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28日 お話し青い鳥
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1P… 新年を迎えて
２P…プレアデスニュース
３P…ふくらんニュース、感染症について
県西福祉センターニュース
４P…あしがらニュース、ステージ発表報告
５P…ボランティアさんへのお礼
ディズニー研修
６P…ふれあいセミナー報告
職員紹介、福祉車両配給の報告
クリスマスプレゼント♪
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ハワイアン演奏＆ハワイアンダンス

うらかぜ吹奏楽団による
クリスマスコンサート
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神奈川県身体障害者施設対抗卓上競技大会に参加しました！
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足柄療護園では年間延べ1400名ほどの
ボランティアさんにご活躍いただいています｡
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華道クラブ

パステルアート

ピクルスのコンサート

立花学園の生徒さんによる
浴室清掃

車いすレクダンス
矢車草の会南足柄支部

12月 7日(木) ネイルアート
14日（木） おはなし会
17日（日） 吹奏楽コンサート
浴室清掃
18日（月） 華道クラブ
パステルアート
19日（日） 車椅子レクダンス
24日（日） ハワイアンダンス
1月15日(月) ネイルアート
16日（火） パステルアート
18日（木） ハーバリウム作り
21日（日） マジックショー
23日（火） コンサート
28日（日） ハンドベル演奏会
31日（水） 絵本タイム

上記の他、音楽クラブや各種クラブ活動、また施設イベ
ントでは小田原短期大学や茅ヶ崎リハビリ専門学校、大井
高校の学生さん等にもご協力いただいています｡
いつも、ありがとうございます。

ハーバリウムづくり

ネイルアート
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部口田川者
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子人寿子
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大関さん、森下さん
おはなし青い鳥
うらかぜ吹奏楽団
立花学園高校
西宮さん、中村さん
ﾋｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｽﾃﾙ KUU
矢車草の会南足柄支部
カマカハワイアンズ
大関さん、森下さん
ﾋｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｽﾃﾙ KUU
小濃さん
小田原奇術クラブ
ピクルス
開成町マザーズベル
トンちゃん（上甲さん）
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第13回 足柄ふれあいセミナーのご報告
障害者福祉の啓発を目的に、毎年恒例の「足柄ふれあいセ
ミナー」を11月26日(日)に開催しました。今回は、毎日新
聞社の野澤和弘さんをお招きして、『だれもが暮らしやすい
街へ～意思決定支援と合理的配慮～』をテーマに、わかりに
くい言葉が多く使われている福祉のお話を、事例を紹介いた
だきながら、とても分かりやすく講演いただきました!!
障害者の支援にかかわらず、これからの街づくりに、われ
われ障害福祉にかかわるスタッフの力を発揮する場面が必ず
求められると、エールもいただきました!!
あっという間の2時間、ありがとうございました！
ご多忙の中、ご参加いただいた皆さま、ありがとうござい
ました!!
感想
より

障害者に対する配慮は、すべての人の過ごしやすさにつなが
ることがよくわかりました。
自分自身の行動や言動を見直すとてもいい機会になりました。

新人紹介

①血液型 /②趣味
③好きな有名人

インターネットサイトのご紹介
生活支援課
曽根 瞳
①A型
②DVD鑑賞
③安室奈美恵

グループホーム
細井 洋
①B型
②ドライブ
③クリント･
イーストウッド

総務課
栗原文重
①O型
②登山
③大泉 洋

プレアデス〔ふくらん〕
秋山智弘
①Ｏ型
②マラソン､水泳､
旅行､昔の音楽
③M･ジャクソン

福祉車両配給のご報告
この度、南足柄市共同募
金会からの配給を受けて利
用者さんの送迎用車両が納
車されました♪ 助手席が電
動でせり出してくるタイプで
す!! 有益に活用させていた
だきます。

年間1400名を超えるボランティアさんが活躍しています★

以下のような場面でご活躍いただけるボランティアさんを募集しています♪
アスレチック体操補助

パソコン操作補助

将棋・オセロ対戦相手

ご興味があります方は､お気軽にご連絡ください♪ 担当 :土屋
Tel:0465-73-5540 / mail:kensei@r3.dion.ne.jp
身体に障害をお持ちの方の､
通所及び入所のご相談は・・・

知的や精神に障害をお持ちの
方の通所利用のご相談は・・・

Tel:0465-73-5540

Tel:0465-71-0158

県西福祉センター
担当：ささき

プレアデス
担当：ひらた

県西福祉会
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