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〇豚肉と梅のぶつか

けそうめん
7月 31日 (火)豚惚と

梅のぶつかけそうめん

を4乍りました

② スプンティーノ納品

8月 23日 (本

スプンティーノ納品に

大和市保健福祉センター内

カフェ スプンティーノ

③ 大人のラジオ体操

8用 22日 (本)24圏
(金)大人のラジオ体操

をしました。

みんなの C a lle ry

Oつまようじ入れ折り

生古ジログラムでは 1本ずつ入れるつ

まようじ入れと、新たにシャツ型3Dま
ようじを3本入れられるものを製作し

ています,

行いました。

舞
蝙

今年の納涼会は水8覆機のフ回グラムの中で行しヽました。前の週にみんな

で打ろ含わせをして、事前に購入:こできるものを買いに行き、かな氷機な

どの掃除もズ 華籍をしました。

当睡はそれぞれが役割を持つて取り組み、楽しむことができましたじ

8月 22日 (水 )、 生活フログラムて、納涼会に参加しました。

作る物力ヽ 焼きそ:ま・ヘビーカステラ。かき氷の3種類でした。

私力ヽ日当したのは、ヘピーカステラでしたしたこ焼き器で作り

始めたのですよ 最初鑢来上がつた物が'レリ割ブてし意しヽまし

た.2回目から、良い色l_なつて美味しそうな色含しヽを感じま

した。焼きそばの方は、先に作り終わつたみたいてヘビーカス

テラが出来るのを待ってしヽまレL少 し遅れてベピーカステラ

も作り終えてその後、か奪氷を各自で4乍つて出来上がりです。職員=梅も念めて、7人でテ

ーフルを囲んで食へま |ンた◆私は、集中して一生懸命食べました。食へ終わつた後に食器の

洗しヽ係になつて大変てした。今回私が学ム,だ事は、食べる事が目釣ではな<協力して一つの

物を作り上げる事の大切さとチームワークが大事だということです。素敵な納涼会になって

良い思い出となりました (Kさん)

生溝フ額グラムで納涼会が行われました。焼きそ|よ ベピーカ

ステラ、かさ氷を作りました。焼きそばとベピーカステラは、

それぞれlBttll分 かれて、かさ氷|ま各難で食べたい分だけ水を

肖Jることになりました 私は、ベイーカステラの担当になりま

した.ホットケーキミックス、牛手氣」口、はちみつ、みりん等

を使つて生地を作り、たこ焼き器で焼きました。生地を焼いてみると油を使うと少し窯ザて

しまつたの■ そのまま焼くと絡麗|こ焼けま勒Lベ ビーカステラは2つの物を合体させて

1つの形にするので、それ力雙筐しかったです。8乍年の納涼祭

てたこ燒さを作つたので、焼<作業は比較的落ち彗いてて

きました。かき氷l~はシロップの代わりなカルヒスをかサ

ました.さら|こ続きそばもあるので、食べるのが大変な<ら

しヽの量に感じました。しヽろんな・_E類を美瞭し<いただけた

ので、贅沢したような気分|こなly9ま した。(Sさん)

〇ミサンガ作り

こちらも生活ブログラムで製作に取

り組んています)少し狭まつた部分を

何回かやt~直すなど苦労しながら取

り組んでしヽます、
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、書き込み用紙をi員いて、人から言キD度嬉しもヽ事、人からされ

記入しました。そのあとに、各自でその内容を発表 l_/た ところ、
l‐ 思つてし嚢響務黎マ霧Jがt性のんだと嫌な言葉こ嫌な行動と思

薔われてしまう事に、衝撃を受けました。人電翻系以 上1手に進む為には、1墨手のんの気持ちを考え、電に言葉と行動に朦 〕書す

!る継 鑢 記 爾 鷲 薩 聰 なので、人事な宝物とズ 私の引こ亥醸 爵 れ t樋 は した。∝ め
霞

も

“
=ザ

3毎

筆_議 _額 鮨綺 緻 め な 尚 晰 鍮 了

ビジネスマ十一

8月 21日 (大)、 午後の就労ンElグラムにてビジネスマナーの講習会が開かれました。今回のテーマは『常に周りの人

に感議σ)意を表そう』ということにつしヽての講義をしましア己 ます初めに 礁 暑バテに,巌動 ということ|こついて説明があ

り、「残暑バテJとは、5月 ごろから始まつた暑さや疲れの誓積や残暑によつてイ橋周を崩してしまう事を言うと分かり意し

た=磯暑ハテ|こなるとめまいや立ち眩み、食欲不振なこの症状iミるそうです。文コ6去は、冷房に長く当たらなしヽ 冷たい

巧を多く取らなしヽ 車子しヽ里動をする、ゆつくり風呂|こつかな などをするといしヽそ
‐
lです。そして次lc『今日は1可の日』の

講義をしま _/た.=本田は献血記念日、噴水の日、漬物の日だそうて

'そ
の他:こも「大地震により猪苗代湖lLP娠」「生菱事

件発生J「モナリサ盗まれる」「新間に人気図登激 など色々なことが起きています。それから『クッション譲 :こつい

ての練習問題をしましたよ 自分はあまり:Ll解かなくて、もう少し暖張らな

ければと思いました。次は荀嬌ゞ 気東習問題とクイズ問題をしましたんヽ これ

もまた敬語の姜動 がまだ出来ません
・
でした。それから『常に周りの人に感

謝の意を表そう』の項目に移り、 町電りに感謝の気持ちを示さなけ綱ま人に

信用してもらえないGJと言う事を学Qい か|こ大切なことかと思い表し

た。そして最後に『今月のニュース』について色長と項目があり、自分は 1

81□中45個を知つていて、その中でも「大限苺墓田林市の

`察

署から脱走

した人れ てヽ、まだ補まつてしヽない」というニュースに興味を持ちました。

まだ覚えなけ才筆乱 Vサないことがた<さんありますぶ これからも頑張つて

いきたしヽと思いますD(Tさん)
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攘賽簿塞1撃簿轟社繭

発達簿璽鬱鰺魏蔓機マ率―サャー

09月 の予定

11日 大和市発達障力ヽ 勉ヽ強会

12日 神奈川県発達障害翅震センター支援者向け石刑多2)

13日 福社倉J造スクエフ・功 Sヽら1こてコンサルテーション

20日 綾瀬市ヨ ,Jヽ館寸クlb7-ブスーパービジョン

21日 神奈川県発達障害支援センター支援者向け翻ら31

25日 圏域地変更暖マネージャー連絡会

28日 神奈川県発達障書支援センター支援者織けl剛多8
28日 海老名市相談支援事業所連絡会

平成28年度より発達障害者支援体亀ζ聯藝 害図ることを目的と

して ¨ 変翅最マネージャー (以下マネージャー)Jが配

置さ才ゝ 今年度はこれまでの2年間の取り糸]みを通じて見えてきた

課題について、マネージャー間で集組 て整理をしたところ、共遅

する課題があること力てヽ りましt.今後、さらに詳t_ノく把握する

必要力あることからアンケート調査等を行うこととなり、神奈 |1彙

障害者自立支圏協議会 8月 17日 )l_~て、神察 1原発;郵章害支援

センター
'見

体である中丼逮 、ゆり園園長より「発達障害者支震|こ

関する地域課題の報告 (途中経過)」 ん海りました.

今後の動きとして障雷1職福社5圏IIOlを対象にのアンケート議奎

を行しヽ 「
置1或 (またな量寿 の発達簿害者支援の調諷Jとしてまと

め、次回の自鼓 霜鶏言恭 展告する予定です.
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8月 2日こ鰺 幾多|こ参加しましたしクEEスオーパー大不Eにの自 ■難多への参

']□

は、私|ことっ

て|ま初めてでしL最 初|こ 1人ずつ呼1調■ それぞれの歯ゞ 、態を診察してもらい、簡単な歯の

磨き乃の指導を受けました。

1人ずつ呼1識る歯科検診が終わつた

`怠

1全体:こぬけてハタカラ体撰としヽう種:霊 力の状態を民くするため錮本操と、

がたくさん出るようになるためのマッサージの方法を教わり額した。最後|こ全体|こ向けての歯磨き

の指導力Yラわれました。歯ブラシに1可もつけず1こ歯を磨いた後、歯磨き書を付けでもう 1度磨くと

良いと教わりました。歯磨き埼は少の 墨て良しヽと言う事も知ることかてきましたっまた、コ奢き

の通正な時間は 1園あたり5分から 10分だとしヽうことも学びました。虫歯があること

'歯
磨

きの良しヽ力)スを教えていただけたので、参加ズ 良かつたと思いました。lMさん |

浴:natoにて歯穫 多力浙予われました。一人一人噴番l_、 歯科医:雨の蒔|こ歯を言ク票してもらい

表した。それが終わると歯科衛生士の力に歯の薔き方について、歯フラシを持つて暦いてそれを見てもらい、]=導 してしヽ難だ

きましたcこの時磨き方がうましヽこ承められて嬉しか⊃たです。歯石が雷ま‐つてしるので、お医者さん|こ見せて取つてもらう

と良しヽ、と言われました。その後全員集まつて健鶴体操のパタカライ村果というのをして、諸費:こ歯科医:1さんの話1歯:纏き残

しが無いように、5分から 1⊂)分 1肇くと良いなと,を聞いて終わりになりましたc定期的に歯医者さん:こ重を見せて、歯壕や歯

石を取るなとしてもらつて、歯薔きもちゃんとして歯を人事|こ していこうと思しヽます。lNさん)
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隻湛議::議スタ ッフよ攀

9月の生舌ンログラムには「【3T i景除の仕局・ゴミの分

尾」」を取り入れまtンた。皆さんが日頃捨てているゴミはコミ

箱から収集したら、どのようこ捨てるのでしょう?また来所

の度に行つている掃除ですたヽ 正い やり
「

‐ 行えています

か?旨さんと、撮除やゴミといつた日常の一コマを丁寧|こ見

直したしヽと思います。

yama+oS-74>r7'
8月 21日 (火 )、 クロスオーバ■大和で滑matoミ

ーティンカ ν予オブ■ました,ますはミーティング参加のル

ール・目標を確認しました。自主製品の■楊本妙、れ折リラ

ッピングの変更や納品E寺の製品の飾り方、通常納Li分とは

別の納晶依頼があり、全員で協力して丁寧に作業を進めて

いくことなりました。主な製品を通常より多く用意するた

め、いつも以上に気を弓|き締めてやつていこうと思いまし

た。広報誌 9月号に掲載する記事をアンケートの結果を

参考に選者しましたっ生活・就労、両方のプEElグラムがバ

ランスよく、8月号とは違う感じになるように選ぶのが難

しかったです。海mmミ ーティングになってから初めて

の参加だつたので、自主製品や広報誌のことを改めて知る

ことができました Gさん)

1. お デイ).|ヤ おら3ル ーll・ [JI十 t74確 灘

☆人|`)意 費を解f埒 まで擬<こ と

☆婚対に舌定しなしヽこと

,いろしヽるな意見があることを取り入れる

☆鋳綺iユロ安 1時間とする

☆絶人まかせi[しないこと    ―|■ |‐
 |■ ||‐

| ‐

1 書轡なことは■奮|ザ雫T?撃彎罐炒iti

装毒 葬 髯亨 ァヽ:フ蓼I攀

暑かつた夏 Lヽぎt秋■逃 、会、1叉穫祭や秋祭りなどの

イベントが目白

'甲

しの季負徹こなつてきまtガ予■

今年はクロスオーバー大Aliに高齢者施設からお祭り用

の納品のイス頼をいただき、総力をあけて製品製作 7_と りか

か 〕ています.製品を手に取つて下さるん々|こ喜んでいた

だけるよう、ひとつひとつ」寧に製品を作つていきたいと

思つています !

麒蝙鐵颯鶉鶉
‐

8尾 乏イ騒tO、 就労講座 籐 の書き応Jに参加し

_~tt′た今以義も覆琶書の書き方l_ついて] 労ヽ講座が行わ

れ′て魏 亀し′ましたべ 今回の就労講座ではより詳 tノく、覆

歴書の書さんを習いました。

前国:こ覆歴書の書き応を習つた時の復習になつた点も

ありまげこんヽ 新しく習つた内容もありましL
il― じ<習った内杏の 1つ目|よ 覆墾書は手書きではな

くハローワークのホームベージからダウンEEl― ドした

wo燿 ] 式ヽ:こ、パソコンで文字を打つて作ることができ

るとしヽう内容でした。

2つ理の内容|よ クロスオーバー大和など戯 夢主軽 ■に

通所してly lた ことも、障書者枠の求人であれは書しヽて良しヽ

という肉額 し亀

最後|こ習つた内容は、書く文章はですます調力な子ましい

という内容でし亀

履整書の書き方lK_ついての就労講座に参加したことが 1

度あつた為、今回の就労講座に参加するか迷いましをよ

参加ズ 良かつたと思しヽまし
=tMさ

ん)






