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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
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平成 29 年度の活動を『事業概要』にまとめ、現状を分析、評価し今後すべき事を具体的に整理します。
基幹相談支援センターは横浜市相談支援体制の中核として区域の計画相談事業所始め他機関との連絡を密にします。個別
支援の要として〝分かりやすく、使いやすい〟を合言葉に自立生活アシスタントや後見的支援事業とも適宜連携して、専
門性と総合力をもって支援に臨みます。市内でも立ち遅れている障害児相談にも力を注ぎ、相談室『はぐどん』を継続し
て開催します。自立支援協議会では顔が見えている〝だけ〟の関係から本当の意味での協働へと深化させ、インフォーマ
ル資源まで含めた地域力の結集と底上げを図ります。
日中活動では個別支援計画の中で特に社会参加と地域貢献を謳い、パンの出張販売を中心にさらに活動の場を地域へと拡
げて行きます。ご利用者の更なる生きがいと働きがいにつなげられるようその売り上げの一部還元を継続します。計画的
な引き継ぎやＯＪＴを重要視し職員個々のスキルアップと平準化を図ります。
生活支援と相談支援を一体的に動かし個々の世帯状況の把握に努め、それを最大限考慮した受け入れを行います。隣接区
の他法人地活とのネットワークを強め、緊急時の即応体制を強固にします。医療的ケアの必要な重症心身障害の方には、
喀痰吸引研修への職員派遣を進める一方で、より安全で安定した体制を整えます。
みなみっこルームは障害の有無に関わらず利用でき、子育て支援の相談窓口としても機能させます。
『おしゃべりたいむ』
等企画を通して子育て中の親子同士が知り合い、支え合い、育ち合う機会を提供します。子育て上の経験をアドバイスと
して語り合う『輪ハッはのお話し会』を継続開催します。
地域交流事業においても地域との協働を深め、地域のみなさまにも〝あってよかった〟と感じて頂けるよう、パンを市役
所、区役所の他、小学校のキッズクラブや看護学校、町内会のお祭り等に積極的に提供します。特に 13 回目を迎えるレ
インボーフェスタは、本当の意味で〝地域のお祭り〟となるよう尽力します。
南区障害児者団体連絡会やみなみサマーフレンド運営委員会への参加を通じて、当事者とご家族の〝あったらいいな〟の
声を聴く機会を大事にし、そして、協働します。『こどもダイニング』の定期開催を継続し、地域住民のみなさまの協力
も仰ぎつつ、地域福祉への関心が高まるような企画を取り入れ、様々な局面で障害福祉や一事業所一法人の枠を超えた時
代に相応しいより強く、継続性のある〝地域活性化〟を目指します。
一つに集約され厚みを増す事になる放課後等デイサービスは、学校、家庭ともちがう第三の場として、あくまでも個別支
援計画に力を注ぎ、子どもたちの成長、発達を支援します。生活支援事業とはそれぞれの事業の意義を互いに意識しなが
ら職員同士もスキルを高め合えるよう、より関係を密にしていきます。
グループホーム５ヶ所と地域活動支援センター作業所型２ヶ所を〝安心して住み続けられ、その人らしく活動できる場で
あるために〟バックアップします。ガッツびーと西との協力体制はもちろん、世話人を中心とした効果的な支援チームを
形成する一方で、バックアップに費やされる負担を削減する方法を検討します。
これらの方向性を組織的に進めていくために適切な予算配分に基づく適材適所な人材配置を行う他、委員会等を通して業
務効率化や安全管理、職員育成はもちろんその労働環境改善も図り、組織が円滑に動くように努めます。人材発掘ではイ
ンターンシップや大学、専門学校の実習生の受け入れを積極的に行っていきます。

地域生活支援センター

な

み

地域生活支援センター南海は、これまで共進中学校の横にありましたが、4 月より、へいへいほーの横に移転し
ました。また、今までの南海で行なっていた放課後等デイサービス「キッズサポート★どんと」は 3 月末で事業を
終え、「キッズサポート☆きらら（南区睦町 1－8－1）
」のみとなりました。
新しい南海をご紹介していきます！！
地域生活支援センター南海とは・・・ 以下の事業をおこなっています。
★南区基幹相談支援センター（どんとこい・みなみでの南区基幹相談支援センターの分室で、相談員がいます）
★自立生活アシスタント
★横浜市障害者後見的支援制度 さぽーと・なみ
★グループホーム運営
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！

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！

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。

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階には相談員とグループホーム職員の事務所の部屋もあります！今まではワンフロアに全事業の事務所がありま
したが、新南海は部署ごとに部屋が分かれるようになりました。へいへいほーにもどんとこい・みなみにも近くな
りましたよ！
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地域生活支援センター南海
〒232-0033

南区中村町 4-283-10

【電話番号】

代表
ＦＡＸ
相談・自アシ直通
後見的支援直通

０４５－３５０－８１１２
０４５－３５０－８１１４
０４５－３４８－９０３７
０４５－３４８－９０３５

毎年恒例！！
年度が新しくなった 4 月！どんとこい・みなみにも新しい職員が仲間入りしました。新しく常勤職員として働く
ことになった職員 3 名を紹介します。

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。

写真左から、若林良祐さん、若林和也さん、佐藤裕美さんです！

（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）

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。

イベントなどなど・・・、何でもお知らせ

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。

～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

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
045－350－8112

担当：村山

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

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。

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）
な

み

みんなの“たまりば”南海
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

どんとこい・みなみの余暇活動支援事業 ‘１８ ｉｎ Ｓｕｍｍｅｒ！
～どんと Summer Project～夏だ！プールだ！ＢＢＱ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
住所

所属（学校・通所先）
〒

電話番号
希望日①～⑦
備

第１希望（

）

第２希望（

）

第３希望（

）

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。

