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9月 21日（土） 10:00～14:30 
会場 中村地区センター、どんとこい・みなみ、中村小学校、 

中村特別支援学校、中村ウォータープラザ 

 

 

9 月15 日（日）  『パンケーキをつくろう！』 場所：パーソルサンクス 

9 月16 日（月・祝）『映画上映 ピーターラビット』 場所：中村地区センター 10:00～11:45 

9 月18 日（水）  『名曲喫茶（レコードを体感する）』 場所：中村地区センター 13:00～16:00 

9 月20 日（金）  『ウェルカム授業』 場所：中村特別支援学校 午前中 

※事前申込みが必要となります。各開催場所にお問い合わせください。 

 

≪ 共 催 ≫ 

中村地区センター／中村地域ケアプラザ／清明の郷／はぐはぐの樹／浦舟地域ケアプラザ／しろばら保育園 

中央浩生館／へいへいほー／南区社会福祉協議会／ハートフルみなみ／南スポーツセンター 

パーソルサンクスよこはま夢工房／どんとこい・みなみ／みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ／こそあどぐるん 

リバーサイドフェニックス／中村小キッズクラブ／中村ウォータープラザ／中村小学校・中村特別支援学校 PTA 

 

 レインボーフェスタ・みなみとは、中村地区センター、どんとこい・みなみ、中村小学校、中村特別支援

学校、ウォータープラザを会場にして行われるお祭りです。いろいろな出し物（中華獅子舞、和太鼓演奏な

どなど）や、いろいろな食べ物（カレー、フランクフルト、ハンバーガー、大判焼きなどなど）、そしてゆる

キャラ達（去年来なかったみなっちも来るかも！？）まで！また、レインボーフェスタの前の期間で、「レイ

ンボーウィーク」として参加団体によるイベントが開催されます。 

ぜひ遊びに来て下さい！！ 

今今年年ももややりりまますす！！！！  

～第 14回～ 

ここちちららもも今今年年ももややりりまますす！！！！  



みなみ 

どどんんととここいい・・みみななみみ  イイベベンントト報報告告  
 

 

 

 

 

 

 

「みなみサマーフレンド」とは、学校が夏休みの期間、障がいのある子どもたちが家族以外の仲間と出会い、

さまざまな経験をし、楽しくすごせるよう支援する事業です。学齢障がい児余暇支援運営委員会にどんとこ

い・みなみも参加しており、泉の会、輪ハッはの会、南区社会福祉協議会、学校、療育センター、障害者支援

センターなどの方と共に準備をしてきました。みなみサマーフレンドの特徴は、地域や学生などの多くのボラ

ンティアがかかわりを持つ点です。学校関係等の専門スタッフの協力のもとに、ボランティアとの出会いを通

し、子どもとボランティアが共に成長することを目的としています。対象は、南区と磯子区在住の学齢期のお

子さんです。 

 

今年のサマーフレンドのスケジュール 

会場は、どんとこい・みなみ、南区社会福祉協議会、中村地区センターでおこないました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・と、いうことで、そんなみなみサマーフレンド（通称 サマフレ）の 8月 2日と 3日を取材してきま

した！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サマーフレンド 

7月 20日（土） 

13:30～15:00 参加者とボランティアさんの顔合わせ交流会（レクリエーション、茶話会） 

8月 2日（金） 

13:00～16:30 サマフレ 1日目（身体障がいの学齢児対象）アロマストーン作り・音楽プログラム 

8月 3日（土） 

13:00～16:30 サマフレ 2日目（障がいのある学齢児対象） パン作り・運動会 

  13:45～15:45 保護者プログラム 

       映画「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」の製作に携わった上菅田特別支援学校の俵山政人先生をゲストにお招きし、 

在宅ボランティア当時の話や映画にまつわる話の講演。 

8月 17日（土） 

17:00～19:00 サマフレ 3日目（障がいのある学齢児とその家族対象） 家族プログラム（夏祭り） 

 
 

 

 

 

アロマストーンを作ろう！ おんがくあそび～がっきであそぼう～ 

2 日の参加者は 8 名。前半は、西区にあるガッツび～と西で作成しているアロマス

トーンを、通所している方を講師としてお呼びし、みんなで作りました！後半はどん

とこいの音楽療法士による音楽プログラムにゆるキャラみなっち＆トモニーも参加

し、みんなでワイワイと音楽を楽しみました♪ 

上の写真がガッツび～と

で商品になっているアロ

マストーンです！石膏に

色を付けてまぜ、その後

好きな型に流して固め

て、最後に好きなアロマ

を付けて完成。参加者が

各々ボランティアさんと

色や型を選んでました。

「ま～ぜまぜ」コールも

して盛り上がってました

よ～！ 

たくさんの楽器を使って

音楽をしました♪ボラン

ティアさんが多めだった

のでとても盛り上げてく

れていましたよ。みなっ

ちとトモニーが部屋に来

るとさらに大盛り上が

り！参加者もボランティ

アさんもみんなが笑顔に

なる瞬間がたくさんあり

ました！！ 

音楽活動の最後は、好

きな楽器を持ってみ

んなで集合写真をパ

シャリ！ 

 



イベントなどなど・・・、何でもお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                        

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

～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？ 

 

対象：乳幼児から思春期くらいまでのお子さんとその家族 

日時：9／11（水）、11／6（水）、11／20（水） 

10:30～12:00（時間内、いつ来ていつ帰っても大丈夫です） 

場所：どんとこい・みなみ地域交流室（正面玄関入ってすぐ左）にて。 

 

10 月にはぐどん特別企画を予定しています！詳細決まりましたらど

んとこい・みなみのホームページに載せますのでご覧ください。 

 

問合せ：どんとこい・みなみ（担当：飯高、佐野） 

こどもダイニング 

 

日時：8／23（金）、9／27（金）、 

10／25（金）、11／22（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：どんとこい・みなみ 

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ＯＫ。 

 

日時：9／13（金）、10／11（金）、11／8（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 

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：11／9（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） 

   

   

こねこねぺったん！ パンをつくろう！！ 

令和元年サマフレピック 夏の大運動会！～みなっち＆トモニーも大はしゃぎ～ 

3日の参加者は 20名。前半はどんとこいのパンを担当している職員をリーダーに、

みんなでパンをこねこねして作りました！後半は、みなっちチームとトモニーチーム

に分かれて地区センターの体育館で大運動会をおこないました。ボランティアさんや

関係者を含めると 50名を超える大人数で、ワイワイガヤガヤ楽しみましたよ！ 

パン作りの他にも、出来上がったパンを入れる袋にデコレー

ションもしました。みんな、真剣にとりくんでいますね！ 

どんとこい・みなみの食

堂にて、たくさんの子ど

もたちとボランティアさ

んが参加してくれまし

た。 

食べ物のプログラムはみ

んな興味しんしん！！ 

パンをこねて、形を整え

て・・・。後半のプログ

ラム終わるまでに焼き上

がり、みんなおみやげで

持って帰りました～。み

んなおいしくできたか

な？？ 

玉入れ！ つなひき！！ うまい棒とりゲーム！！！ 

 

参加した全員に、各プログラムがデザインされたワッペン（左の写真）が配られました！

好きな色を一生懸命選ぶ子がいたり、ボランティアさんもうれしそうに身につけていたの

がほほえましかったです。 

今回、取材をした私、広報担当は、実は音楽療法士として 2日の後半のプログラムをし、

3日もスタッフとして準備等をするなど、初めてサマーフレンドに関わらせてもらいまし

た。普段学校や放課後デイでは味わえない、人との交流やプログラム内容だったりと、と

てもステキなイベントでした！子どもたちのよい夏休みの思い出になったのではないか

と思います！！ 



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  ‘‘１１９９  ｉｉｎｎ  ＡＡｕｕｔｔｕｕｍｍｎｎ＆＆ＷＷｉｉｎｎｎｎｔｔｅｅｒｒ！！  

今年の夏は例年よりさらに暑い日が続きましたね。皆さま、体調は崩されていませんか？ 

さて、秋冬の余暇プログラムが決定しました！スタッフ一同ご応募をお待ちしております！ 

No プログラム 日時 場所 定員 対象 費用 

① 
お台場散策 

～フジテレビへ行こう！～ 

１０月２０日（日） 

１０：００～１６：００ 

フジテレビ 

お台場周辺 
４名程度 

身体・知的に障がいの 

ある小学生以上の方 

※医療的ケア可 

小学生   \１，１００ 

中学生以上\１，６００ 

② 
癒しを求めて･･･ 

～天然温泉へ行こう～ 

１１月１６日（土） 

１０：００～１５：００ 

港北天然温泉 

ゆったりＣｏｃｏ 
４名程度 

身体・知的に障がいの 

ある高校生以上の方 

※医療的ケア可 

\２，０００ 

③ 
夜の横濱ディナー☆ 

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝを見て冬を満喫しよう！ 

１２月６日（金） 

１５：００～２０：００ 

みなとみらい 

周辺 
４名程度 

身体・知的に障がいの 

ある高校生以上の方 
\２，０００ 

④ 
クリスマスクッキング♪ 

どんとこいでパン作り体験 

１２月２１日（土） 

１０：００～１４：００ 

どんとこい 

みなみ 
４名程度 

身体・知的に障がいの 

ある小学生以上の方 

※医療的ケア可 

￥５００ 

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） 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。作成した活動報告書は、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や、

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３） ①②は車両を利用しての外出を予定しています。③は公共交通機関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４） 医療ケアが必要な方は、申込書の備考欄に医療ケアの内容・時間の明記をお願いします。なお、プログラム上、注入

時間の変更などご相談をさせていただく場合があります。 

注５） 飲み物は持参(水筒やペットボトル)、またはお金を持参していただきプログラム中の購入となります。お買いものをさ

れる方は別途料金をご持参ください。 

注６） ①②は参加費に食事代が含まれていません。食事代は別途持参していただくことになりますので、ご了承ください。 

注７） ①は参加費に観覧車乗車料金が含まれております。悪天候で観覧車に乗車できなかった場合は、お帰りの際に観

覧者乗車料金分のみ返金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。 

お申込み期限：2019年 9月 6日（金）必着 

抽選の結果 ：2019年 9月 27日（金）までに「当選した方のみ」へ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）             ご不明点は生活支援までお問い合わせください。 

参加者氏名 
 所属 

（学校・通所先） 

 

住所 〒 

電話番号  

希望日①～④ 第一希望（    ）  第二希望（    ）  第三希望（    ） 

備考  

            
  


