第 64 号 2018. 10. ５
諏訪圏域障がい者総合
支援センター オアシス
tel 54-7713/fax 54-7723

■9 月の自立支援協議会報告
地域生活支援部会

ＧＨサビ管連絡会

5 日（水）

・精明学園のＧＨ、やまぼうしの定例会の見学。
就労支援部会

11 日（火）

・テーマ「企業」の活動発表を行った。自己紹介カード（本人主体で作り企業等に渡すもの）
の様式を検討。
療育支援部会

21 日（金）

・受給者証が利用できる範囲のアウトラインの検討。ライフステージについてグループワー
クを行った。
地域生活支援拠点検討会

25 日（火）

・利用の報告と児童の利用等の課題の検討。

■平成 30 年度 みんなが輝く地域づくりフォーラム
みんなの学校・みんなの地域（まち）～つながる心・つながる思い～
1１月 1０日（土）10：00 ～ 15：30 （開場
会場：諏訪市総合福祉センター
３階

交流ひろば

内容：映画上映

9：15）

いきいき元気館

（諏訪市小和田 19-3）

10：00～12：00

『みんなの学校』
物品販売

12：30～13：30

福祉事業所・子どもによる販売
＊飲食スペースあり
講演会・意見交換会

13：35～15：10

テーマ『みんなの地域（まち）』
講 師

山本シュウ氏

参加費：無料
今年のフォーラムは、協議会から地域の方々へのメッセージ
として“共生社会”を発信します。
映画上映 ＋ 講演会のとても魅力的な二本立てですので、
ぜひとも ご参加ください。
また、障害福祉関係者以外への周知の協力をお願いいたします。
つながりのある団体や企業さん等、チラシの配布が可能でした
ら、事務局（オアシス）までご連絡ください。
問合せ：諏訪圏域障がい者総合支援センター オアシス
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Tel

0266（54）7713

■諏訪地域障がい福祉自立支援協議会 研修会
ドラえもんのサポート力に学ぼう ～きみがやりたかったのは これだね～
意 思 決 定 支 援 と は
今、長野県の熱い相談支援を引っ張ってくださっている
橋詰さんの貴重な講演会です。超多忙な方ですが、昨年
県フォーラムの懇親会でいただいた無料講演チケットで
特別に諏訪で ご講演いただきます。
橋詰さんのドラえもん話、とても楽しみです。
お聞き逃しなく！
1１月 16 日（金）10：00 ～ 12：00
会

場：諏訪市総合福祉センター

湯小路いきいき元気館

3 階交流ひろば（諏訪市小和田 19-3）
講

師：橋詰

正 先生

参加費：無料
対

象：どなたでも

問合せ：諏訪圏域障がい者総合支援センター オアシス
Tel

0266（54）7713

■研修会・研究会・イベント２１情報（詳しい内容は各団体、またはオアシスまで）
♣ 第 22 回

せいめい祭

10 月 21 日（日）

～ みんなで咲かせる笑顔の花 ～
10：00

～

14：00

場所：精明学園

（茅野市金沢 4509）

☆すまいるショップ
カレー・カップケーキ・鹿肉シチュー・焼き鳥・
餃子・焼きそば・焼き芋・フランクフルト・たい焼
き・たこ焼きに巻きずしも販売します。
わたあめは無料です。
☆ふれんどバザール
ひまわり作業所・さざ波の家・ぴっぴ・精明
☆ぶらいとステージ
諏訪清凌高等学校吹奏楽部をゲストにお呼びして
昔懐かしい曲などを精明学園の体育館にお届け！
その他、太鼓クラブの演奏や書道クラブのパフォーマンス等
もりだくさんのイベントを用意して 皆様をお待ちして おります。
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問合せ：精明学園

♣ 第 11 回

Tel

りんご祭り

0266（72）6212

Fax

0266（72）3945

第 2 この街学園 感謝祭
“りんご祭り”のネーミングは、第 2 この街学園の敷地が以前
は“りんご畑”だったことが由来です♪

関係者一同、今年も

真心込めて皆様をお待ちしております。
１０月１3 日（土）

10：30

～

14：00

※ 雨天決行
会場：第 2 この街学園（下諏訪町湖浜 6129－7）
内容：わたあめ・製品販売・バザー・ゲーム・旗あげクイズ
アルパカさんもやって来ます！
問合せ：Te l

0266（27）8974

Fax

0266（27）8975
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♣ 障がいのある人と支える人のための オータムライブ
10 月 14 日（日）
ライブ

13：00

～

（開場 12：30 ～）

13：00～15：00
ドントウォーリーズ、マリナーズ、シーズフレンズ
匠君バンド、中尾 尚、中島 裕志、藤森 光風

パントマイム

15：00～15：30

ほっしー（星野 光秀）
カホン

ワークショップ

15：30～16：30

講師：壬生 信之

定員：10 名（予約優先）

費用：500 円

予約は下記申込み先へ

会場：下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館ロビー
（下諏訪町西高木 10616-111）
参加費：無料
申込み・問合せ

♣ 諏訪地域

アートで共生社会づくりを目指す会

代表：武山 弥生/ひとつぶの麦

Tel・Fax

メール

0266（55）7213

info@seeds2008.org

障がい者就職相談会

障がいをお持ちの方を対象とした就職相談会です。直接企業の人事担当者と相談が出来る
チャンスです。詳細はハローワークの窓口でお尋ねください。
11 月 14 日（水）

13：30

会場：ＲＡＫＯ華乃井ホテル

～

16：00

（受付

2 階パルケ

問合せ： ハローワーク諏訪

Tel

0266（58）8609

♣ 想いをカタチに！まちづくりを楽しもう！

市民活動チャレンジ講座

地域をよくしたい！けれど何からはじめたらよいのか？
日時 及び 内容：

13：00 ～）

そんなあなたのための学びの場です。

各回 13：00 ～ 17：00

1回

10 月 20 日（土）

イントロダクション

2回

11 月

まちを知ろう

3回

11 月 17 日（土）

ビジョン・ミッションを描こう

4回

12 月

プランを具体化しよう

5回

12 月 16 日（日）

3 日（土）
1 日（土）

12 月～2 月
6回

活動プラン誕生

自分を掘り下げよう

実行のための手法

プランを実行に移そう

2 月 16 日（土）

最終報告会

今後の展開

場所：ゆいわーく茅野 101・102 会議室
講師：福島明美

（地域クリエイター、茅野市市民活動参与）

定員：15 名
対象者：「何かやってみたい」「新たな一歩を踏み出したい」「新たな活動を展開したい」
「始めた活動を軌道に乗せたい」「他団体と協働して新たな活動を取組みたい」
と考えている個人・団体
「まちづくり支援事業補助金申請」を検討している個人・団体
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受講料：3,000 円
申込み・問合せ：10 月 10 日（水）まで
茅野市市民活動センター
Tel

ゆいわーく茅野

0266（75）0633

♣ 長野県地域発元気づくり支援金事業

Fax

（茅野市塚原 2-5-45）

0266（75）0634

講演 フォーラム

みんなの知恵を結集し だれもが笑顔で安心・安全のまちづくりを推進する
11 月 28 日（水）

第一部

9：30

第二部 11：00
第一部

茅野市民生児童委員協議会 発足 60 周年

第二部

講演会・フォーラム
＊脳を鍛える活脳トレーニング
講師

篠原菊紀 氏

講師

鎌田

實 氏

篠原菊紀 氏

記念式典＆活動報告

公立諏訪東京理科大学工学部応用情報工学科教授
13：30～14：40

医師・作家

＊「気づき」を知恵に変える
対談

（開場 10：30 ～）

11：00～12：30

＊あたたかい社会をつくる

会

～

鎌田

諏訪中央病院名誉院長

15：00～15：45
實 氏

シンポジウム

地域代表の方

場：茅野市民館 マルチホール

入場料：無料
定

員：先着 600 名

一般・地域住民の皆さんのご来場をお待ちしています

問合せ：茅野市民生児童委員協議会

事務局

茅野市地域福祉課
Tel

♣ 第 16 回

0266（72）2101

ながの ハートフルフェスタ

ながのこども療育用具・福祉機器展
11 月 10 日（土）
場

所：キッセイ文化ホール

10：00～15：30
中ホール

入場料：無料
展示品：車イス・バギー・座位保持装置・クッション
歩行器・呼吸器・コミュニケーション機器など
各種講座：体験試乗、試用
：長野県作業療法士会主催講座 10：30～11：30
講師 信濃医療福祉センター作業療法士 明田 繁 先生
「自己表現への支援 2

～ひとと活動（機器）を

つなぐときの作業療法士の頭の中～」
: 長野県理学療法士会主催講座 14：00～15：00
講師 ata Alliance 代表

中岡 亜希先生

「車いすで、山遊び、雪遊び、海遊び！
一生モノの時間～」
イベント：塩尻道化組合～笑顔！お届けします！！～
：ありこさんと音楽で遊ぼう
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～大切な家族や仲間と叶える、

：バルーンで楽しもう
：ひだまりの会

わたあめ・ポップコーン・くじ引きなど（予定枚数終了まで）

問合せ：ながのこども療育用具・福祉機器展実行委員会
Tel

■リレーずいそう

第 64 回

担当：小金澤

080（6938）4582

【諏訪市社会福祉課

茅野 光徳さん】

皆さん、こんにちは。日頃よりお世話になっています。諏訪市役所社会福祉課の茅野です。
今回リレー随想のお声かけを頂き、拙文を寄稿させて頂きます。
えーと。自分でいうのも何ですが割と多趣味な方かな、なんて思います（移り気というか気
まぐれという表現のほうが正しいのか・・・）。
その中で一番長く続いている趣味が、プロ
野球チームである広島東洋カープの応援です
（野球に興味のない方、わかりにくかったら
すみません）。
実はこの原稿を書いている日が９月２７日
（木）でして、その広島カープ、昨晩セントラ
ル・リーグのリーグ優勝を決めたばかりなん
です。おかげで美味しいお酒が飲めました（飲
んでるのはいつもですが・・・）。
家庭があるので中々難しいですが、年に何回か球場に行って実際にゲームを見るのは堪らな
いですね。今年もカープの本拠地であるマツダスタジアムまで行けたのですが、スタンドで声
援を送るファンの一体感や雰囲気は最高です。カープの応援スタイルに「スクワット応援」が
あるのですが、思いっ切りやってきましたよ。ですが、行ったのが８月上旬だったので猛烈な
暑さには参りましたが・・・。
ですが。
これで終わりではありません。この後は、もう一つのリーグであるパシフィック・リーグ優
勝チームとの日本シリーズが待っています。
そこで勝って、３４年ぶりとなる日本一を達成してほしいものです。
えっ。
「その前にクライマックスシリーズ勝たないと」と気づか
れた方、お詳しいですね。
昨年はそこで負けてしまったので、今年は是が非でも勝ち進み
たいです。
で、オアシス通信の読者の皆さんの中でカープファンの方が
いらしたら、一緒に応援しましょう。
（次回は、茅野 光徳さん Part2 に続きます。）
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■１０月の日程（自立支援協議会、オアシス）
10 月 16 日（火）13：30～

相談支援部会

17 日（水）15：00～

医療的ケア部会

22 日（月）13：30～

発達障がいデイケア

25 日（木）13：30～

自立支援協議会全体会議

■オアシスたいむ

57

め

い

げ

つ

『 メェ～ 月 』

9 月のある日、いきいき元気館の駐車場に停められた軽トラックの荷台に
かわいい真っ白な やぎさんが！！
かつては家畜として家庭で飼われ、昔々から人との
つながりが深い やぎさん。
最近ではペットとして人気があるそうです。
御主人様は温泉に行っているのかな。
とても いい子で待っていました。
9 月 24 日は 中秋の名月でしたね。1 年の内でも お月様がきれいに見える時期です。
我が家から見たお月様。
凛としていてきれいでした。

今年は こんなかわいいお団子を食べながら、お月様を見ました。
「見守っているよ。」と、声をかけられた気がしました。
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