2017.12.18
寒風の吹く日が増え、今年も残りわずかとなりましたが、皆さまいかがお過ご
しでしょうか。センター港南は２回目のお正月を迎えます。

地域交流・クリスマス会

１１月２５日（土） 地域交流
音楽ボランティア 「悠＊遊」
バイオリンとピアノの癒しのコンサート

１２月２日（土） 地域交流
湘南シンフォニックウィンズ
クリスマスコンサート
２Wのクリスマス会
演奏は地元で活躍してい
る「The ハモろーか」の皆
さん
とてもやさしい音色でした。

２Eのクリスマス会
演奏は特別支援学校の
先生方を中心にしたグ
ループ「#０（シャープゼ
ロ）」の皆さん
素敵なパフォーマンスも
ありました。

駐車場ゲート前の花壇
ボランティアの方々にビオラ、
プリムラ、チューリップ（球根）
を植えていただきました。

これからの予定
１２月２４日（日）１Eクリスマス会
演奏：チェチリア工房音楽室
長岡様
１２月２５日（月）eラーニング（大会議室）
１月 未定 お正月コンサート
〃 バイオリンとピアノの
新春コンサート
２月１１日（日）宮川久美様（ピアノ）
センター港南の
バレンタインコンサート
キャラクター
「トッチー」

2017.11.20
秋の澄んだ空が気持ちいいですね。
寒くなりました。皆さま、風邪に気をつけてお過ごしください。

秋を楽しもう!!
本物のサツマイモとスタッ
フ手作りのものを使って、
リビングで「おいも掘り」を
しました。
みんなでかけ声かけて、
「やったー！」
とびきりの笑顔が見られ
ました。 （２E）

研修の秋

センター港南の
キャラクター
「トッチー」

法律で定められた研修として安全管理研修や感染
予防研修などがあります。本施設ではそれらの研修
の他に、自主的な研修会も随時行っています。
安全管理研修
リハビリ課の花井
部長による「重症心
身障害児者の骨折
と予防対応」講演

これからの予定
11月25日（土）13:40～ 1階ホール
悠＊遊さんによる
ヴァイオリンとピアノの癒しのコンサート
12月2日（土）13:40～ 1階ホール
湘南シンフォニックウィンズコンサート
12月15日（木）13:30～ 1階ホール
認知症予防講演会 （申し込み制）
主催：港南区役所高齢障害支援課
12月17日（日）12:20～16:20 横浜ラポールシアター
十愛療育会 創立30周年記念 実践報告会
≪各棟のクリスマス会≫
２W 12月 3日（日） 演奏：The・ハモろーか
２E 12月10日（日） 演奏：#０（シャープゼロ）
１E 12月24日（日） 演奏：チェチリア工房音楽室
＊その他、詳細は各棟へ

「安心は 心のこもった笑顔から」
あたたかな心のこもった笑顔から、
コミュニケーションも生まれます。
次号では、サービス向上委員会の
取組みをご紹介します。

在宅支援運営委
員会 勉強会
各部署運営委員
による在宅支援の
実践発表

11月24日（金）17:00～感染予防全体研修会
11月27日（月）11:00～eラーニング視聴会
この後もいくつかの研修会が予定されています。

３０周年記念 実践報告会
十愛療育会の創立３０周
年を記念するイベントのお
知らせです。講演会もあり
ます。ご都合つきましたら
是非ご参加ください。

2017.10.17

柿の実も色づき始め、過ごしやすくなってまいりましたが、
今年の秋は寒暖の差が激しいようです。皆さま、お変わり
ございませんか。

とちのき祭 ２０１７
「来て、見て、知って センター港南」というテーマで
１０月７日（土）に開催された本年度の『とちのき祭』
大勢の来場者がありました。
小坪小学校のマーチングバンドはじめ、イベントや
出店、ボランティアなどで参加していただいた皆様、
ご協力ありがとうございました。

明朋高校吹奏楽部
ミニコンサート

１０月１５日（日）午後に神奈川県立明朋高校吹
奏楽部ミニコンサートが開かれました。手作りの
パンフレットも用意してくださった部員の皆さん。
演奏が始まると会場は元気で素敵な音楽に包ま
れました。
日ごろの１E
日ごろの１

１Eでは今年度から始まったグループ活動で月１回、
様々な療育活動を行っています。夏にはプールを
行ったり、温泉の素をいれたお風呂に入ったり、
介護タクシーを使って出かけたりもしています。利用
者の方とマンツーマンで密に関わることができる
空間ですので、いろいろな表情がみれてとても素敵
な時間となっています！！
今後も活動の幅を広げていき、いろいろな場所に
行って一緒に楽しい時間を共有していきたいと
思っております！！
（１E スタッフ）

すっきり!!
すっきり さんぽ道

地域のボランティアの方と利用者さんのご家族が
除草や剪定をしてくださいました。
とてもすっきりして見違
えるようです。心地よ
い風を感じてみてはい
かがでしょうか。
これからの予定

１０月３１日（火）
施設内勉強会
１１月２５日（土）
悠※遊♪ コンサート
１２月 ２日（土）
湘南シンフォニックウィンズ
コンサート

センター港南の
キャラクター
「トッチー」

2017.9.19

「歌で元気を届け隊」の皆さん

まだまだ暑い日曜日の午後、『歌で元気を届け
隊』の皆さんが、素敵な歌を聴かせてくださいま
した。「幸せなら手をたたこう」や手話も交えて
の「にじ」など、利用者さんとご家族、地域の方
やスタッフも、楽しい時を過ごしました。

ボランティア体験の学生さんから

合同夏祭り（８／１７）

ホール中央に、夏祭りのすてきなやぐら!!
利用者さんのご家族が特別に作ってくださいました。
それぞれの棟で工夫を凝らした出し物があり、利用者さん
たちの笑顔がたくさん見られました。

夏休みにはいろいろな学校
の学生さん達がボランティ
アとして施設を訪れました。
日中活動室で寄添いボラン
ティアとして活動した方の感
想です。

2Wでは大きな櫓の上で

力いっぱい太鼓を叩き
ました。
法被にハチマキでお祭
りを楽しみました。

太鼓が大人気で行列！
叩いた後はみんな良い
笑顔が見られました☺
出店のゲームなども
みんな真剣に楽しめまし
た。（２E）
1Eでは輪投げを行いま

した。的めがけて投げ
て楽しみ、合計点数10
点以上の方に贈られる
賞状に嬉しい笑顔が見
られました！
これからの予定

９月２８日（木）

センター港南の
キャラクター
「トッチー」

13:40～14:20

ホール
手話ダンス 演奏会
１０月７日（土） 第２回 とちのき祭

「施設」と聞くと自分が思っていたイメージは厳しそうで、
少し怖い印象がありましたが、実際来てみると職員の
方も優しく気さくに話しかけてくれたので、とても楽しく
貴重な経験をさせていただきました。
また、利用者の方々は何をして楽しむのかと思いました
が、自分と同じように映画や音楽を楽しんでいる所が
印象的でした。

避難訓練（８／３１）
食器乾燥機から
出火！
初期消火失敗!!

という想定で行い、利用者さんを避難誘導する訓
練を行いました。状況判断、報告、情報発信、消火
活動、避難誘導など、指示出しも的確でスタッフも
手順良く進めることができました。
とちのき祭のボランティア活動を
希望してくださった方が１９名も!!

どうぞよろしくお願いいたします。

2017.8.14

[さんぽ道のラベンダー]

日中活動室の季節の飾り

子どものアトリエ
アウトリーチ活動（７／１８）
３月にも開かれた横浜美術館の
「子どものアトリエ」のアウトリーチ
活動。平成２９年度ということで、先
月１８日にホールの広々とした空間
で活動しました。
ベッドのように大きなビーズクッショ
ンや水の入ったビニール袋に体を
ゆだねて緊張をほぐしたり、絵の具
や粘土の感触を確かめたりしなが
ら表現活動を楽しみました。

夏真盛り、暑いからこそできることを
楽しみたいですね。
・・・とは言え、サウナに入っている
ような毎日、お体ご自愛下さいませ。

学生さん、先生方の
見学やボランティア、実習など

センター港南の
キャラクター
「トッチー」

学校が夏休みになり、いろいろな学校から学生さん
や先生方が来所しています。高校と専門学校からは
学生さん達が日中活動室で寄添いボランティアとし
て活動しています。市内の特別支援学校からは見学
や実習に来ています。
施設を理解していただ
くだけでなく、利用者さ
んや職員にとっても新
鮮で貴重な体験になっ
ています。
日中活動で利用者さんに寄り
添う高校生のボランティアさん
（写真右側）

もうすぐ咲きます！

午後の参加者と子どものアトリエの方々
（センター港南だけでなく、横療からも
参加がありました。）

さんぽ道のひまわりです。
ずいぶん大きくなりました。

これからの予定
８月１７日（木） 13:00～15:00 ホール
センター港南 夏祭り
各棟の出し物があります。
８月２０日（日） 13：30～14：20 ホール
「歌で元気を届け隊」コンサート
９月２８日（木） 13:40～14:20 ホール
手話ダンス 演奏会

2017.7.13

温暖化のせいなのか、梅雨なのに関東地
方は☔マークの日はあまりなく真夏のような
暑さが続いています。皆様、熱中症に気を
つけてお過ごしください。
[さんぽ道のラベンダー]
センター港南のキャラクター
「トッチー」

防災訓練（６／２９）
今回は棟の情報ステーション内の乾燥機より出火
という想定で、火災発見の連絡、初期消火、避難
誘 導、アクションカー
ド使用による指示出し
の訓練を行いました。
火災発生の放送から
短時間で消火器を
抱えて現場に集合し、
訓練に臨んでいました。

各棟の活動
各棟各グループでは、
日々工夫して楽しく
過ごしています。
利用者さんと願いを込
めて七夕飾りを作りま
した。

ひまわりの種まき
（６月中旬～）
ボランティアさんからいただいたひまわりの種を利用
者さんと花壇に蒔きました。樋のようなものを使い、
流しそうめん形式に土の上に落として蒔きました。
利用者さんのメッセー
ジを記入したプレート
を添えたひまわり、
しっかり芽を出して
ぐんぐん伸びていま
す。

これからの予定
７月１８日（火） 10:00～14:30 ホール
（午前：分教室、午後：日中活動室）
横浜美術館 子どものアトリエ
アウトリーチ活動（出張プログラム）
８月１７日（木） 13:00～15:00
センター港南 夏祭り
各棟の出し物があります。

「ひだまりルーム」で
ボランティアさんに読
み聞かせをしてもら
いました。手遊び歌
も教えてもらいました。

８月中の数日間

明朋高校フロンティア部 希望者
日中活動室にてボランティア活動

８月２０日（日） 13：30～14：30 ホール
「歌で元気を届け隊」コンサート
水をやって世話
をしたミニトマト
が色づき始めま
した。

その他、７．８月中に、他施設・学校関係の見学が
7件予定されています。

2017.6.12
梅雨に入り、色とりどりのアジサイが雨に映える頃となりました。
センター港南は1周年を迎えました。現在、短期入所の方を含めて
約70人ほどの方々がここで暮らしています。
散歩や買い物、少しずつ地域に出かけている利用者さんたち。
あたたかなまなざし、やさしいお声かけが何よりうれしいです。
地域の皆様には今後ともよろしくお願いいたします。

「希望の光コンサート」 （５／２５）
利用者さんのご家族様からのご紹介で、ファッショ
ンモデルでボーカリストとしても活躍している
伊藤ライムさんのコンサートがありました。
ピアノは港南台在住の釼持記子さん。伴奏だけで
なく素敵なソロ演奏も聴かせていただきました。
ライムさんの澄んだ歌声に、利用者さんや地域の
方々もうっとり。まさに「希望の光」あふれるコン
サートでした。

花の苗を植えました（６／１１）
昨年10月にも来ていただいた港南区にある
ワミレスコスメティックス（株）の皆さん、地域の
ボランティアの皆さん、そして5月に発足した法
人の園芸クラブの有志で協力して駐車場横の
花壇に花の苗を植えました。雑草でいっぱい
だった花壇がすっきりして綺麗になりました。

第２回 とちのき祭
大勢の地域の方々に来ていただき好評を得た
昨年度の「とちのき祭」。
今年度は１０月７日（土）に行うことになりました。
テーマは「来て 見て 知って！ センター港南」
施設について理解を深めていただくことを考え、
利用者さんとスタッフが協力し準備をしていきます。
どうぞご期待ください。

これからの予定
６月１２日（月）～１６日（金） 9:00～17:00 （予定）
敷地内の草刈・植栽管理作業
※ 天候により、延期などあります。
６月１２日（月）・２８日（水）17:15～大会議室
医療安全研修（全職員対象）
６月１８日（日） 13:00～16:00 ホール
「つちむら音楽工房」
ミニコンサート
６月２１日（水） 10:30～12：15 ホール
港南区障害者団体連絡会主催講演会
７月１８日（火） 10:00～14:30 ホール
横浜美術館 子どものアトリエ
アウトリーチ活動
（午前：分教室、午後：日中活動室）
その他、各棟のグループで植物栽培や音楽鑑賞、
読み聞かせなどの活動が予定されています。

2017.5.16

新緑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
センター港南は、開所からまもなく1周年を迎えようとしています。
「利用者さんの笑顔」「地域の中の施設」をモットーに、これからも
努力を重ねてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。
センター港南からの引越し、横療再開 （５／１）

横浜療育医療センター改修工事のため、
センター港南で生活していた利用者さん
たちが、５月１日に戻っていきました。
昨年７月１日から10か月間、とちのき祭
やいろいろなイベントを一緒に楽しんだ
仲間たち。引越しが終わり少しさびしく
なったセンター港南ですが、５月初旬か
ら２期入所が始まり、新しい利用者さん
を迎えます。
非常設備について （４／２７）

毎月行っている避難訓練、今月は非常設備につい
ての確認をしました。管理課職員の説明と案内で、
施設のあちらこちらを見て回りました。
非常時の電源設備
のある屋上にも上
がってみました。
これからの予定

５月２５日（木）

10:30～防災訓練
（初期消火、避難訓練）

地域交流・ボランティア

４月１９日（水）に「お花と音楽のコラボレーショ
ン」が開かれました。
正面玄関の活け花を飾ってくださっている栁
沢先生とアメリカのフロリダからいらっしゃった
リカルド先生、グレッグさんによる活け花デモ
ンストレーション。そしてバイオリンの尾花輝
代允氏と下西奏さん、ピアノの三枝ゆにさん
の素敵な演奏。
地域の方も含めて、50人
近くの方が鑑賞しました。

〃
13:45～14:45 ホール
地域交流 『希望の光 ミニコンサート』
シャンソン歌手 伊藤ライム様
ピアノ演奏
釼持 記子様
６月１１日（日） 10:30～13:00 ホール
地域交流 『アカペラ♪ ライブ！』
港南台アカペラシンガーズ
未定

花の苗植え～ボランティアの方々と一緒に～

