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≪ 新年度のご挨拶 ≫ 

  どんとこい・みなみがある南区中村町は、盛大な賀詞交歓会あり、伝統ある連合町内会のお祭りあり、地

区社協主催の教育・福祉団体の連絡会あり、地域防災拠点での合同避難訓練はもちろん、福祉避難所（旧称特

別避難場所）への関心もとても高い地域です。 

そんな地域を舞台に、日中活動のパン工房は区役所の「にこにこみなみ」始め、石川小学校と中村小学校放

課後キッズクラブへの納品や昨年度は中村特別支援学校卒業式の引出物まで準備させて頂きました。さらに、

横浜中央病院付属看護専門学校の昼休みに出張販売を始めました（これはまさに上に書いた連絡会で顔がつな

がった事がきっかけとなっています）。ようやくご利用者のみなさまへ売り上げの一部還元も始められました。

昨年度で１２回を数えたレインボーフェスタはウォータープラザ（横浜市水道局）も仲間入りして１９団体の

共催となり、こどもダイニングも地域の方々や中村地区センターの協力もあり、毎月開催できるようになりま

した。どんとこいといちばん近い地域とのつながりをざっと書いてもこれだけあります。 

さて、お気づきでしょうか？ここまで〝障がい〟という言葉を使わずに書いています。子供も高齢者も障が

いの方も特別ではなく、当たり前に住む地域。どんとこいはそんな地域の中にあります。だからこそ、〝この

地域にはどんとこいがある！〟そう言って頂けるように、地域がますます力をつけていく一助になりたい。１

４回目を迎えた新年度に、そんな決意を新たにしています。 

平成３０年５月４日  地域活動ホーム どんとこい・みなみ  所長 中根 幹夫 

 

≪≪  どどんんととここいい・・みみななみみ  ママニニフフェェスストト 22001188  ≫≫  

１１  平平成成 2299 年年度度のの活活動動をを『『事事業業概概要要』』ににままととめめ、、現現状状をを分分析析、、評評価価しし今今後後すすべべきき事事をを具具体体的的にに整整理理ししまますす。。  

２２  

基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターーはは横横浜浜市市相相談談支支援援体体制制のの中中核核ととししてて区区域域のの計計画画相相談談事事業業所所始始めめ他他機機関関ととのの連連絡絡をを密密ににししまますす。。個個別別

支支援援のの要要ととししてて〝〝分分かかりりややすすくく、、使使いいややすすいい〟〟をを合合言言葉葉にに自自立立生生活活アアシシススタタンントトやや後後見見的的支支援援事事業業とともも適適宜宜連連携携ししてて、、専専

門門性性とと総総合合力力ををももっってて支支援援にに臨臨みみまますす。。市市内内ででもも立立ちち遅遅れれてていいるる障障害害児児相相談談ににもも力力をを注注ぎぎ、、相相談談室室『『ははぐぐどどんん』』をを継継続続しし

てて開開催催ししまますす。。自自立立支支援援協協議議会会でではは顔顔がが見見ええてていいるる〝〝だだけけ〟〟のの関関係係かからら本本当当のの意意味味ででのの協協働働へへとと深深化化ささせせ、、イインンフフォォーーママ

ルル資資源源ままでで含含めめたた地地域域力力のの結結集集とと底底上上げげをを図図りりまますす。。  

３３  

日日中中活活動動でではは個個別別支支援援計計画画のの中中でで特特にに社社会会参参加加とと地地域域貢貢献献をを謳謳いい、、パパンンのの出出張張販販売売をを中中心心ににささららにに活活動動のの場場をを地地域域へへとと拡拡

げげてて行行ききまますす。。ごご利利用用者者のの更更ななるる生生ききががいいとと働働ききががいいににつつななげげらられれるるよよううそそのの売売りり上上げげのの一一部部還還元元をを継継続続ししまますす。。計計画画的的

なな引引きき継継ぎぎややＯＯＪＪＴＴをを重重要要視視しし職職員員個個々々ののススキキルルアアッッププとと平平準準化化をを図図りりまますす。。  

４４  

生生活活支支援援とと相相談談支支援援をを一一体体的的にに動動かかしし個個々々のの世世帯帯状状況況のの把把握握にに努努めめ、、そそれれをを最最大大限限考考慮慮ししたた受受けけ入入れれをを行行いいまますす。。隣隣接接区区

のの他他法法人人地地活活ととののネネッットトワワーーククをを強強めめ、、緊緊急急時時のの即即応応体体制制をを強強固固ににししまますす。。医医療療的的ケケアアのの必必要要なな重重症症心心身身障障害害のの方方ににはは、、

喀喀痰痰吸吸引引研研修修へへのの職職員員派派遣遣をを進進めめるる一一方方でで、、よよりり安安全全でで安安定定ししたた体体制制をを整整ええまますす。。  

５５  

みみななみみっっここルルーームムはは障障害害のの有有無無にに関関わわららずず利利用用でできき、、子子育育てて支支援援のの相相談談窓窓口口ととししててもも機機能能ささせせまますす。。『『おおししゃゃべべりりたたいいむむ』』

等等企企画画をを通通ししてて子子育育てて中中のの親親子子同同士士がが知知りり合合いい、、支支ええ合合いい、、育育ちち合合うう機機会会をを提提供供ししまますす。。子子育育てて上上のの経経験験ををアアドドババイイススとと

ししてて語語りり合合うう『『輪輪ハハッッははののおお話話しし会会』』をを継継続続開開催催ししまますす。。  

６６  

地地域域交交流流事事業業ににおおいいててもも地地域域ととのの協協働働をを深深めめ、、地地域域ののみみななささままににもも〝〝ああっっててよよかかっったた〟〟とと感感じじてて頂頂けけるるよようう、、パパンンをを市市役役

所所、、区区役役所所のの他他、、小小学学校校ののキキッッズズククララブブやや看看護護学学校校、、町町内内会会ののおお祭祭りり等等にに積積極極的的にに提提供供ししまますす。。特特にに 1133 回回目目をを迎迎ええるるレレ

イインンボボーーフフェェススタタはは、、本本当当のの意意味味でで〝〝地地域域ののおお祭祭りり〟〟ととななるるよようう尽尽力力ししまますす。。  

７７  

南南区区障障害害児児者者団団体体連連絡絡会会ややみみななみみササママーーフフレレンンドド運運営営委委員員会会へへのの参参加加をを通通じじてて、、当当事事者者ととごご家家族族のの〝〝ああっったたららいいいいなな〟〟のの

声声をを聴聴くく機機会会をを大大事事ににしし、、そそししてて、、協協働働ししまますす。。『『ここどどももダダイイニニンンググ』』のの定定期期開開催催をを継継続続しし、、地地域域住住民民ののみみななささままのの協協力力

もも仰仰ぎぎつつつつ、、地地域域福福祉祉へへのの関関心心がが高高ままるるよよううなな企企画画をを取取りり入入れれ、、様様々々なな局局面面でで障障害害福福祉祉やや一一事事業業所所一一法法人人のの枠枠をを超超ええたた時時

代代にに相相応応ししいいよよりり強強くく、、継継続続性性ののああるる〝〝地地域域活活性性化化〟〟をを目目指指ししまますす。。  

８８  

一一つつにに集集約約さされれ厚厚みみをを増増すす事事ににななるる放放課課後後等等デデイイササーービビススはは、、学学校校、、家家庭庭ととももちちががうう第第三三のの場場ととししてて、、ああくくままででもも個個別別支支

援援計計画画にに力力をを注注ぎぎ、、子子どどももたたちちのの成成長長、、発発達達をを支支援援ししまますす。。生生活活支支援援事事業業ととははそそれれぞぞれれのの事事業業のの意意義義をを互互いいにに意意識識ししなながが

らら職職員員同同士士ももススキキルルをを高高めめ合合ええるるよようう、、よよりり関関係係をを密密ににししてていいききまますす。。  

９９  

ググルルーーププホホーームム５５ヶヶ所所とと地地域域活活動動支支援援セセンンタターー作作業業所所型型２２ヶヶ所所をを〝〝安安心心ししてて住住みみ続続けけらられれ、、そそのの人人ららししくく活活動動ででききるる場場でで

ああるるたためめにに〟〟ババッッククアアッッププししまますす。。ガガッッツツびびーーとと西西ととのの協協力力体体制制ははももちちろろんん、、世世話話人人をを中中心心ととししたた効効果果的的なな支支援援チチーームムをを

形形成成すするる一一方方でで、、ババッッククアアッッププにに費費ややさされれるる負負担担をを削削減減すするる方方法法をを検検討討ししまますす。。  

1100  

ここれれららのの方方向向性性をを組組織織的的にに進進めめてていいくくたためめにに適適切切なな予予算算配配分分にに基基づづくく適適材材適適所所なな人人材材配配置置をを行行うう他他、、委委員員会会等等をを通通ししてて業業

務務効効率率化化やや安安全全管管理理、、職職員員育育成成ははももちちろろんんそそのの労労働働環環境境改改善善もも図図りり、、組組織織がが円円滑滑にに動動くくよよううにに努努めめまますす。。人人材材発発掘掘ででははイイ

ンンタターーンンシシッッププやや大大学学、、専専門門学学校校のの実実習習生生のの受受けけ入入れれをを積積極極的的にに行行っってていいききまますす。。  



地地域域生生活活支支援援セセンンタターー  

  

地地域域生生活活支支援援セセンンタターー南南海海
な み

はは、、ここれれままでで共共進進中中学学校校のの横横ににあありりままししたたがが、、44 月月よよりり、、へへいいへへいいほほーーのの横横にに移移転転しし

ままししたた。。ままたた、、今今ままででのの南南海海でで行行ななっってていいたた放放課課後後等等デデイイササーービビスス「「キキッッズズササポポーートト★★どどんんとと」」はは 33 月月末末でで事事業業をを

終終ええ、、「「キキッッズズササポポーートト☆☆ききらららら（（南南区区睦睦町町 11－－88－－11））」」ののみみととななりりままししたた。。  

新新ししいい南南海海ををごご紹紹介介ししてていいききまますす！！！！  

  

地地域域生生活活支支援援セセンンタターー南南海海ととはは・・・・・・  以以下下のの事事業業ををおおここななっってていいまますす。。  

★★南南区区基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターー（（どどんんととここいい・・みみななみみででのの南南区区基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターーのの分分室室でで、、相相談談員員ががいいまますす））  

★★自自立立生生活活アアシシススタタンントト  

★★横横浜浜市市障障害害者者後後見見的的支支援援制制度度  ささぽぽーーとと・・ななみみ  

★★ググルルーーププホホーームム運運営営  

  

                              

  

            

  

２２階階ににはは相相談談員員ととググルルーーププホホーームム職職員員のの事事務務所所のの部部屋屋ももあありりまますす！！今今ままででははワワンンフフロロアアにに全全事事業業のの事事務務所所ががあありりまま

ししたたがが、、新新南南海海はは部部署署ごごととにに部部屋屋がが分分かかれれるるよよううににななりりままししたた。。へへいいへへいいほほーーににももどどんんととここいい・・みみななみみににもも近近くくなな

りりままししたたよよ！！  

外観はこんな感

じです。2 階建

ての建物となっ

ております。新

しい南海は和風

です！ 

１階入ってすぐにはオープンスペース

があります。面談をしたり、「たまりば」

もここでおこなってます。 １階奥には事務所があります。

ここは事務担当職員と南海副

所長がいます！ 

２階面談室で

す。会議や面談

で使います。白

を基調とした明

るいお部屋で

す！ 

２階にある、さぽー

と・なみの事務所で

す！ここが一番の

大所帯となってい

ます。この部屋の窓

からは堀割川の景

色がよく見えます

よ。 

地域生活支援センター南海
な み

 

〒232-0033 南区中村町 4-283-10 

【電話番号】 

  代表      ０４５－３５０－８１１２ 

  ＦＡＸ     ０４５－３５０－８１１４ 

 相談・自アシ直通 ０４５－３４８－９０３７ 

 後見的支援直通  ０４５－３４８－９０３５ 



イベントなどなど・・・、何でもお知らせ 

 

 

毎毎年年恒恒例例！！！！                    

年年度度がが新新ししくくななっったた 44 月月！！どどんんととここいい・・みみななみみににもも新新ししいい職職員員がが仲仲間間入入りりししままししたた。。新新ししくく常常勤勤職職員員ととししてて働働くく

ここととににななっったた職職員員 33 名名をを紹紹介介ししまますす。。  

写写真真左左かからら、、若若林林良良祐祐ささんん、、若若林林和和也也ささんん、、佐佐藤藤裕裕美美ささんんでですす！！  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                        
  

 

 

  

  

  

  

今年の写真は若林（和）さんのご希望で、ｼｮｰﾄｽﾃｲお部

屋内の和室にて撮影しました。和室なので正座です。

もう少し砕けた感じでと要望を出したら下のポーズを

…。若林（良）さんはとあるマンガ（ジョ●ョの奇妙

な冒険）をｲﾒｰｼﾞされたようですが、伝わってますでし

ょうか。そんな 2 人の若林さんに文句言わずに付き合

う佐藤さんはとても優しい人だと思われます。 
（ちなみに、2 人の若林さんは特にご家族等ではありません） 

～こどものそだち、話しの場～はぐどん 

事前予約・費用なし。ふらっときてお茶でも飲みながら一緒にお

子さんについてお話ししませんか？ 

 

日時：5／30（水）、6／8（金）、6／20（水）10:30～12:00 

どんとこいにて。 

問合せ：どんとこい・みなみ（担当：飯高、佐野） 

こそあどぐるん  ぐるんdeシンフォニー 

こそあどぐるんは、南区中島町でハンバーガーシ

ョップ＆小箱ショップをしている作業所です。障

がい者手帳をお持ちの小１～高３の方を対象に、

音楽イベントをします。ぐるんのメンバーと一緒

に、楽器演奏、音絵本の読み聞かせ、音楽療法士

による参加型ミュージックプログラムです。 

 

日時：8／20（月）、11／17（土）、2019 年 3

／26（火）11:00～12:00 定員は各回 6 組 

参加費：500 円（ハンバーガーランチ 1 名分、小

箱ショップ利用券付き） 

問合せ：オープンスペースぐるん 10:00～14:30 

045-721-5076 

横浜市障害者後見的支援制度制度説明会 

＆成年後見制度勉強会 

日時：6／9（土）13:30～15:30 

内容：障害者後見的支援制度制度説明会／さぽーと・

なみ活動紹介／成年後見制度勉強会 講師：横浜生活

あんしんセンター職員 

場所：フォーラム南太田 ３階大研修室 

定員：180 名（どなたでもご参加いただけます） 

参加費：無料 

申込、問合せ：さぽーと・なみ 045－348－9035 

おしゃべりたいむ 

音楽療法士による親子音楽プログラム、そのあとはお

茶をしながらおしゃべりしましょう！ 

 

対象：おもに未就学の障がいをお持ちのお子さまとそ

のご家族（おもに肢体不自由児） 

日時：6／23（土）10:00～12:00 

場所：どんとこい・みなみ みなみっこルーム 

参加費：無料 ／ 事前申込が必要です 

申込、問合せ：どんとこい・みなみ みなみっこルー

ム（担当：伊東、田中） 

どんとこい・みなみの 

大きなビニールプールで水遊びしよう！ 

★ひよこデイ 未就学児の親子どなたでも 

 7/12、19，26、8/2、23、30 （木曜日） 

10:00～12:00 

申込不要。持ち物：水着、水遊び用オムツ、タオル 

 

★スイミーデイ 未就学の障がい児の親子 

 7/13、20、27、8/3、24、31 （金曜日） 

 事前申込が必要です。 
 

問合せ：どんとこい・みなみ みなみっこルームスタ

ッフまで 

＊どちらも費用は無料です。 

こどもダイニング 

日時：5／25（金）、6／22（金）、 

7／27（金）、8／24（金） 18:00～19:30 

場所：どんとこい・みなみ 食堂 

費用：小学生 100 円、中学生以上 300 円、就学

前は無料。毎回限定 100 食です。 

 

問合せ：地域生活支援センター南海 担当：村山 

045－350－8112 

みんなの“たまりば”南海
な み

 

特別なプログラムはありません。自分で来て自分で帰

れる人、自分がここに来たいと思う人なら誰でもＯ

Ｋ。 

 

日時：6／8（金）、7／13（金）、8／10（金） 

16:00～20:00 来たい時間にきて下さい。 

費用：無料 

場所：地域生活支援センター南海（南区中村町 4－

283－10） 

問合せ：地域生活支援センター南海 045－350－

8112 

今年度から職員としてお世話に

なります、若林良祐です。 

パン工房にいるので普段はあま

り目にしないかもしれないです

が、いつでも気がるに声をかけに

来て下さい。 

今はまだカバおくんくらいです

が、いつかはジャムおじさんにな

れる日を夢見てがんばりますの

でよろしくおねがいします！ 

今年度よりどんとこい・みなみ

生活支援スタッフとして配属

になりました、若林和也と申し

ます。 

一時ケア、ショートステイをご

利用される皆様に安心してお

過ごし頂けますよう、尽力して

参ります。 

よろしくお願い致します。 

 

3 月から日中活動（作１）でお世

話になります佐藤裕美です。 

色々相談させて頂きながら、仕事

を覚え、頑張りたいと思います。 

ご指導の程、宜しくお願い致しま

す。 



どどんんととここいい・・みみななみみのの余余暇暇活活動動支支援援事事業業  ‘‘１１８８  ｉｉｎｎ  ＳＳｕｕｍｍｍｍｅｅｒｒ！！  

～～どどんんとと  SSuummmmeerr  PPrroojjeecctt～～夏夏だだ！！ププーールルだだ！！ＢＢＢＢＱＱだだ！！      

待ちに待った夏休み♪長いようであっという間の夏休み・・・クーラーの効いた部屋でゴロゴロしているなんてもった

いないですね！夏の思い出にどんとこい・みなみの企画に参加してみませんか （＾＾）！？  

どんとこい・みなみでは、プール・ＢＢＱ 合計７回の余暇活動を実施いたします。 

さあ！厳しい暑さを吹き飛ばしましょう！ たくさんのご応募、お待ちしております！！ 

 

プログラム：『プールで泳ごう！』                プログラム：『ＢＢＱをしよう！』 

＊対象：身体・知的に障がいのある、3歳～高校生の方    ＊対象：身体・知的に障がいのある小～成人の方 

＊場所： 中村公園プール（雨天時：清水ヶ丘プール）     ＊場所：ソレイユの丘（小雨決行 荒天中止） 

＊費用： おひとり５００円                       ＊費用：おひとり２０００円（別途お土産代） 

（食事代は参加費に含まれております。）             （食事代は参加費に含まれております。） 

 

＊日程: ①～④                            ＊日程: ⑤～⑦ 

①７月２６日（木）           ③８月６日（月）        ⑤７月２２日（日）  

②８月３日（金）            ④８月２１日（火）       ⑥８月２６日（日） 

                                       ⑦９月１日（土）  

                                                    

全４回                                  全３回 

時間：１０：００～１４：００                        時間：１０：００～１６：００ 

 

  

注１）対象はどんとこい・みなみに登録のある方とさせていただきます。        

注２）定員は、一企画につき４、５名程度です。 

注３）活動報告書作成のため、余暇活動中に写真を撮らせていただきます。報告書は、どんとこい・みなみの喫茶店

に掲示させていただき、また同報告書は参加された方にお送りする予定です。撮影を希望されない方、他参加

者に報告書をお渡しすることに抵抗のある方は、遠慮なくお申し付けください。 

注４） プール会場（※雨天時のみ）・ＢＢＱ会場へは、車両を利用しての外出を予定しています。「体力上配慮が必

要」な方・主治医から「車椅子の乗車制限」等を受けている方のお申し込みはご相談ください。 

注５） 食事代は参加費に含まれております。飲み物は持参(水筒やペットボトル)とさせていただきます。   

お申し込みは、下記「参加申込書」をファックス又は郵送にて送付ください。 

 

お申し込み期限 ： ２０１８年６月２２日（金） 必着 

抽選の結果 ： ２０１８年７月２日（月）までに「当選した方のみ」のご連絡とさせていただきます。 

＜余暇支援活動事業 参加申込書＞ （ＦＡＸ ０４５－２６４－２９６６）                      

参加者氏名 
 

所属（学校・通所先） 
 

住所 〒 

電話番号  

希望日①～⑦ 第１希望（   ）  第２希望（   ）  第３希望（   ） 

備  考  

ご不明な点は「どんとこい余暇担当スタッフ（香月・高塚・山内）までお問い合わせ下さい。 


