓発用の 2 つ看板を作ります。
日時：2019 年10 月12 日（土）、13:00～15:00 かまた生活支援センターにて。
今年のテーマは心のバリアフリーです。9 月に行われた看板作り（第一弾）では、プログラム内での啓発に関する意
見を 4 つのテーマに振り分け、それぞれ短く分かりやすい言葉へと変えてみました。第二弾では、実際に看板を作って
いきたいと思います。ぜひご参加ください。初めてのご参加もお待ちしております。

９月は、先月に引き続き里芋や草花の苗の周りに生えていた雑草を抜く作業をしました。今回は参加された方
がとても多く、きつめの残暑の中にも関わらず見事に全部きれいにすることができました。いよいよ来月は里芋
の収穫となり、その収穫物をもって芋煮の材料となりますので、ぜひ味わって頂けたらと思います。
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 ８日（火）１４：００～１５：００

活動日

１０月１７日（木）１４：００～１５：３０

日時：2019 年 10 月 20 日（日） 10：00～15：15（開会式 13：30 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、掲示板にチラシが張ってありますので、ご覧ください。

月
お休み

火

水

木

金

10：00～
13：00～
10：00～
10：00～
13：00～
19：30
17：30
17：30
17：30
19：30
1
自主企画
麻雀教室入門
14:00～16:00

2

3
お茶会・交流会
14：00～15：00

4
みんなでやろう会
14：00～15：00

8
ふれあいファーム
ミーティング
14:00～15:00

5
女性のお話し会
15:00～16:00

日
お休み
6
お休み

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？
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
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。

夕食タイム
17：00～19：00

7
お休み

土

9
スタッフ会議の
ためお休み

10
手芸クラブ
13:30～15:00

11
ウォーキング
14：00～15：30
(芋煮会の食器等
買い出し)

夕食タイム
17：00～19：00

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。

12
13
看板作り（第二弾） お休み
13：00～15：00
ミーティング
15：00～16：00
（30分延長あり）

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
たり、楽器を触ったりしています。
ミーティング・・・運営ミーティングに準じます。
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

夕食タイム
17：00～19：00

夕食タイム
17：00～19：00

14
15
体育の日 ふれあい音楽会
お休み
16:00～17:00

16
スタッフ会議の
ためお休み

17
18
ふれあいファーム 女性のお茶会
14：00～15：00
活動日
14:00～15:30

19
運営ミーティング
15:00～16:30
(30分延長あり

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
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

20
お休み

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。
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。
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。

夕食タイム
17：00～19：00

21
お休み

28
お休み

22
即位礼正殿の儀のため
お休み

29
当事者研究
15:00～17:00
法律相談(予約制)
18：30～20：15
(担当：宮崎）
予約締切 10/25(金)
夕食タイム
17：00～19：00

夕食タイム
17：00～19：00

23
予約相談日
13:00～17:30
(予約相談のみ)

24
コミュニケーシ
ョンの話し合い
14:00～15:00

25
芋煮会準備
13:00～17:30

26
芋煮会

(※フリースペースは

ご利用はできません)

レディースタイム

１３:００までのご利用と

13：00～15：00
メンズタイム
15：30～17：30
30
スタッフ会議の
ためお休み

なります）

27
お休み

～ 専門相談 ～ 【予約制】

(※通常のフリースペースの

■

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。

就労グループ
ミーティング
18：30～20：00

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。

31

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。

