2019 年 4 月 20 日発行
～この号のあらまし～
☆活動報告（4 月）
☆

主催行事日程と内容のおしらせ

☆各団体等主催行事等の予定
☆おしらせ

vol.131

主催

☆打合せ予定

行事日程と内容のおしらせ
ご入学、ご進級おめでとうございます。元号も間もなく平成から令和へと変わります。大きな変
化の一年になりそうですね。本年度もよろしくお願いいたします。
昨年に引き続いての企画、本年度初めての企画など、盛りだくさんの体験・学習・相談など計
画をしています。同封しました『2019 年度活動計画』をご確認いただき、多くの企画に是非ご参
加ください。
新規会員も募集しています。まずは体験から。会員以外の方も参いただける企画もありますの
で、お気軽にお問合せ下さい。問い合わせ先 090-9664-1240（山室）

～

こども

が主役～

★各種体験① そば打ち体験 開催のおしらせ

（対象年齢：小学生～）

本年度最初の体験は、横谷温泉 遊楽庵さんでのそば打ち体験です。もう一人で打てるこ
ども達も増えてきました。こども達だけで挑戦するグループも今年は増えそうです。ぜひご家族みな
さんでお出かけください。
日 程：6 月 1 日（土） 11：00～13：00 頃 （集合：10：50 遊楽庵前）
会 場：横谷温泉 信州手打ちそば工房遊楽庵 電話：0266-67-2343
参加費：1,500 円（1 人）
持ち物：飲み物 その他必要なもの
※出欠席の連絡は 5 月 12 日（日）までに参加人数を Group Line に返信または北原宛ご連絡ください。

★各種体験 スポーツ体験① 開催のおしらせ

（対象年齢：小学生～）

本年度も精明学園さんの体育館をお借りして楽しく体を動かします。体操などの基本的
な運動から始まり、フロアホッケーやサッカーにつながるミニゲームも楽しんでいます。お子さんに
合わせての参加はもちろん、ご家族みなさんでご参加いただけます。ぜひみなさんでお出かけく
ださい。
日 程：①6 月 23 日（日） 10：00～11：15
会 場：精明学園 体育館
持ち物：上履き、タオル、飲み物 その他必要なもの
※出欠席の連絡は 6 月 16 日（日）までに Group Line に返信または山室宛ご連絡ください。

～

家族

が主役～

★定例・懇親会① 定例会② 開催のおしらせ
本年度のスタートにあたり、定例会を開催します。昨年度の報告とふりかえり、今年度の計画を共有します。昼と夜の 2
回開催しますので、どちらかにはご参加ください。
日 程：①定例・懇親会 5 月 11 日（土）19：00～ 百坊 0266-73-2970
②定例会
5 月 14 日（火）10：00～ ゆいわーく茅野 102 会議室
会 費：①懇親会参加者 3,000 円（19：30～）
※出欠席の連絡は 4 月 30 日（火）までに Group Line に返信または野間口宛ご連絡
ください。
①

★療育相談会① 開催のおしらせ
長野県発達障がい支援センターと諏訪圏域障がい者総合支援センター オアシスより
相談員をお迎えしての療育相談会です。新年度の環境の変化についてや、毎日の中で
不安に思っている事などについて参加されて方の思いをみんなで共有し合い、地域を越え
た制度や施策などの情報交換も行います。たくさんの保護者の方との関わりの中で多くの
事例に携わって来られた経験に基づくお話をお聞きすることができます。気軽におでかけくだ
さい。
日 程：5 月 28 日（火）10：00～12：00
会 場：ゆいわーく茅野 302 会議室
※出欠席の連絡は 4 月 30 日（火）までに Group Line に返信または野間口宛ご連絡ください。

★体験・情報交換会① 開催のおしらせ
今年度初めての体験はフラワーアレンジメント ハーバリウム体験です。日頃の忙しさから離れ、ちょっ
と楽しい体験とともに気兼ねなくお話をしながら、楽しい時間を過ごしましょう。会員以外の方もご参
加いただけます。
情報交換では、ゆらり相談支援センター 相談支援専門員 北原由紀さんにお越しいただきます。
権利擁護や意思決定支援に関してのお話も交えながら情報交換をしましょう。午前のみ、午後のみ
の参加もできます。ぜひおでかけください。
本年度も色々な立場・相談窓口の方をアドバイザーにお招きして、専門的な立場からの助言も頂きながら、日頃の悩
みや不安、疑問などを共有し軽減する為のヒントもお持ち帰りできる時間を持ちたいと思います。次回は茅野市役所福
祉課よりアドバイザーをお招きします。
日 程：6 月 11 日（火）体験会 10：00～12：00 情報交換会 13：00～15：00
参加費：会員 500 円、一般 800 円 材料のお持ち帰りが出来ません。体験からご参加ください。
体験内容：フラワーアレンジメント（ハーバリウム） 講師：風花舎 牛山由美子さん
アドバイザー：ゆらり相談支援センター 相談支援専門員 北原由紀さん
※出欠席の連絡は 6 月 2 日（日）までに Group Line に返信または北原宛ご連絡ください。

＝ 同封書類 ＝
★ R for I 2019 年度 活動計画
☆ R for I 2018 年度 活動報告・会計報告、2019 年度予算につきましては、定例会で承認いただいた後、次
号にてお届けさせていただきます。

他団体

主催行事日程と内容のおしらせ

★ぷれジョブちの定例会 開催のおしらせ （主催：ぷれジョブちの推進委員会）
お茶とお菓子をいただきながら和やかな会場でこども達の活動の様子を共有しています。ゲームをして楽しみながら交流を
深めています。こども達の活動の様子をぜひのぞいてみてください。関心のある方どなたでも大歓迎です。お気軽に遊びに
来てください。
日 程：2019 年 5 月 21 日、6 月 18 日 毎月第 3 火曜日 18：30～19：30
会 場：ゆいわーく茅野 101・102 会議室（予定）
問い合わせ：090-9664-1240 ぷれジョブちの事務局 山室
※おちゃ募金(100 円程度)をお願いしています。
※ジョブ仲間・ジョブサポーターさん募集中！定例会にあそびに来てね。
『ぷれジョブ』って。 週に 1 回 1 時間同じ場所で半年間。障がいのある子どもたちが地域の力（サポ
ーターさん・受入先等）を借りてお仕事体験をすることを通じ、あたたかいつながりの中で地域の一員
になっていく活動です。

★いこ～よ♪

参加者募集
社会体験活動(公共の施設や公共交通機関の利用体験など)の中で成功体験を重ね、自分に合った余暇活動の
選択肢を広げながら、将来の生活の充実を目指した活動の機会を企画しています。一緒にいろいろな体験をしません
か？本年度の活動の詳細は次号(7 月号)にてご案内させていただきます。
②

★Joyful Swim Club（略称 JSC）参加者募集
今年度も水泳教室を開催します。子ども達は、回数を重ねるごとに泳ぐことはもちろん、公共施設利用のマナーやルー
ルを学び、学校以外での活動を楽しんでいます。今年度も引き続き、楽しく活動していきたいと思います。よろしくお願いし
ます。
また、参加者の中で役割分担をしていきたいと思っていますので よろしくお願いします。
・年会費:2,000 円/1 人、施設利用料個人負担
・加入保険:ボランティア行事保険
・活動内容:年 12 回の水泳教室 土曜日 9:45～11:00
・開催日:全 12 回 ①5/11 ②6/8 ③6/22 ④7/13 ⑤7/20
⑥9/7 ⑦9/21 ⑧10/12 ⑨10/26 ⑩11/2 ⑪11/16 ⑫12/7
・活動場所:アクアランド茅野
☆初回参加時に年会費をお支払いください。
☆出欠席の連絡は直前の木曜日までにお願いします。当日の欠席の連絡は 8:00 までに！
☆受付は 10:05 迄に終了してください。以降は各自でご参加ください。
問合せ/申込み：080-2377-3445 野間口 久子

☆

2019 年度会費納入のお願い
正会員登録 １人 1,500 円 (支援を必要とする児・者とその家族 1 名)
※活動保険は実施事業毎にボランティア行事保険（㈳全国社会福祉協議会）へ加入します。
※年会費の集金については下記の方法をお選びいただけます。
①スタッフへの手渡し（打合せ、各種参加企画等にお持ち下さい）
②直接スタッフに連絡いただき、授受方法を相談してください。
③郵便口座への振込(振込手数料はご負担下さい。郵便局口座をお持ちの方は口座間送金をご利
用ください。窓口手数料 144 円、ＡＴＭ利用の場合は手数料要確認)
口座番号 11140 14294231
口座名 Ｒ for Ｉ（アール フォー アイ）

☆2019 年 5 月～7 月 打合せ会のおしらせ
5 月 7 日（火）
14 日（火）
21 日（火）
28 日（火）
6 月 11 日（火）
18 日（火）
7 月 2 日（火）
16 日（火）

～ ふら～っとのぞきにきてね✨ ～

13：00～15：00
10：00～12：00
10：00～15：00
10：00～12：00
13：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～12：00

申請書・定例会準備 （山室宅）
定例会（ゆいわーく茅野 102 会議室）
※いこ～よ♪企画 （ゆいわーく茅野）
療育相談会（ゆいわーく茅野 302 会議室）
※いこ～よ♪企画 (ゆいわーく茅野)
体験・情報交換会（ゆいわーく茅野 102 会議室）
企画準備（山室宅）
企画準備（山室宅）
会報発行・発送（ゆいわーく茅野）

～ 打合せ準備会に参加しませんか ～
打合せ会では、いろいろなお話をしながら計画や準備の作業をしています。
「空き時間に少しだけ覗いてみた」
「ちょっとグチってもいいかしら…」
「気分転換した～い！」
短時間でも大歓迎！実施場所を確認していただき、気軽にお出かけください。
山室宅がわからないときはご一報ください。ご案内させていただきます。

③

