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ふれあいサロン
今年度の“ふれあいサロン”は、『より地域の中に！』をテーマに島田市の河原町の大井川川
越遺跡の中にある“荷縄屋”という古民家を使用しての開催となりました。
第１回目は、6/19(日)「東海沖地震についてお話を聞こう」というテーマでのサロン開催でし
た。初めての場所と言うこともありましたが14名の方が参加してくださいました。消防署の方を
お招きして、東日本大地震へ支援をした時の生
の声や、東海沖地震への備え等についてお話い
ただきました。少人数ということもあり、消防
署の方へ、参加者から気軽に質問をするなど
アットホームな雰囲気で過ごすことが出来まし
た。震災後の意識が高まった時期ならではの真
剣なお話を穏やかに聞くことが出来て、参加者
の方からも「和やかな雰囲気で過ごせた」「やっぱ生の声は違うね」という感想をいただけまし
た。また、会場となった荷縄屋は古民家ですのでバリアフリー等の障害者向けの対策はされてい
ない中、車いすの方が２名ご参加してくださいました。不便だったとは思いますが満足げに帰ら
れる姿を見てうれしく思いました。
第２回目の、7/17(日)「みんなでお話しよう」
では6名の方に参加いただけました。畳の部屋で
お話をしながら、簡単なおやつを作ったり、折り
紙を折って過ごしました。分からない部分の教え
合い、自分では出来ない部分の助け合いが自然と
生まれ楽しく過ごすことが出来ました。暑い日で
したが、大井川が近いこともあり、気持ちのいい
風の中、ゆっくりと流れる時間を過ごすことが出来ました。次回からの予定は、8/21(日)「ペッ
トボトルホルダーを作ろう」9/18(日)「障害者支援の制度について勉強しよう」を予定しており
ます。是非、お立ち寄り下さい。（担当：塚本）

ついつい寄
ついつい寄ってけ市
ってけ市
CHついつい雨やどりと㈱丸紅の駐車場を会場として、自主参加の出店者を
集ってのフリーマーケット“ついつい寄ってけ市”です。５月は雨で中止と
なってしまいましたが、6/26(日)と7/24(日)の２回開催することが出来まし
た。手作りのお菓子・ケーキ、アクセサリー、無農薬野菜…と出店者がそれぞれ思いを込めて
作ったものをお披露目、そして販売をします。イマジンでは、ご父兄の全面的なご協力を得て
“手羽先”を炭火で焼いて販売しています。すでにリピーターや次回開催を待ちわびているお客
さんもいるほどです。CHの入居者も朝からテントが建ちだすとソワソワ♪ウキウキ♪してきま
す。売れ残るのを期待していても、
ありがたいことに完売でなかなか食
べることが出来ません(笑)福祉…と
か、交流…とか…イベントは理屈抜
きに楽しいですね♪（担当：沢島）
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《 新規GH・CH建設中です！！ 》
今回は、最近大きな変化があったGH・CH事業についてのご報告をしたいと思います。まず
は、ついつい雨やどり裏に建設を進めている、新規GH・CHの現状報告です。
今春より、田んぼを埋め立てて造成から基礎工事が始まりました。最初は何をどうしているの
か?土を掘ったり山を作ったり…形が見えないので??? 梅雨前に季節外れの雨が多く、予定通り
に作業ができない日もありましたが、現在は順調に工事が進んでいます。7/22には棟上が行わ
れ、建物全体の骨組みが見えてきました。日を追うごとに大きくなる姿に、ついつい雨やどりの
入居者たちも「すごいねぇ」と言っています。その大きさには私たちも驚き、それと共に『こん
な立派なGH・CHを作っていくんだ！』と身の引き締まる思いとワクワクする思いでいっぱい
です。また、通信で進捗状況を報告していきますね♪

①地盤に負けない基礎が組まれ…

②基礎工事が完了！！

③鉄骨がにょきにょき立ち…

④家の形が見えてきました！

《 GH・CH「そろそろ雨やどり(仮)」を開所します 》
ついつい雨やどり開所以前からアパートを借りてのGH・CHの実施を考え、物件を探してい
ましたが、ついに条件にぴったりと合う物件を見つけ、家主さん・地域の方からも快いお返事を
いただく事ができました。そこで、上記建設中のGH・CHに先駆けてGH・CH「そろそろ雨や
どり(仮)」を9月(予定)より開所する事になりました。只今、県への申請書類と奮闘中です。
ついつい雨やどりから車で5分程の島田市井口にあり、近くにスーパー、薬局、コンビニ、銀
行、バス停などが揃う好立地条件ですが、マンション自体は大きな通りから道1本中にあり、静
かで落ち着いた場所にあります。そんな３階建マンションの２階の2部屋をお借りし、男性3
人・女性3人でGH・CHをスタートします。昨年度のGH・CH建設説明会の時にご出席いただ
いた皆さんにご記入していただいた入居希望はもちろん、緊急性・必要
性・立地・建物構造・性別など様々な視点から入居者を選考し、現在開
所に向けて急ピッチで準備を進めています。ついつい雨やどりとはまっ
たく違った環境なのでイメージするのが難しい場面もありますが、つい
つい雨やどりでの経験を生かし、入居する皆さんと楽しみながら新生活
を作っていけたら…と思っています。こちらも今後、生活の様子や皆さ
んの感想など通信で報告していきますので、楽しみにしていてください
ね♪（担当：北川）
２階の２部屋をお借りします

今月の
今月の世話人のつぶやき
世話人のつぶやき
暑い夏がやって来ました。‘熱帯夜’に‘真夏日’更に‘猛暑日’と、聞くだけで全身がぐっ
たりとして来ます。昼・夜共に暑さ対策を必要とする季節です。パジャマや寝具等の調節から通
気やエアコンによる室内環境の調節と、あれこれ工夫する毎日です。体温調節が上手く出来な
かったり、暑さ寒さを伝えられなかったりする方々なので、何とか少しでも快適に感じて過ごし
てくれたらと、無い知恵、無い頭を絞って対応させて頂いています。
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夏風邪などひかぬよう元気にこの夏を乗り越え、清々しい涼風の秋を気持ち良く迎えて頂けたら
と思います。勿論、我々世話人も体調管理に気を付けて、入居者に負けないよう元気に夏を乗り
切りたいものです。節電との兼ね合いを計りながら・・・（担当：高木）

クッキングデイ
6/25(土)にクッキングデイサービスを行いました。いろいろな形・
中身のおにぎりと、具沢山のお味噌汁というシンプルなメニューにし
ましたが、沢山のご応募をいただきました。今回は、男性の参加者が
多く、男の料理をイメージして肉巻きおにぎりをメニューに追加しま
した。お米を研ぎ、ご飯が炊けるまでお味噌汁作り。４グループに別
れての作業で、それぞれのグループで考えた具材を使い、手際よく進
めていきました。さすがに怖いのか手の上で豆腐を切る姿は見ていられませんでしたが、しめじ
を切る人、薬味ねぎを切る人、自分の役割を果たしていました。おにぎりは、おのおの好きな形
ににぎったり、型取りをしたりして、楽しみました。早く出来上がったグループは、席に着いて
待ちます。その間に、肉巻きおにぎりのいい匂いがしてきて、皆でお腹ペコペコでした。「いた
だきます！」の挨拶と同時にパクパクと食べ始めました。やはり、肉巻きおにぎりは好評でし
た！片付けも段取りよく、それぞれのグループで協力し合ってやりました。食器洗いも積極的に
やってくれていました。これを機に、家でも挑戦して欲しいと思います。今回も、沢山の参加希
望をいただき、ありがとうございました。
希望者多数の為、今回も抽選とさせていた
だきました。抽選に漏れた方には大変申し
訳なく思います。９月はウォーキングデイ
サービスを予定しています。歩くのが好き
なみんな集まれ～!!（担当：鈴木）

イマジンツアー in ☆ ドリームプラザ ☆
7/16(土)に清水の「エスパルスドリームプ
ラザ」へ行ってきました。おのおのが切符を買
い電車へ乗りこみます。電車の中では皆でお
しゃべりしながら和気藹々としていました。清
水駅でシャトルバスに乗り換え。段々ドリプラ
に近づいて行き、観覧車が見えてくると皆のテ
ンションは一気に上がります。到着するとすぐに観覧車……かと思いきや、「アイスが食べた
い！」「ジュースが飲みたい！！」との声が。観覧車の近くにあるお店で好きな物を注文し、ベ
ンチに座り観覧車を見ながら食べました。いざ観覧車へ！！チケットも自分たちで買いゴンドラ
へ乗り込むと、景色を楽しんでいる様子でした。「ちびまるこちゃんに会いたい」「ゲームセン
ターに行きたい」と言う声もあったので夕食までの間、園内を散策することに。運良く、まる
ちゃんやたまちゃん、ぱるちゃん（清水エスパルスのマスコット）に会
うことができ握手もしてもらいました。夕食は食べたいもので二手に分
かれて食べました。お土産も買うことができ皆うれしそうでした。「こ
こに行きたい！」「これが食べたい！」と自分の意見をどんどん教えて
くれたので、時間を余すことなく園内を散策することができました。笑
顔とおしゃべりが耐えない１日になりました。（担当：鈴木）
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大募集しています！！
しています！！
日ごろからイマジンの活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。ＮＰＯ法人に
とって正会員は必要不可欠な存在です。年会費の受付は常時行なっています。新規の会員も継続
の会員も大歓迎です。年会費はイマジンまでお持ちになっても下記口座まで振り込まれても結構
です。また、イマジンのサービスを利用されている方は年会費の引き落としも可能ですので、お
申し付けください。
今年度もイマジンの活動に引き続きご協力・ご支援をお願い致します。
【年会費】正会員
【振込先】

5,000円

・賛助会員(個人)

1,000円

・賛助会員(団体)

20,000円

静岡銀行 島田支店 普通 0606771
特定非営利活動法人イマジン 理事長 澤島直通

◆ 平成２３
平成２３年度
２３年度の
年度の会員になっていただき
会員になっていただき誠
になっていただき誠にありがとうございます。
にありがとうございます。
【正会員】
☆ 赤堀 茂子 様
☆ 大石 よしの 様
☆ 金子 達格 様
☆ 杉山 勝美 様
☆ 寺岡 淳 様
☆ 西川 剛弘 様
☆ 松浦 正幸 様

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

安達
大鐘
木村
鈴木
原
日浦
望月

政弘
富
博志
修
敏明
利行
祐樹

様
様
様
様
様
様
様

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

池ヶ谷 則子 様
小笠原 治 様
久保田 里美 様
竹林 義記 様
内藤 利章 様
袴田 則子 様
八木 弘幸 様

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

江塚
大塚
小山
田中
永井
増田
油井

和由 様
富徳 様
公祐 様
進様
孝次郎様
康秀 様
勝様

お知らせ

◇◆ ついつい雨やどりの改修工事に伴う短期入所利用のお願いについて ◆◇
ついつい雨やどりでは、平成23年度障害者自立支援基盤整備事業の助成を受け、10月～11月初旬に
かけて１階部分の床補強工事及び浴室改修工事を行う予定です。それに伴い、工事関係者の
出入りや工事による騒音など、環境が大きく変化する事が予想されます。騒音や環境変化が
苦手な方は、短期入所（ショートステイ）のご利用の際には十分に考慮をお願い致します。
詳しい日程等は申し込み時にお問い合わせ下さい。工事期間中大変ご不便をおかけします
が、より良い支援環境の整備の為、皆様のご理解とご協力をお願い致します。

◇◆ 第4回

ついつい寄ってけ市 ◆◇

段々と賑わいを見せるフリーマーケット“ついつい寄ってけ市”を８月も開催します。お気軽にお立
ち寄りください♪手作りの商品を是非ご覧あれ！寄っといでぇ～♪

日時 平成23年8月28日(日) 9時～13時
場所 島田市湯日(初倉) ついつい雨やどり駐車場

【 連絡先 】
特定非営利活動法人 イマジン
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