第 9７号 2021. ７. 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

◼ オアシスお知らせ
♣ あそびのひろば 開催しました！

6 月 16 日(水)、元気館 3 階の交流ひろばでオアシス企画「あそびのひろば」を 2 年ぶりに開催
しました。今年度は密にならないように人数を制限し、4 組の親子が参加しました。広々とした安
全に考慮した遊び場で走り回って遊ぶ子ども達の姿が見られました。
アンケートでは、
「ダイナミックな遊びができて良かった」「少人数でじっくりと子どもと関わる
ことができた」「専門の方々のお話を聞くことができて良かった」等の意見を頂きました。
第 2 回を 8 月 4 日（水）
、第 3 回を 11 月 17 日（水）に開催予定です。

◼ 自立支援協議会報告
♣ 諏訪地域障がい福祉自立支援協議会全体会議
６月 11 日に出席者 53 名にて全体会を開催しました。令和 2 年度の各委員会・部会より報告が
あり、令和 3 年度の計画とともに承認しました。出席者より「オアシス相談支援事業評価表の項目
が古くなっているのではないか。見直しを求めます」というご意見があり、行政連絡会にて協議す
ることとしました。
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◼ ６月の自立支援協議会報告
＊相談支援部会 23 日（水）
・報酬改定とその考え方について
・グループスーパービジョン

♣ 障がい福祉

行政職員研修会

新しく障がい福祉の担当になった行政職員に向けて、初め
て研修会を開催しました。障がい福祉サービスの概要、地域生
活支援事業の説明、諏訪圏域の相談支援体制と地域の機関や事業所の紹介、計画のチェックポイン
ト等を確認しました。

令和 3 年度 グループミーティング
♣ ヨガしてカラダもココロもリフレッシュ♪
【日時】

７月１７日（土） １０：００～１２：００

【場所】

湯小路いきいき元気館

【定員】

１５名（先着順）

【持ち物】

ヨガマットや大きめのバスタオル

３階交流ひろば

【参加費】 １００円程度
【申込み】

６月２８日（月）から

定員まで

参加にはすわーくらいふへの登録が必要です
【問合せ】

諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター
すわーくらいふ
ＴＥＬ ０２６６－５４－７０１３

♣ 就職サポートセミナー
講師は障害者雇用で就労中の障害当事者になります。
直接話を聞くことで安心して就職へ一歩踏み出しませんか？
【日時】

９月８日（水）１０：００～１２：００（受付９：３０～）

【場所】

「湯小路いきいき元気館」

【定員】

２０名（先着順）

【参加費】

無料

３階交流ひろば

【申込み開始】 ８月２３日（月）より
参加にはすわ―くらいふの利用登録が必要です
【セミナー】 １部 講師より就職活動から現在に至るまでの経験発表
２部 質疑応答
2

【申込み・問合せ】 諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター
すわーくらいふ
ＴＥＬ ０２６６－５４－７０１３
ＦＡＸ ０２６６－５２－７５８５
ＭＡＩＬ center@suwork-life.jp

♣ ビジネスマナー・パソコン基礎科受講生募集！
【学べる内容】 ビジネスマナー（秘書技能検定３級）
Ｗｏｒｄを使ったパソコン文書作成
Ｅｘｃｅｌを使ったパソコン表計算
【目標とする資格や技術習得】 秘書検定３級
【募集期間】 ７月２日（金）～９月３日（金）
【受講期間】 １０月１日（金）～１１月３０日（火）
【受講会場】 伊那まちＢＡＳＥサテライトＡＮＯＮ（伊那市）
【受講時間】 １３：４５～１７：３０
【定員】

５名

【受講相談・申込み】 お住まいの地域のハローワークへ
ハローワーク諏訪

ＴＥＬ ０２６６－５８－８６０９

ハローワーク諏訪岡谷出張所

ＴＥＬ ０２６６－２３－８６０９

♣ よりよく眠る

～睡眠のメカニズムを理解してよりよく眠るコツを掴む～

【日時】 ７月９日（金）

１０：３０～１２：００

７月１７日（土） １３：３０～１５：３０（録画上映）
【講師】 浅野メンタルクリニック
認定心理士 睡眠指導士上級 浅野明子様
【内容】 ・睡眠のメカニズム
・睡眠の効果
・いい睡眠のコツ
【場所】 〒３９０－０８１５
松本市深志２－２－１５ 松本ノ-サンビル２階
【申込み】

株式会社ハートフル松本ＦＶＰ
ＴＥＬ：０２６３－８８－８５５０
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♣ コロナ禍とメンタルヘルス

～ソーシャルワークの可能性～

今年度の長野県ソーシャルワーカーデーは、コロナ時代を引き継ぐソ
ーシャルワークの可能性を見出すべく、フォーラムを開催します。シン
ポジウムを通じて、医療・福祉・教育など多領域の課題を共有し、現代
の社会的課題であるメンタルヘルスにも焦点を当てながら、ソーシャル
ワークの視点で考えていきます。
【日時】 ７月１１日(日)
１３：１５～１６：３０
（Ｚｏｏｍ受付１２：４５～）
Ｚｏｏｍウェブナーによるウエブ開催
【内容】

〇講演

１３：１５～「メンタルヘルス・自殺予防とソーシャルワーク」

〇シンポジウム １４：４０～ 「コロナ禍とメンタルヘルス」
【申込み】ＨＰ

http://napsw.sakura.ne.jp/hp/2021/06/14/822/

【問合せ】ＭＡＩＬ

2021swd@napsw.sakura.ne.jp（長野県精神保健福祉士協会宛）

【申込み〆切】 ７月９日(金)

♣ 知的障がい者パラソフトボール体験会
【日時】 ７月１８日（日）

集合

９：３０

体験会 ９：４５～１１：４５
【会場】 伊那市営球場（伊那市中央５５６３－１）
【対象者】

療育手帳保持者（児）

年齢・性別関係なし

※療育手帳をお持ちでない方もご参加いただけます。
（身体・精神）
【参加費】

１回

５００円（保険料等）

【持ち物】

グローブ（貸出用あります）
、タオル、帽子、
飲み物など

※知的障がい者ソフトボール運営ボランティアも募集いたします。
【主催】 （公財）長野県障がい者スポーツ協会
【参加申込み】 コーディネーター加藤
ＴＥＬ ０８０－６９３５－１９６９
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♣ ２０２８(令和１０)年全国障がい者スポーツ大会
２０２８年長野県で国民スポーツ大会【国スポ】
（現
国体

国民体育大会：

２０２４年佐賀大会から名称変更）と全国障がい者スポーツ大

会【全障スポ】が開催されます。
【選手になれる人だけなの？】 大会に「でる」
「でない」
、スポーツが
「うまい」、「にがて」ということは関係ありません。「興味がある」、
「ちょっと試してみたい」だれでもＯＫです。
【じゃあ、どうすればいいの？】 体験会の開催や、希望する競技の団
体、お住まいの地域のスポーツクラブのご紹介など、スポーツを経験
し、楽しめる機会づくりのご支援をいたします。
【問合せ】
（公財）長野県障がい者スポーツ協会
障がい者スポーツ地域コーディネーター 加藤；０８０―６９３５―１９６９

♣ ガレージとーく

うつ病で、語る、つながるミーティング

『ガレージとーく』ってどんなところ？
「ピアサポート」とは、
「仲間」という意味のピアと「支える」を意味するサポートを合わせた言葉
で、同じ病気の人などが課題や悩みを共有し、支え合う取り組みです。
『ガレージとーく』は、うつ
病の当事者を対象としたピアサポートの場です。ミーティングでは当事者同士が集まって、悩んで
いること、苦しんでいることなどを話します。周りの人にはなかなか理解してもらえない「生きづ
らさ」や「心のモヤモヤ」を共有し支え合うことで、繋がりや癒しを感じてみませんか？
【日時】７月１８日（日）

１３：３０～１６：３０

【会場】塩尻市市民交流センターえんぱーく 会議室２０２
オンライン（Zoom を使用してのハイブリット形式に
て開催）
【参加対象】診断や疾患に関わらず、うつ症状のある方
【定員】１０名（申込先着順で定員になり次第締め切ります）
【参加費】５００円（会場費・運営費として）
【その他】新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
ＺＯＯＭでの開催へ変更する場合があります
【参加申込】下記のアドレスからチケットを購入してください
https://garagetalk86.peatix.com/
【問合せ】任意団体ＮＰＯ

うつリカバリーエンジン

ＴＥＬ ０９０－４８２３－７４９４（代表：長谷川）
ＭＡＩＬ garagetalk@u2recovery.org
ＨＰ https://u2recovery.org
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◼ リレーずいそう

第 96 回

放課後等デイサービスみのり

井口 七海

放課後等デイサービスみのりで保育士としてお世話になっている井口と申します。
みのりには去年の９月ならお世話になっており、
以前は地元の松本にいましたがようやく
諏訪での生活が慣れてきました。私はこれといっ
た趣味が無く休日は買い物に行ったり、美味しい
ものを食べたりすることが息抜きでしたがコロナ
禍で出かけるのが難しく、恥ずかしながら家の中
でゴロゴロ過ごすことをしていました。この際だ
から趣味を見つけよう！と考え、学生時代 6 年間
陸上部で活動していたことがあり体を動かすこと
は好きだった為ゴルフを始めました。ゴルフは小学生の頃に両親と少しやったことがあった程度でほと
んど初心者。久しぶりに挑戦したもののとても難しい、、
、。しかし難しいからこそはまってしまいました。
疲れている時にこそ体を動かすとすっきりしますし、スコアの目標を立てたりと楽しみが増えました。
今年に入りコースデビュー！！スコアは散々でしたがとても自然な場所過ごせることはとても気持ちよ
くよりゴルフを好きになりました。ゴルフを始めてから自然の素敵さを感じ、キャンプをしたい！山を
登ってみたい！など現在やりたいことが増えています。
人と関わることが減ってしまい寂しく感じることもありますが、こんな時期だからこそ自分を見つめ
直し今後もたくさんの事にチャレンジしていきたいと思います。
次回は就労継続支援 A 型事業所パストーレの松田さんにバトンタッチします。

このオアシス通信は就労移行支援事業所ＳＡＫＵＲＡ岡谷センターの利用者様が研修の一環として作成しています

◼ ７月の日程（自立支援協議会、オアシス）
7月

6日 （火）9：30 療育支援部会

7月

12日（月）13：30 かりんカフェ

7月

13日（火）10：30 グループスーパービジョン

7月

26日（月）13：30 かりんカフェ

7月

27日（火）13：30 就労支援部会
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◼ オアシス情報
＊お世話になりました＊
武井

ゆかり

諏訪地域障がい福祉自立支援協議会の事務局として、皆様には
たいへんお世話になりました。至らぬ点が多い私を支えていただ
き、大変感謝しております。協議会を通して沢山の事を学ぶ事がで
きました。皆様のご活躍とご健康を心よりお祈りしております。
これまでありがとうございました。

＊オアシスの新しいスタッフです＊
藤田

みな子【事務員】

6 月から事務員として勤務させていただいております。皆さんに教えて頂きながら少しでもお役
に立つことができればと思っています。よろしくお願いします。

7

