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はじめに
イマジンも法人になって１年が経ちます。会員との交
流、情報提供を積極的に…と思いながらも会報がなかな
か出せずに今日になってしまいました。今年度は２ヶ月
に１回のペースで出すぞ！出せればいいけど…とにかく
頑張りますのでイマジンの活動に関心とご協力をお願い
します。
イマジンにとってこの１年で１番大きな話題はやはり
昨年の10月から「島田市地域支援ステップアップ事業」
を受託できたことです。この事業によって、相談業務や
ケアマネージメント業務、デイサービスやサロン活動な
ど、元々イマジンのやってきた活動をより積極的に行う
ことができました。そして、これらの活動を通して地域
生活の課題や問題点が少し見えてきました。
１つは昨年４月から始まった支援費制度の中のホーム
ヘルプサービスです。地域で生活をしている障害者にと
って今の暮らしを続けるためだけでなく、新たな暮らし

に大きな影響を与える意味のあるサービスだと思います
。しかし、使い方や受給量などの制度的な問題を始めと
して「どんな生活をしたいからここを支援して欲しい」
という利用者側の意識や考えといったものも課題として
あります。その他には余暇活動の少なさ、就労の困難さ
、社会生活技能の未修得、緊急時の本人への対応、家族
への支援などがあります。
社会資源もまだまだ不足していて“選択できる地域生
活”にはもう少し時間がかかりそうです。しかし、その
時間も当事者やご家族の方が“どういう生活をしたいの
か？”を考え、声に出すことによって短くなります。イ
マジンとしてはその声に耳を傾けながら、ひとりひとり
の望む地域生活の実現の為に事業を行っていきたいと思
っています。
理事長 澤島 直通

第１回イマジン総会が行われました
５月29日土曜日プラザおおるりにて第1回イマジン総
会が行われました。

ている現実があり、『送迎など手広く行なって欲しい』な
どの意見や、『支援費を使える事業所になって欲しいがそ
の予定はあるのか？』と言った前向きな意見が多く出され

正会員数54人中出席が21人、委任状25人で総会は無
ました。
事成立しました。議事は平成15年度事業報告とそれに関
わる収支決算・監査報告（１号議案）があり、全会一致

イマジンとしても、支援センターとして多くの方に認知

で承認されました。また、平成16年度の事業計画・収支

されつつある現実を踏ま

予算（２号議案）も全会一致で承認されました。（事業

え、支援費の事業者になる

計画は２ページをご覧下さい）

ことに前向きに考えていき
たいと思っています。

本

その後、今後のイマジンに対して何を期待するのか、
年度もよろしくお願いいた
どんなサービスを期待しているのか、いろいろ意見を頂
します。
きました。学童クラブが近くにない為に父兄が送迎をし
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今年度の事業計画について
総会にて事業内容が決まりました。大きく分けて５本の
柱があります。
①障害者の自立生活に関わる事業
⇒1.相談業務・2.ケアマネージメント業務・ 3.１市４町
の関係団体・機関との懇談会 4.国際福祉機器展に行こ
う・5.パソコン初級講座
②障害者との交流事業

⑤その他目的を達成する為に必要な事業
⇒13.タイムケアーサービス・14.クッキングディサービ
ス15.夏期ディサービス・16.冬期ディサービス・17.春
期ディサービス・18.応用行動分析学入門・19.ボラン
ティアの募集・養成

以上合計１９の事業を行っていきます。よろしくお願いい
たします。

⇒6.花火大会に行こう・7.ウォーキングデイサービス
③災害救援のネットワークづくり事業
⇒8.携帯電話説明会
④地域のコミュニケーションを活発化する事業
⇒9.地域活動を促進する為の、スペースや機材の提供・10.
サロン活動・11.パソコン教室・12.地域イベントへの参加

ステップアップ事業とは・・・

イマジンでは、島田市の事業であるステップアップ事業

者などと連携を取っていきます。

の委託を受けています。
今年度の事業計画の中では、相談業務・ケアマネージ
例えば『支援費をどう使ったらよいかわからない』『事

メント業務・パソコン初級教室・ウォーキングディサー

業所ってどこにあるの？』などの相談事から、当事者さん

ビス・携帯電話説明会など９の事業をステップアップ事

からの『パソコンを教えて欲しい』『運動不足だから定期

業として行なっていきます。

的に運動をしたい』などの要求を一緒に実現していく事業
です。もちろん、その要望によっては行政・サービス事業

春期デイサービス
３月27日と28日の２日間、ディサービスのばらで春期
ディサービスを行いました。１７名の利用者さんと４名のス
タッフ、８名のボランティアが参加しました。
１日目は午前中はボーリング大会を行いました。２チーム
にわかれ、とても盛り上がった後は、午後から『野田の散策
をしよう』ということで、散歩をして過ごしました。
２日目はのばらから中央体育館までハイキングをし、アス
レチックをしたり、ゲーム大会をしたりと、とても楽しい１
日でした。
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４月ディサービス
4月２４日の朝、今回がイマジンの初めてのウォーキングデ
イに私は参加させていただきました。まだ桜も散ってしまっ
て間もないこの日、職員さんとボランティアと利用者さんで
蓬莱橋と島田大橋を経由して歩きました。
時間の調整のために遠回りしたり、島田大橋で帽子を風で飛
ばされた者がいたり、疲れ果ててしまっている者も数名、し
かし、私としては楽しく過ごせて良かったと感じています。
皆さんも日頃の運動不足解消のつもりで私たちとウォーキン
グを楽しんでみてはいかがしょうか?
ボランティア 川村寿信

５月ディサービス

５月１５日（土）春期ウォーキングディサービスを利用
者１１名、スタッフ２名、ボランティア１名で行いまし
た。
リバティーを途中で休憩しては歩き、お昼は天神原で食
べました。お昼の休憩の時はシャボン玉で遊んだりしなが
ら過ごしました。みんなゆったりのびのびとした中で楽し
い時間を過ごすことが出来た一日でした。
ボランティア

山崎奈穂子

イマジンサロンやっています
イマジンでは、毎月第三土曜日、日曜日（一部変更有

５月１９日（土）２０日（日）にイマジンサロンを行

り）イマジンサロンを行っています。場所は土曜日はイマ

いました。今回は視覚障害者の方７名、車いすの方１

ジン、日曜日は特別養護老人ホーム「あ

名、ボランティア５名、老人会の方６名『あ

す

か」で午後

１時～４時までやっています。その中では、手作りのケー

す

か』

入所の方１２名付き添いの方３名が集まりました。

キなどのお菓子も楽しめます。料金は一皿百円で、飲み物
幅広いいろいろな人が集まり話も盛り上がりとても充
も一杯百円です。
実していた、ということでした。また、短歌の会なども
障害がある人も無い人も一緒になってくつろげる場所で
す。皆さんも一度来て一緒に楽しんでいってください。

行い、お年寄りの方も多く積極的に参加してくれてとて
も良かった、ということでした。
ボランティア
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平成１６年度 正会員になって下さった方々です
あ り が と う ご ざ い ま す
増田 康秀様
中田 秀夫様
土屋 勝志様
田中 義則様
秋本
様
北川 裕之様
松下 勝広様
杉本 唯夫様
森田
茂様
杉本
斉様
永井孝次郎様
田中
進様

三浦
大石
八木
殿村
安井
八木
吉引
鈴木
水野
喜田
斉藤
立石

勇様
京様
哲仁様
隆夫様
茂様
広明様
裕様
英行様
玲子様
星夫様
哲夫様
久様

青嶋 勝男様
太田 豊之様
中嶋 春夫様
筒井由美子様
渥美 幸子様
田村 淑子様
森下 郁乃様
前橋 勇三様
増田 孝子様
澤島 千温様
稲守 活次様
永野 幸信様

川村 寿信様
内藤ミナ子様
山内 佐敏様
山河 勇治様
名波 久範様
戸塚 和重様
鈴木
修様
塚本 錬次様
菅
功様
菅
松子様
澤島 直通様
長尾 教史様

７月・８月の予定

７月の予定

８月の予定

10日 ウォーキングディサービス（金
谷わっぱ沢で遊びましょう）
13日 有我真間先生の『応用行動分析
学入門』
17日 サロン（イマジン）
18日 サロン（あすか）
27日 有我真間先生の『応用行動分析
学入門』

９日～11日 夏期ディサービス（小学）
13日～14日 夏期ディサービス（中・高）
14日 サロン（イマジン）
15日 サロン（あすか）
28日 ウォーキングディサービス（金谷
～牧の原公園）

連絡先 特定非営利活動法人 イマジン
〒427-0026 静岡県島田市扇町13-4
TEL・FAX 0547-34-3370
e-mail imagine@za.tnc.ne.jp
URL http://www3.tokai.or.jp/imagine/
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