『なかよしネットワークの会』
会員さん募集
参加してください。
21年前に保護者を中心に発足した『なかよし

ひとこしだより

ネットワークの会』も令和になって、新規一
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点みな様方と力を合わせて、子ども達一人ひ
とりが自立し、人生において『仲間がいて、
楽しい、感動した、一緒に頑張れた』と『も
う一歩健やかな生活を願って!!』の思いを伝え
て活動して参りました。当初、『なかよし
ネットワークの会」の目的は法人設立し「乳
幼児から成人の施設」を作る事でした。平成
12年念願の法人設立・平成13年ワークハウス
ドリーム開所し、時代のニーズに沿いながら

８月１７日（土）なかよしネットワーク
の会主催の夏祭りを行いました
台風が過ぎ

猛暑でした。

みんな汗だくで、チーム販売を行いました。
あまりの暑さの為、スケジュールも駆け足で行いました。

子どもも大人も夢中になってしまうと熱中症の心配をしながら予定より早め
に終了になりました。

⻑く続く法人に協力しながら、利⽤者様や会
員様が楽しめるようなイベントに取り組み、
初心を忘れずに、より質の向上に努め歩ん行
きたいと思います。これも

それでもみんなの笑顔やご近所の方の参加で楽しくできました。朝早くか
らの準備をした役員、保護者皆さんに感謝です。

会員皆様方のご

理解・ご協力・ご支援をたまわりこれから進
んで行きたいと思います。どうぞ

もよろし

くお願いいたします。

今年度の目標

法人本部の修繕費と職員・保護者の勉強会を開催します。
是非

「なかよしネットワークの会」に参加してください。

年会費
※

子育て講演会

5000円

会費の納入方法について…郵便振り込み及びご持参いただ

けますようお願いいたします。
●多機能型就労支援事業「ワークハウスドリーム」

一
越
会

幼・小・中・高校で身に付

日時

10月第2土曜日

予定

《郵便振替》 00150-6-0426262 なかよしネットワークの会

社
会
福
祉
法
人

演題2

け事

会費1000円

○ 就労継続支援事業（Ｂ型）

定員

２５名

○ 就労移行支援事業

定員

６名

演題3

○ 生活介護事業

定員

６名

日時

●児童発達支援「桑の木」

定員

１０名

●放課後等デイサービス「糸車」

定員

１０名

演題3

動作法事例報告

●放課後等デイサービス「ぱれっと」

定員

１０名

日時

3月

●共同生活援助事業「明日葉ホーム」

定員

２０名

「光和ハイツ（男子）」

「明日葉Ｓ（女子）」

「明日葉Ｔ（女子）」

「明日葉Ｕ（女子）」

11時から12時30分

自律性と自立性

12月第2土曜日

11時から12時30分

会費1000円
13時30分から15時

会費1000円
予定

●計画相談事業「ひとこし発達相談室」(幼児・学童・成人)
●サポート事業
○ 前橋市移動支援事業「ヘルパーステーション
○ ステーション事業「サ－ビスステーション

ヘルプ２４」
ヘルプ２４」

○ 前橋市・高崎市日中一時支援事業（日帰りショートステイ）
○ 独自の療育活動・余暇支援・託児事業「フリーアート」

演題4
予定

ラ・セーヌでは、セルフレジを導入
しました。
また、キャッシュレス化の一つとして
楽天ペイを導入しました。

施設外の清掃作業では、室内作業が多いとはいえ、熱中
症には十分に気を付けながらみなさん頑張って仕事に取り
組んでいます。新たに外に出るようになったメンバーもお
り、それぞれが日々いろんな挑戦をおこなっています。い
つもトイレ掃除時には、７種類もの雑巾と２種類のスポン
ジを用意し細かく丁寧に作業しています。準備も洗濯も、
自分たちで責任を持ってやっています。また、６月にはメ
ンバーの1人の就職が決まり、他に就職を目指している仲
間の励みになっています。内職作業では、8月以降に大き
な受注作業がいくつか入ってくる予定なので、みんなで一
生懸命仕上げていきたいと思っています。
６月の施設公開では、アイロンビーズで製作した商品を
販売しました。

La ＳＣÈＮＥ du ＲÊＶＥ（パン喫茶）
令和初の夏休みがやってきました。連日の雨が
嘘のように晴れ猛暑続きですが体調など崩して
いないでしょうか?さて、ラセーヌでは猛暑を少
しでも緩和できればと考え、今年からお客様ト
イレにエアコンを設置いたしました。また、店
内入り口に冷たい麦茶(無料)を設置いたしまし
たので、公園で遊ぶ時の水分補給に来店してく
だされば幸いです。
新しい取り組みとして定期的に買い取っても
らえる会社にパンを卸すことになりました。こ
の仕事は、一種類のパンを毎日いっぱい上手に
作るので、従業員の仕事もより充実したものに
なると思います。
また、セルフレジを導入しました。このレジ
により、従業員が会計により積極的に係われる
ようになると思います。ご来店お待ちしていま
す。

弁 当 販 売 部

異常気象と言ってよいような、５月からの気象
経過を先ずは紹介させて頂きます。５月平均気
温、例年と比べ＋２．１℃ ６月＋０．７℃
日照時間５月１３６％ ６月１１１％ 降水量
５月１６９％ ６月１５４％と全て前年比
「＋」で推移しましたが７月上旬には平均気温
－１．７℃ 日照時間４％ 降水量６３％と太
陽に会えない日々が続きましたが、長梅雨が明
けると一転！夏日・猛暑日で熱中症に気をつけ
ながら農地での作業を行っています。前回のお
便りでトウモロコシ、ズッキーニ等を栽培して
います。と紹介させて頂きましたが、今は夏野
菜で「ナス シシトウ オクラ等」を収穫・出
荷しています。今後は「ミニトマト」の収穫が
控えております。暑い中での作業は、体力をよ
り消耗しますが、美味しい野菜を作る為、農業
部全員一致団結して仕事をしています。熱すぎ
です！最後にお礼と報告です。今回も「枝豆
ジャガイモ等」の購入に御協力頂き誠にありが
とうございました。

紙
６月施設公開の時、弁当部ではキーマカレー
と焼き鳥とオニオンスープとジュースを販売を
行いました。今年の従業員さんの仕事は、野菜
をフードプロセッサーでみじん切りすること、
鶏肉に下味を付けてもうこと、盛り付け、サラ
ダづくりを150人分作りました。キーマカレーは
煮込み料理のため手間と時間がかかりました
が、時間内に終わらせることが出来ました。来
年はもっと腕をあげて美味しいお料理を皆様に
お届けできるように今から頑張ります。
8月5日勉強会＆絵手紙教室のイベント行事があ
りました。弁当販売部では、施設公開で行なっ
たキーマカレーをはじめから終わりまで従業員
さんに作ってもらいました。これからも作り腕
を上げスーパーのお惣菜に置かせていただき販
売につなげたいと思います。

農

業

部

工

受託＆施設外部

部

紙工部では現在、紙漉きに従事している３名の従業員さん
が分担で１日３０～５０枚の和紙を漉くことを実行していま
す。和紙を漉くには、桁をしっかり平行に持ち、水の音を聞
き、こころを沈めて気持ちを無にし、和紙の質を向上させる
ことを行っています。その他にも分担して、ハガキ（普通の
ハガキと絵手紙用のハガキ）、コースター、ポチ袋等の和紙
製品も作り、販売も行うようになりました。現在、年末のカ
レンダー、年賀状はがき、お年玉袋の作成行っていきます。
ご注文お待ちしております。

生活支援部全員、元気に仕事を行っておりま
す。紙漉作業では前回に引き続きコーヒー専門
店さんのコースター作りとシュレッター作業、
新しくタグ（写真の紐がついている物）作りを
行いました。みんなの店での手作りコース
ター・手作りはがき等の販売。小売りも行いま
す！！スタンプ等もいろいろ有りますので気に
なっていただけたらドリームまでお問い合わせ
ください。暑すぎて、散歩にはなかなか行けま
せんが、室内で運動して運動不足を解消してい
けたらと思っています。空き缶処理作業も力を
入れて行っていこうと思っております。ペース
がゆっくりなので沢山は出来ませんが頑張って
いきたいです。空き缶が少なくなってきまし
た。アルミ缶がありましたら、持ってきていた
だけると幸いです。

生 活 支 援 部

しおり作りを始めました

桑

の

ぱ

木

６月 敷島公園のバラ園祭りに行きました。７月 七夕
のデコトレインに乗りました。１７、１８日の子ども合宿
に７名が参加しました。一日目は、歩いて「るなぱあく」
へ行き、好きな乗り物に乗り、昼食を前橋公園で食べまし
た。夕食の準備やお風呂の準備、入浴等自分でできること
は自分で行い、お友達と協力しながら一日を過ごすことが
できました。二日目、お買い物に行き、みんなで昼食作り
を行いました。「自分たちで作ったものは美味しいね。」
等会話しながら食事をしました。７月２９日と８月５日に
福祉バスに乗り、赤城山に行き、覚満淵周辺の山々や自
然、天気の移り変わり等を肌で感じ、登山を楽しみまし
た。

糸

れ

っ

と

６月にＢグループの中高生は、初めて国立赤城青少年交流の家で
合宿を行ないました。今年は、7名の方が、合宿に参加しました。
今までは、ぱれっとの建物で合宿を行っていましたが、中高生自身
の力で合宿が出来る様に、国立赤城青少年交流の家を借りて一泊し
てきました。
交流の家は階段や坂が多く、部屋の移動や、リネン室にシーツや、
枕カバーを取りに行くだけでも体力が必要です。部屋の掃除や片付
け、また、自分たちが使ったフロアの掃除など、自分たちの役割が
あります。今年は、部屋割りも職員と別部屋で、自分たちの力で合
宿を行うグループと、職員が入り、手助けしながら合宿するグルー
プに分かれて合宿を行いました。自分たちの力で合宿を行うグルー
プは、鍵の管理も自分で行ない、就寝時間、起床時間の管理も子ど
も達に任せました。子ども達も自分で考え、行動し、スケジュール
通りに活動に参加し、楽しむことが出来たと思います。また、職員
が手助けを行ったグループでも、自分の事は、自分で行ない、出来
ない事は、援助を求めながら、行動が出来ました。

車

暑さの厳しい日々が続く中、糸車では子どもたちが元気
良く活動を行っております。６月の施設公開では、手作り
のお団子を販売しました。雨の中多くの方々に足を運んで
いただき、完売することが出来ました。また、ダンスで
は、某人気アニメのテーマ曲”マスカット”を元気良く踊
りました。子どもたちからも「楽しかった！」「また踊り
たい」といった声が届いています。７月２５・２６日で青
少年会館にて子ども合宿を行いました。一日目の不動滝と
草木ダムの散策では、絶景ポイントを巡って自然の中を歩
き、二日目は敷島公園の遊具で体を動かし、「つくってあ
そぼう」にて、魚釣りゲームを自分たちで制作し、友達同
士で作ったプラスチックの魚を、新聞紙とたこ糸、クリッ
プの釣り竿で釣り上げました。今後も数々の行事を行いま
すが、子どもたちと共に楽しめる活動を考えていきたいと
思います。

ひとこし発達相談室
日頃より、モニタリング等にご協力いただきありがとうございます。
ご利用者様から、福祉サービス事業所を利用しなくなったら相談室も利用出来なくなるのか？
と、ご質問を頂きました。福祉サービスの利用を終了したり、別法人の事業所を利用し始めて
も、相談室は変わらずお使いいただけます。
サービスを利用する為の計画相談はもちろん、日常生活への不安、お子さまの成長などの困り
事、またご利用中の事業所へのご意見など、気軽にご相談下さい。一緒に考えていきましょう。
お話しいただいた内容は、ご本人やご家族の了承を得ずに、事業所等へお伝えすることはあり
ません。個人情報やプライバシーは秘密厳守いたします。
まだまだ暑い日が続いていますが、体調管理に気を付けてお過ごしください。

ヘルプ24

いつもご利用いただきありがとうございま

池袋
す。元号も令和にかわり、ヘルプ24職員一同気
サンシャイン 持ちを新たに企画・支援に励んでおります。寄
託金では新しいおもちゃや本などを購入しまし
水族館
た。トーマス大冒険やトイストーリーの的当て
ゲームが人気なようです。最近では組み立てや
遊び方も上手になり、初めはうまくいかなかっ
たところも何度もあきらめずに挑戦している姿
に感心させられます。
先日、移動支援では初の東京進出を企画し、
池袋サンシャイン水族館まで行って来ました。
天気にも恵まれ、とても涼しい１日でした。高
崎駅ではちょうどＳＬみなかみの発車を見るこ
とができ、水族館ではあしかとペンギンの
ショーなど見所の多い一日でした。これからも
少しずつ遠出の機会を増やしていきたいと思い
ます。

こんにちは。明日葉ホーム女子寮です。女子寮は現在１
２人の利用者の方が生活しています。７月から新しいメン
バーが加わりました。先日女子寮全員で食事に行ってきま
した。賑やかで楽しい雰囲気でした。また次回も行こうと
いうことになり盛り上がりました。暑い日が続きますがみ
んな健康管理をしっかりして毎日仕事に出かけていきま
す。ドリームで働いている人の他、一般就労している人も
います。朝食を終えると出勤し夕方帰ってきます。ホーム
にもどってくると思い思いに過ごしています。お風呂には
いったり、洗濯をしたり、部屋で音楽を聴いたりリラック
スタイムを過ごしています。みんなそれぞれ毎日働きに出
て頑張っています。ホームへ帰ってきたらゆっくりくつろ
いで元気に過ごしてほしいと思います。

明日葉ホーム
長い梅雨も終わりやっと布団も安心して干せ
る様になったと思ったら連日の猛暑です。天気
の変動も大きく利用者さんの健康管理にも気が
抜けない毎日が続いています。
ところで、この文章を書いているのは8月１０日
で、今夜は前橋で花火大会が行われます。明日
葉男子寮の2階のベランダからはこの花火がよく
見えます。今日も太陽が元気よく頑張っている
ので(ゲリラ豪雨さえなければ)今夜の花火もよ
く見えることでしょう。

