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　改修工事を終え、玄関は自動ドアになり出入りがしやすくなりました。
また、効きの悪かったエアコンも全室取替え過ごしやすくなりました。
さらに、施設内外は色鮮やかに生まれ変わり、気分も晴れやかです。

今 治 福 祉 園
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チャレンジド サポートセンター
　　地域活動支援センター ｢こぱん｣
　　今治市心身障害児童放課後等対策事業「なかよし学童くらぶ」
　　日中一時支援事業

      障害者就業・生活支援センター
　　　　　　　あ        み

���ƜƺǜƷᑶᙸ

　第２回目となった「こぱん」の花見。回を重ねて恒例の行事になりそうです。
　当日は天気もよく、花もほぼ満開状態の中、それぞれの楽しみ方で春の一日を
過ごしました。
　公園で満開の花を観ながら、いつも食べ慣れているお弁当ではありますが、格
別なものがありました。心の洗濯ができたようです。

 A さんの就職までの道筋

１　松山高等技術専門校の職場実習を２週間行い、その後正式雇用となる。正
式雇用が決まった時点で、本人、家族、企業の責任者、愛媛障害者職業センター、

ハローワーク、松山高等技術専門校、ジョブコーチ、就業・生活支援センターあみ
でケース会議を開き実習の振り返りと雇用に向けての話し合いをする。

２　最初の３ヶ月間は、ハローワークのトライアル雇用制度を利用し、合わせて、
職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受ける。ジョブコーチは、最初週

１回～２回の頻度で Aさんの職場で実際の支援を行う。

３　少し慣れてくるとジョブコーチ支援は月に１回程度となるが、その頃にも
う一度、本人、企業、各支援機関が集まり、仕事の様子についての意見交換

や今後の支援について相談をする。

４　トライアル雇用が終了する前に、本人と家族も含めたケース会議を開き、常
用雇用に向けての支援のあり方について話し合う。

５　常用雇用になり、ジョブコーチ支援が終わっても、あみは「定期的な職場訪問」と「定着支援」を行い、A
さんが自分の力を発揮しながら働き続けることができるための支援を続ける。

　以上のように、障害のある方が就職し、働き続けることができるために、関係機関が緊密に連絡を取り合いながら、
その時・その場で必要な支援を行っています。そのための、連絡・調整と職場定着支援をあみが担っています。

　障害者就業・生活支援センター　あみは、障害のある方の『働きたい』
を応援するところです。今年も、色々な制度を利用して就職をされた
方が何人もいます。
　今回は、松山高等技術専門校に進学し、就職を果たした Aさんの紹
介をします。

ドローイング工房　クラフトマン
   これまでにパソコンを使って土器のデジタルトレースや名刺・パンフレット・チラシ
などを作成してきました。昨年からは新たな取り組みとしてアナログデータ (VHS・カ
セットテープ等 ) のデジタル化の作業も行いました。
  ご家庭に眠っているＶＨＳやカセットテープな
どを CDや DVD にしてもう一度楽しんでみませ
んか？ご用命に応じます。
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ふきあげワークス
  この春に４名の新しい利用者さんをお迎えし、全員で 48名にな
りました。７月からの新制度開始にむけて準備を始めております。
　手織りの作業では新しい糸を購入しました。シュシュ、コース
ター、マット、小バックなどの新作を作っております。今治市内の
美容院『GEORGE（ジョージ）』や『ほんからどんどん』
にて販売していただけるこ
とになりました。お立ち寄
りの際はのぞいてみてくだ
さい。

デイサービスセンター今治
　障害のある人に対して残された能力を最大限に回復させ、また新たな能力を生み出し、自
立性を向上させ、積極的な生活への復帰を実現するために行われる一連の働きかけのことを
リハビリテーションと言います。
　言語聴覚士、作業療法士指導のもと、個人、集団両面からリ
ハビリテーションを行っています。言語リハビリテーションで
は、カードやスクリーン動画を使ったゲーム、音楽を利用した

ダンスなどを行っています。また、作業リハビリテーションでは、色紙や色画用紙等
を使って、壁画や壁飾り、季節毎に変化をつけた作業に取り組んでいます。
　毎回盛り沢山の内容で、利用者の笑顔があふれています。

Rehabilitation とは、これ如何！

　　わたくし
　　　ふワやん　
　　        と申します。
　よろしく
　　おねがいします。

「ほんからどんどん」

今治ワークス
　地元企業へのウエスの販売や、全国へタオル販売を始め、素材に徹底的にこだ
わった自社ブランド煎餅の生産販売を行なっています。 
　また、利用者自治会「さくら会」では季節の行事や、映画鑑賞、日帰り旅行な
どを行なっています。 
　４月には、伯方島の開山へお花見へ行きました。おいしいお弁当を食べながら
お話に花を咲かせていました。

ス テ ッ プ

　私たち ( ステップ ) の取り組み　人は本来、土の上で生きてきました。しかし現在の生活はアスファルトに埋め尽
くされています。ステップ農園に来て土を触ることで、コンクリートジャングルの中のストレスから本来の人として
の心へと開放できたらと思います。　

ステップ農園がスタート !!

私たち（ステップ）の栽培方針、
それは「野菜づくりは土から !!」

椎茸だけではなく、四季に応じた野菜づくりができたらと思います。

美容院「ジョージ」
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今治市障害者文化施設（サン・アビリティーズ今治）
　サン・アビリティーズ今治では近々開催予定のイベントを紹介します。
その名も・・・
第１回　サン・アビ　「チャレンジ車椅子ツインバスケットボール」
　６月 25日（土）・26日（日）の２日間に渡って開催されるニューイベントです。１日目は車椅子ツインバスケッ
トボール体験と愛媛県唯一のチームである愛媛エンジェルスの練習を行います。２日目は県外から強豪チームを招
待し、試合を行います。
それからもうひとつ・・・
　７月９日（土）・10日（日）の２日間に渡ってチャレンジシリーズ第２弾、
第２回　サン・アビ　「チャレンジ車椅子バスケットボール」も開催します。
　こちらも県外から強豪チームを招待し、１日目は車椅子バスケットボール体験及び愛媛チームと招待チームの合
同練習、２日目は試合を行います。
  このイベントは 2017 年に愛媛県で開催される全国障害者スポーツ大会に向け、愛媛チームのレベルアップを図
るとともに、身近なところで障害者スポーツが行われていることを知ってもらうことを目的としています。練習も
試合も自由に観戦できます。皆さん、ぜひサン・アビに来てください。そして、障害者スポーツにチャレンジしましょう。

 車椅子ツインバスケットボールと車椅子バスケットボールの違いは？
それは・・・ぜひ体験してみてください。

「障害者スポーツも
ひとつのスポーツ」

車椅子ツインバスケットボールは
手足に障害のある方でも車椅子バ
スケットボールができるように考
えられました。高いゴールと低い
ゴールを使用するので、名前にツ
インという言葉が入っています。

南 海 学 園

南海学園では 4月に、毎年恒例のお花見に行き
ました。満開の桜の下で食べるお弁当に皆さん

大満足です。利用者さんに
とって良いリフレッシュに
なったことと思います。

平日は日中の活動として作業を行っています。ガス報知器
の解体や基盤の解体等、集中して取りくんでいます。

花　見

作業の様子
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　 ◇ 施 設 紹 介 ◇

重坂　浩貴

　一つ一つ一生懸命取り組
んでいき、少しでも早く仕
事を覚えて他の職員の方の
足を引っ張らないようにし
たいと思います。
　みなさんにたくさんの御
迷惑をおかけすることにな
ると思いますが、よろしく
お願いします。

本   部

宮本　崇好

　一日でも早く仕事に慣
れ、利用者さんの力にな
れるよう一生懸命頑張り
ます。
　よろしくお願い致しま
す。

福 祉 園

加藤　茉依

　利用者さん 1 人 1 人
にあった支援ができるよ
う、日々努力して参りま
す。
　よろしくお願い致しま
す。

　すみれ、たんぽぽ寮で
おせわになっています。
利用者様のことを 1つ、
ひとつ丁寧に教えていた
だいています。頑張って
いきたいと想います。ど
うぞ宜しくおねがい致し
ます。岡崎　恭子

南海学園　22 年 9 月よりひまわ
り寮でお世話になってお
ります。
　元気いっぱいの利用者
様に負けないように精一
杯頑張ります。宜しくお
願い致します。

竹山　夕子

南海学園　はじめまして！！
　社会人の厳しさを実感して
います。
　16年間レスリングをしてい
ました。この経験をスポーツ
指導に活かし、指導員として
胸が張れるように頑張りたい
と思います。
　一生懸命頑張っていきます
ので、よろしくお願いします。中野　裕仁

サン・アビ

　つくし寮でお世話に
なっています。まだま
だ未熟ですが、日々多
くのことを吸収し、成
長していきたいと思い
ます。よろしくお願い
いたします。

塩見　朝姫

南海学園 　ひまわり寮でお世話に
なっています。至らない
ことが多々あるかと思い
ますが、一人ひとりの利
用者様と丁寧に向き合っ
ていける支援員になれる
よう頑張ります。よろし
くお願いします。永田紗弥佳

南海学園

福 祉 園

　事務局でお世話になっ
ています。精一杯がんば
りますので宜しくお願い
します。

越智　人史

南海学園
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□チャレンジドサポートセンター　
　　〒794-0028　愛媛県今治市北宝来町二丁目 2番地 12
　法人本部事務局 (3F)

　TEL(0898)32-0700　FAX(0898)32-0701 
　　E-mail:honbu@kurushimakai.or.jp

　地域生活支援事業 (2F)
　TEL(0898)32-2020　FAX(0898)32-2028

　地域活動支援センターこぱん
　E-mail:copain@kurushimakai.or.jp

　なかよし児童くらぶ
E-mail:nakayoshi@kurushimakai.or.jp

　日中一時支援事業
　障害児 ( 者 ) 総合支援センターあみ (1F)

　　TEL(0898)34-8811　FAX(0898)34-8833
　障害者就業・生活支援センターあみ

　　E-mail:amirin@guitar.ocn.ne.jp
□今治福祉園 ( 障害者支援施設 )
　　〒 799-1537 愛媛県今治市宮ヶ崎甲 170 番地

　　TEL(0898)48-8848　FAX(0898)48-8849
　　E-mail:fukushien@kurushimakai.or.jp

　今治福祉園短期入所事業　　
E-mail:ifss@kurushimakai.or.jp

□共同生活介護事業 ( ケアホーム）
        〒 799-1531 愛媛県今治市唐子台東三丁目 7番地 2

　TEL(0898)47-2468　FAX(0898)47-2468
　E-mail:friendship@kurushimakai.or.jp

    共同生活援助事業 ( グループホーム）
□今治ワークス (就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 )
　　〒 799-1537 愛媛県今治市宮ヶ崎甲 166 番地

　　TEL(0898)47-5670　FAX(0898)47-5671
　E-mail:i-works@kurushimakai.or.jp

□ふきあげワークス (生活介護・就労継続支援Ｂ型 )
　　〒 794-0031 愛媛県今治市恵美須町三丁目 1番地 16

　　TEL(0898)32-0999　FAX(0898)32-0998
　　E-mail:fukiage-w@kurushimakai.or.jp 

□デイサービスセンター今治 ( 生活介護）
　　〒 799-1535　愛媛県今治市登畑甲 345 番地 1

　　TEL(0898)36-6000　FAX(0898)36-6600
　　E-mail:kaigo-dayservice@kurushimakai.or.jp

　ホームヘルプ事業部 凜
　　TEL(0898)36-9155　FAX(0898)36-6600

　　E-mail:hh-rin@kurushimakai.or.jp
□ドローイング工房クラフトマン
　　〒 794-0022 愛媛県今治市室屋町一丁目 1番地 8

　　TEL(0898)32-6860　FAX(0898)32-6866
　　E-mail:craftsman-k@hi.enjoy.ne.jp

□ステップ ( 就労継続支援 A型）　
　　〒 794-0813　愛媛県今治市衣干町二丁目 1629 番地

　　TEL(0898)33-4720　FAX(0898)33-4721
　　E-mail:step1@kurushimakai.or.jp

□サン・アビリティーズ今治
　　〒 799-1502 愛媛県今治市喜田村二丁目 1番 10号

　　TEL(0898)48-3477　FAX(0898)47-3629
E-mail:san-abi@kurushimakai.or.jp

□南海学園 ( 障害者支援施設）
　　〒 783-0005 高知県南国市大埇乙 2288

　　TEL(088)864-2221　FAX(088)864-1789 
　　E-mail:nankai@kurushimakai.or.jp

　知的障害児通園施設 やいろ


