第 98 号 2021. ８. 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

◼

７月の自立支援協議会報告

＊療育支援部会 6 日（火）
・スキルアップ研修について
・
「諏訪圏域保育園・幼稚園・学校における関係機関の連携等に関する
調査」についてグループワーク
＊就労支援部会 27 日（火）
・就労アセスメント検討会の進捗状況報告
・圏域内の在宅訓練での情報交換
・働く（はたらく）アンケートより意見交換
◼

研修会・研究会・イベント情報（詳しい内容は各団体、またはオアシスまで）

＊新型コロナウイルスによる感染症拡大防止の為、中止や延期になる場合があります。
Ｌｉｇｈｔ ｉｔ Ｂｌｕｅ ちの ２０２１

～ひろがれ！青い光がつなげるこころ～

♣ 関連企画 映画『道草』上映・トーク会 この街で暮らす
【日時】８月２９日（日）１３：００開場

道草

１３：３０開始

【場所】茅野市民館 マルチホール
【料金】無料※事前にお申込みください
※感染状況によってはＺＯＯＭに変更ができますので、
申込時にご相談ください。
※質問はＺＯＯＭのチャットをお使いください。
【オンライン配信】ご来場いただけない方に向けて、
映画とトークそれぞれのオンライン配信も行います。
お手持ちのＰＣ・タブレット・スマートフォンなどで
ご視聴ください。
【申込み・問合せ】茅野市民館 長野県茅野市塚原１丁目１番１号
ＴＥＬ ０２６６－８２－８２２２
ＦＡＸ ０２６６－８２－８２２３
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♣ ひきこもり家族教室
【日

時】 ９月１０日（金） １９：００～２１：００

【場

所】 おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ） 大会議室
（岡谷市長地権現町４丁目１１番５０号）

【対象者】 大人（概ね高校生以上）のひきこもり状態の方のご家族
※当事者の方はご参加いただけません。
【内

容】 ○講座「ひきこもりの基本理解と家族の対応について」
○ひきこもり経験者によるパネルディスカッション
○ひきこもり家族会の紹介
○座談会

【参加費】

無 料

【申込み・問合せ】諏訪保健福祉事務所 健康づくり支援課 保健師
９月３日（金）までに、０２６６－５７－２９２７にお申し込みください。

♣ すわプリズン・サークル上映会＆トークイベント
「どんなこどもたちも生きやすい地域を作りたい。」
「この映画に惚れ
た。」と言って手を挙げたメンバーで作った実行委員が開催する上映
会です。
【日時】 ９月２０日（月・祝）
１３：２０～１７：４０（１２：３０会場）
【会場】 茅野市民館２Ｆコンサートホール
（長野県茅野市塚原１丁目１－１）
【チケット】 前売り１，０００円、当日１，５００円
こども・学生無料（チケットが必要です）
【上映作品】 「プリズン・サークル」
【同時開催】 トークイベント 坂上香監督×山下英三郎実行委員長×映画主演当事者（ビデオ）
【問合せ】

すわプリズン・サークル上映実行委員会

ＴＥＬ ０９０－９１０１－５３２０（富岡）
検索

すわプリズン・サークル

♣ ガレージとーく

うつ病で、語る、つながるミーティング

「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
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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】８月１３日（金）

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://garagetalk87.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

♣ 令和３年度

サンスポート駒ケ根

出張スポーツ・運動教室（Ⅱ期）

指導員が、みなさまの施設や団体にお伺いして「スポーツ・運動教室」を行います！
【対

象】 南信・木曽地域の障がい者支援施設及び障がい者団体

【実施期間】 ９月から１２月末まで
【日

時】 （月・木）１０：００～１２：００
（火・金）１０：００～１７：００

【費

用】 無料

【会

場】 依頼団体側で会場を準備してください。会場の準備が困難な場合は相談に応じます

【内

容】 ６０分程度（相談に応じます）ストレッチ、音楽体操、レクリエーションなど
（細かな内容、上記にない内容はご相談ください。）
３０名程度まで（ソーシャルディスタンスを保てる人数とする）

【申込み受付期間】 ７月１５日（木）から８月１９日（木）まで
【問合せ】障がい者スポーツ支援センター駒ケ根「サンスポート駒ケ根」担当
電話・ＦＡＸ：０２６５－８２－２９０１
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柴山・吉田

ＭＡＩＬ： ks2sport@mx2.avis.ne.jp

令和３年度 サンスポ―ト駒ケ根 Ⅱ期スポーツ教室
♣ サッカー教室 in 上伊那/in 下伊那
～初心者から経験者まで、サッカーを楽しみたい方集まれ！～
〇サッカー教室 in 上伊那
【対象者】障がいのある方（小学生以上）
【曜日】土曜日
【時間】１０：００～１１：３０
【定員】１５人
【日程】９月４日 / ９月１１日 /

９月２５日

/

１０月２３日

【会場】長野県伊那養護学校グラウンド（住所：伊那市西箕輪８２７４）
（雨天時：伊那養護学校体育館で実施、または中止）

〇サッカー教室 in 下伊那
【対象者】障がいのある方（小学生以上）
【曜日】日曜日
【時間】１３：３０～１５：００
【定員】１０人
【日程】８月２９日 / ９月５日 / ９月１２日 / ９月２６日
【会場】喬木村多機能型施設「みんなの広場アスボ」フットサルコート
（住所：長野県下伊那郡喬木村６６９５－１）
【募集期間】７月１５日（木）～８月２１日（土）
【問合せ】〒３９９－４１１７ 駒ケ根市赤穂１６９４ 長野県看護大学プール棟内
障がい者スポーツ支援センター駒ケ根「サンスポート駒ケ根」担当
電話・ＦＡＸ：０２６５－８２－２９０１

柴山・吉田

ＭＡＩＬ：ks2sport@mx2.avis.ne.jp

令和３年度サンスポートまつもと
♣ ジュニア車いすバスケットボール体験教室
【会場】

【日程】

【時間】

松本市芝沢体育館

９月１２日（日）

１０：３０～１２：３０

松本市芳川体育館

１０月２４日（日）

１０：００～１２：００

【対象】 下肢に障がいのある方（小学生～高校生）
【定員】 １０名
【参加費】

無料

【募集期間】 令和３年７月２０日（火）～８月３１日（火）
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【問合せ】

障がい者スポーツ支援センター松本「サンスポ―トまつもと」

〒３９０-１７０２

松本市梓川梓２２８８番地３

松本市役所梓川支所内

２階

ＴＥＬ ０２６３―８８―６８２６
ＦＡＸ ０２６３―８８―６８３６
ＭＡＩＬ sunmatsu@mx2.avis.ne.jp（担当

♣ 令和３年度

スポーツクラブ

矢崎・井之下）

サンスポート駒ケ根

「できない、苦手」といった気持ちで運動やスポーツをすることを諦めていませんか？ここには
活動をサポートするスタッフや仲間がいます。それぞれに合った活動を見つけ、一緒に楽しい時間
を過ごしませんか？
【対象】障がいのある方・支援学級に通っている方

その家族、介助者、関係者

【日時・会場・体験会】
スポーツクラブｉｎ上伊那

スポーツクラブｉｎ下伊那

（時間：１３：００～１５：００）

（時間：１３：３０～１５：３０）

日にち

体験会

日にち

体験会

９月１８日（土）

ボッチャ交流戦

９月１９日（日）

テニス室内クッブ

１０月３０日（土）

卓球交流戦

１０月３１日（日）

テニス

１１月２０日（土）

未定

１１月２１日（日）

卓球交流戦

１２月１８日（土）

ニュースポーツ体験会

１２月１９日（日）

囲碁ボール交流戦

＜上伊那＞

駒ケ根市農業者トレーニングセンター
〒３９９－４１１７駒ケ根市赤穂１４６１６番地５

＜下伊那＞

喬木村中央公民館
〒３９５－１１００下伊那郡喬木村５７９７

※会場・日時は変更される場合がありますので、必ず日程をご確認の上、会場までお越しください。
（決まり次第、ホームページ上に記載いたします）
【定員】 ３５名程度（介助者、家族、関係者含む）※新規優先
【参加費】

無料

【持ち物】

運動しやすい服装、上履き、マスク、飲み物など

【当日の連絡先】

０９０－２５５７－８８２４
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令和３年度障がい者向け職業訓練（２か月）訓練生募集
♣ 初心者のための事務入門科
就労に必要なビジネスマナーやコミュニケーション、パソコン、クラウドツールの基礎を習得す
るコースです。事務職の補助として働くイメージを持てるようにし、テレワーク対応も可能なスキ
ルを身に付けます。
ビジネスに必要な書類（チラシやプレゼン資料含む）作成のための技術を学びます。
【受講料】

無料

※テキスト代などは自己負担です

【訓練期間】

１０月６日（水）～１２月３日（金）

【募集期間】

７月１２日（月）～９月１３日（月）

９：３０～１４：４５

「受講申込書」をあなたが求職申込しているハローワークに提出してください。
【受講対象者】

訓練会場にはエレベーターがないため、２階の教室まで階段利用できる方。

【定員】

６名

【入校選考・訓練会場】 株式会社コミュニケーションズ・アイ
松本市筑摩一丁目１１番２０号 上條ビル２階
【自己負担予定額】教科書代

５，４５６（税込）

資格試験料

４，２００円（税込・任意）

職業訓練生総合保険料 ２，４００円（税込・任意）
【問合せ】

長野県松本技術専門校 松本市寿北７丁目１６番１号
ＴＥＬ

０２６３－５８－３１５８

ＦＡＸ

０２６３－８５－１４１２

ＵＲＬ

https://www.pref.nagano.lg.jp/matsugisen/

ＭＡＩＬ shogai-matsugi@pref.nagano.lg.jp
【申し込み】 （あなたの住所を管轄するハローワーク）
ハローワーク 諏

訪 ＴＥＬ ０２６６－５８－８６０９

ハローワーク 岡谷出張所

ＴＥＬ

０２６６－２３－８６０９

♣ 第２４回長野県障がい者文化芸術祭
〇作品募集
【日時】

９月１８日（土）
・１９日（日）

【募集作品】絵画、手芸、工芸、書道、写真、文芸の６部門
【応募方法】文芸部門を除く５部門はお住まいの市町村障がい福祉担当課まで提出してください。
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文芸部門は実行委員会事務局あてに郵送ＦＡＸ等にてご応募下さい。
【問合せ】 「ＷＥＢ展示会」ホームページまたはお住まいの市町村障がい
福祉担当課に募集次項がありますので、そちらでご確認いただく
か、実行委員会事務局までお問い合わせください。
【応募締切り】文芸を除く５部門 ８月６日（金）
文芸部門

８月３１日（火）

〇川柳募集
【課題テーマ】
「信州の川のある風景部門」｢自由部門(自由吟)｣
【応募締め切り】８月３１日（火）
【主催】 長野県・長野県障がい者文化芸術祭実行委員会
ＴＥＬ ０２６－２９５－３１１１
ＦＡＸ ０２６－２９５－３５１１
ＭＡＩＬ sunapple@avis.ne.jp

♣ 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会
【初級編講義】７月１日（木）～３月３１日（木）
ＨＰ

基礎研修会

２０２１

無料配信中

https://insweb.jp/movie/20nozomikyousei/

昨年度配信した基礎編の動画をご覧いただけます。
【中級編講義】３年１０月１日（金）～３月３１日（木）
参加費無料！！
※ふり返り講習会受講者には、中級編講義資料の
ダウンロードＵＲＬをお送りします。
【ふり返り講習会】
中級編講義を視聴いただいた方を対象に 「ふり返り講習会」を
開催。事前に受講者の皆様から質問を受け付け、講師による鼎談
のなかで支援のあり方などについて考えていきます。
日時：１２月１７日（金）１５：００～１７：００
方式：ライブ配信

参加費：３，０００円

定員：１００人（先着順）

申込期日：９月３０日（木）

【申し込み】国立のぞみの園ホームページ

https://www.nozomi.go.jp/

ふり返り講演会につきましては、申込み期日を9月30（木）とさせていただきます。

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

■8 月の日程（自立支援協議会、オアシス）
8月 6日（金）13：00 フォーラム実行委員会
8月

9日（月）13：30 かりんカフェ

8月

10日（火）15：00 医ケア児部会

8月

12日（木）16：00 グループスーパービジョン

8月

23日（月）13：30 かりんカフェ

8月

24日（火）13：30 相談支援部会

8月

27日（金）13：30 地域生活支援部会

■リレーずいそう

第 97 回

オアシス：藤田みな子
（＊今月号は就労継続支援 A 型事業所パストーレの松田さん予定でしたが変更になりました。
）

夏になると、母の好きな、いちじくを買って帰ります。
暖かい所で育つ果物は憧れで、この辺りでは、冬越しできても、実を結
ぶことはないだろうなと、あきらめていた植物のひとつです。数年前、
路地で育っている姿を見かけ、春を迎えられなかったら可哀そうだなと
思いながらも、20 センチ程の小さな苗木を植えてみました。
今年も越せたね。葉っぱの形がきれいだね。と思いながら見守っている
と、少しずつですが木も大きくなってくれました。
そして、昨年の事です。小さな実がいくつかなりました。鳥さん達に食べられてし
まったものもありましたが、8 粒の収穫です。初めて食べる、わが家のいちじく。親
指の先ほどの小さなものですが、そのおいしさに、びっくり。皆で舌鼓。
今年は、私の背丈を追い越して、枝には、去年より一回りも大きな実が、たわわに
なっています。ぱくっと先が割れるころ（鳥さん達の方が早いかもしれませんが…）
夏のお楽しみのひとつです。

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をお願いします。

リレー随想は、地域のネットワークづくりのために皆さんに御協力いただいています。
前の方からお声が掛かりましたらぜひお引き受けいただき、20 日までに 原稿（内容・字数等
お任せします）をオアシス野溝までお送りください。そして 次の方にお願いをしていただけ
ればと思います。
をオアシス北澤までお送りください。そして 次の方にお願いをしていただければと思いま
す。
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