
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  ‘‘００９９  ＥＥａａｒｒｌｌｙｙ  ＳＳｐｐｒｒｉｉｎｎｇｇ！！  

 ２００８年も残すところあとわずかとなりました。 

皆様方にとって２００８年はどのような年になりましたか？ 

これから迎える２００９年が、どうかお一人お一人にとって良き一年となりますように☆ 

 ２００９年、どんとこい・みなみは皆さまからの元気を頂き、さらに元気いっぱい 

に様々な取り組みを行っていきたいと思っています。 

皆さまからのたくさんのご応募お待ちしています♪ 

No プログラム 日時 場所 対象 

 

費用 

 

 ① エプソン品川 

アクアミュージアムへ行こう！ 

 １月１０日（土） 

９：３０～１６：００ 
品川周辺 

身体に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

② 
一足早い春を満喫！ 

いちご狩りに行こう 

１月２４日（土） 

９：００～１５：３０ 
三崎方面 

知的に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

③   パン作りをしよう！ 
２月１５日（日） 

１０：００～１４：００ 

どんとこい 

みなみ 

知的に障がいのある 

小・中学生 
￥１，０００ 

④ 上野動物園探検隊！ 
３月７日（土） 

９：００～１５：３０ 
上野方面 

知的に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

 

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） ②→車両、①④→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」な方や、 

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３） ③→神奈川県高校生ボランティアセンター「ｆｒｉｅｎｄｓ」の企画で行います。 

この企画では８名の参加者を募り、実施させていただきます。 

注４）  プログラム実施人数はいずれも最大４名まで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 ： ２００８年１２月１５日（月）１３：００必着 

抽選の結果 ：    ２００８年１２月２０日（土）までに「当選した方のみ」郵送でのご連絡 

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（学校名等） 
 

住  所 〒    － 

電話番号  

希望コース  

備  考  

  

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

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。運動会の季節も過ぎ、もう次の年の足音が聞こえてきそうな季節になってきました。   

   どんとこいみなみの余暇活動では、この１０月「食欲の秋」をテーマに「手作りうどんをうってみよう！！」と題 

しまして、みんなで力を合わせて手作りうどんを打ってみました。 

みんなの奮闘振りをご報告します！ 

 

 

 

 

 

 

 

今回参加してくれたのは小・中学生の男の子 4 人。どんとこいのお隣の地区センターにて、うどんうちに挑戦 

しました。うどんを寝かせているあいまでかきあげを買いに行き、豪華なうどんにみんな満腹の楽しい 

一日となりました。 

 

どんとこい・みなみ広報誌
こうほうし

    ２００８年１１月発行
はっこう

 

発行：どんとこい・みなみ 

〒２３２－００３３ 横浜市南区中村町４－２７０－３ 

℡ ０４５－２６４－２８６６ FAX ０４５－２６４－２９６６ 

URL http://www.y-kyousei.or.jp/dontokoi/ 

 

≪どんとこい・みなみ余暇活動報告≫ 



＜原田です＞♫ 更けゆく秋の夜、旅の空の～♪この季節、侘しくて肌寒くて好きになれません。そもそも私は、若

い時分から寒いのが苦手です。晩秋から春一番が吹く頃までは、頭天辺から足の先まで（心も）悴んでしまいます。

特に手足がとても冷たくなります。暖かい所で温々していたいのですが、そういう訳にもいかないので、動揺や唱

歌（秋から春にかけての良い曲が沢山在ります。もちろん、夏の曲も良いのがあります。）を口遊みつつ（歌謡曲、

ジャズ、ポピュラーソング、歌曲何でも）寒さを凌ぎ、寒風を遣り過ごし、何とか毎年、生き延びてきました。そ

れと寒がりなのに猫舌なので熱い物が食べられません。余談ですが以前から疑問があります。鍋や汁など熱い物は

熱いうちに食べなければ美味しくないと云う人が多々いますが、フーフー吹いて食べるくらい熱いのに味が判るの

でしょうか？趣味を紹介すると限りないのでこれ位で・・。これからもみなさんに煙たがられながらでも働いてい

かなければと思っています。寒がりで音楽好きで謙虚な原田です。 

＜竹内です＞  「どんとこい・みなみ」にお世話になって四年目になりました運転手の竹内です。送迎の運転手

ですが、本職以外にもいろいろな業務をやらさてもらっているので、私自身は「庶務２のパート」だと思って日々

頑張っているところです。さて、開所から四年目にはっているわけですが、立ち上げの頃は職員の皆さんが毎日遅

くまで残って頑張っていられたのを昨日のことのように思いだします。その甲斐があって今日があるのではないか

と思います。「どんとこい・みなみ」の歴史はここで働くみなさんが作ります。皆で協力し、すばらしい組織風土

を持つ地域活動ホームを作っていきましょう。 

＜森泉です＞ 私はどんとこい・みなみに朝・夕の送迎運転としてお世話になってから早いもので 3 年近くになり

ます。始めの頃は、利用者さんの性格がわかりませんので戸惑うこともありました。当初はあまり日中活動に参加

することがありませんでしたが、現在は各作業室に出入りするようになり、一人ひとりの性格が若干わかるように

なりました。利用者さんの性格を知りそして対応していくように心掛けています。私の趣味としては、現在、民謡

そしてカラオケ等、下手な横好きですががんばっております。 

手をつなぐ人々

の「ちょこっと

話」をつなグン。

≪どんとこい・みなみ 今年の余暇支援活動はこんなふう♪≫ 

どんとこいではご登録頂いている方を対象に余暇活動支援を行っております。 

皆さんの余暇の時間を充実して過ごしていただけるよう活動を考えております。 

春夏秋冬、四季を感じられるような時間を・・・と昨年度は以下のような企画を行ってきました。        送迎を担当されるスタッフです。（送迎のみならず・・あちこち担当されてます） 

 

春：初詣、フルーツ狩り 

夏：プール、バーベキュー 

秋：秋の味覚狩り 

冬：クリスマスディナー、クリスマスクッキング 

他にも、横浜クルージング、動物園や水族館、中華街散歩などへ行ってまいりました。 

一緒に充実した余暇活動を見つけていきたいな、と考えています。 

皆さんと一緒にすごせる時間を楽しみにしています。 

ご案内はこちらの「みなくる～」に掲載させていただいております。 

みなさんのご応募お待ちしております。 

 

                     
 
 

 

 

 

地域ケアプラザ障害児余暇支援事業について (４コマあります) 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

昨年度の南区地域生活支援会議で、障害児者の余暇支援を検討する分科会が設置された際には、恥ずかし

い事ではありますが、私自身、前年までの医務薬務担当から地域福祉に担当替えとなったばかりで、各地域

ケアプラザが行っていた障害児向け事業の実施状況のほか、障害者福祉制度自体についても把握できていな

い状況の中からスタートしました。 

まず、現状の把握から始めていこうと思い立ったのは、「障害児者の余暇支援事業に対するニーズは高い」

と多くの人達が感じているにも関わらず、どのようなサービス（種類）が南区内でどれだけ（量）実施され

ているのか、そもそも対象となる障害児者がどの程度いるのか、など区内の全体像がはっきりしないという

事からでした。 

このため、まず区福祉保健センターで確認できる情報の収集と、生活支援会議に参加している施設や機関

等に向けたアンケートの実施を余暇支援検討グループで行いました。 

アンケートの結果から、地域作業所などでは余暇支援事業という位置付けではなく、外出事業が行われて

いることがわかったものの、学齢障害児については資源そのものがほとんどないこと、また、全体を通じて

高齢者福祉と比較した場合、地域（食事会・ミニデイサービスなどのインフォーマルサービス、民生委員や

保健活動推進員、健診サポーターなど）との連携も少ないことなどがわかりました。 

一方で、ボランティア向け講師の派遣や場所の提供などが可能と回答された施設や機関なども 

あり、コラボレーションによって何らかの事業ができそうに感じる内容でした。 

～現状把握から見えてきたもの～ 

前号（中村小校長先生でした）から「あいさつは心と心をつなぐバトンなんだよ」という素

敵なメッセージと共ににバトンタッチされた私は、しゃぼん玉に映る子供達の笑顔について

記したいと思います。 

9 月の下旬に中村地区の各施設を会場として、レインボーフェスタが開催されました。その

ことがキッカケとなり、中村特別支援学校のお友達がしゃぼん玉交流に来てくれました。 

年長組の子どもたち 16 人は大張りきりで沢山のしゃぼん玉を作っては飛ばし、作っては飛

ばし、喜んでもらいたい一心で、園庭一杯にしゃぼん玉を広げました。大小のしゃぼん玉に

は、青空と子ども達の笑顔が映り、きらきら輝いていました。5 歳の子ども達ではあります

が、人の喜ぶ事をけなげに一生懸命することがとても嬉しいことだということを感じた 

ようです。「人が喜ぶことをしてあげる」この思いをバトンのように繋げていけたら 

人はもっともっと優しい人間関係を築いていけると思いますが、いかがでしょう？ 

（小澤多津子） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  

 

 

 

 

事業を組織的に進めていくにあたって、障害学習会の企画・実施については、特別支援学校や療育センター、

障害者支援センターに講師をお願いするとともに、泉の会の保護者の皆さんにも自らの経験を語っていただ

きました。また、ボランティア向けに養護学校の先生から自閉症を中心とした児童への関わりをわかりやす

くまとめた資料を頂きましたし、参加児童の募集にあたって、特別支援学校に対しては、地域生活支援会議

療育・教育・福祉分科会で事業案内・チラシの配布、地域の小学校に対しては、実施前に個別支援級を訪問

して、事業案内と共に意見交換を実施しました。 

また、どんとこい・みなみ、中部地域療育センター、南区社会福祉協議会と児童・保護者の利用が多い施設

にチラシを置いていただくことで対象者に届きやすいように周知をはかるなど、数多くの工夫を行ってきた

ところです。このように、余暇支援検討グループメンバーを中心に各方面の皆さんから暖かい応援・助言を

頂くことができました。あらためて感謝申し上げます。 

19 年度中に試行実施として、2 箇所の地域ケアプラザで新規に実施することができたほか、今年度に入

っては、夏休み期間中 5 箇所の地域ケアプラザで実施するなど、20 年 11 月現在では、区内全ての地域ケ

アプラザで合計 9 回の余暇支援事業を実施し、延べ人数で 75 人（特別支援・養護学校 39 人、個別支援級

36 人、中学生 5 人含む）の児童の参加を頂きました。取り組んだ内容についても、工作教室・小学校の体

育館をお借りして遊ぶ・ピザやうどん、ホットケーキ作り・音楽体験（バンドによるミニコンサート）・児

童遊園地や臨港パークへの外出・グランドゴルフなど、各地域ケアプラザが工夫を凝らした取り組みを実施

し、例えば活動中の様子を撮影した写真と担当ボランティアからの一言などをアルバムやカード形式で保護

者にお伝えするなどきめ細かい対応を心がけ、多くの保護者の方から好評を得ることができました。これら

については、実施主体である各地域ケアプラザ地域交流コーディネーター・サブコーディネーターさん達の

努力の賜物で、参加する私たちがあまりの出来映えにびっくりする位素晴らしいものでした。また、民生委

員さんや児童委員さん、ケアプラザ登録団体の皆さんに児童の見守り以外にも、調理支援や踊りを教えて頂

くなどの協力を得ることが出来ましたし、サマーフレンドに参加した学生ボランティアが、複数の地域ケア

プラザ余暇支援事業にも参加してくれるなど始めたばかりの事業ですが、多くの方達からの支援・ 

協力を頂きながら実施することが出来たと思います。 

余暇支援検討グループでこれらの分析や意見交換を通じて、地域交流部門を持ち、一部で取り組みを既に

開始している地域ケアプラザで学齢障害児の余暇支援事業を検討できないかと考えるようになりました。た

だ、地域ケアプラザは、高齢者への支援を中心とした地域ケアシステムの中で動いてきた経緯があり、障害

児者に関する知識やノウハウが不足していることから、生活支援会議余暇支援検討グループから直接・間接

的に応援や助言を頂きながら取り組みを開始していくこととしました。 

地域ケアプラザエリアで余暇支援事業を実施するにあたっては、 

① 小規模でも区内７か所の地域ケアプラザで実施することによって、高齢者のみならず、障害を持つ児

童・保護者にとっても地域ケアプラザが身近な居場所になっていくこと、日程を重複しないように調

整して開催することで、児童・保護者がプログラムや日程の選択ができるようになること 

② 民生委員さんや児童委員さん、地域ケアプラザ登録団体など、地域ケアプラザに集う多くの地域の方

達にも参加を呼びかけ、「地域の見守り力」や「障害理解の促進」がはかられるようにすること、ま

た、みなみサマーフレンドに参加してくれる学生ボランティアに継続的な活動の場を提供すること

で、「ボランティアの育成」をはかっていくこと 

③ 災害時の特別避難場所となっている地域ケアプラザを児童・保護者に利用してもらうことで、特別避

難場所として覚えてもらうとともに、地域ケアプラザ職員も地域の障害児把握が可能に 

なることを、大きな柱（目標）として取り組みを進めていくこととしました。 

～地域ケアプラザでの余暇支援事業実施へのあゆみ～ 

＜実施に向けて～ ＜つながり・広がり  コラボする＞ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南区には個別支援級に通う児童が小学生で 172 人（公立 17 校）、中学生で 70 人（公立 8 校）と全体で

242 人にのぼります（20 年 5 月現在）。私たちが事業を実施するにあたって訪問した個別支援級はこの

中の一部ですが、小学校では療育手帳の取得が半数程度、放課後キッズクラブ・はまっこふれあいスクー

ル・学童保育に参加する児童が約 1/4 程度という聞き取り結果となっています。このほかに特別支援学校

に通う小・中・高等部の児童がいますので、全体数はさらに多いと考えられます。ちなみに平成 18 年度

末に療育手帳を持つ 18 歳未満の児童が南区は 317 人となっています。 

これからは冬休み・春休みの企画を立てていく予定ですので、地域ケアプラザとともに、より多くの

地域の児童・保護者やボランティアに参加して頂ける取り組みを進めていきたいと思っています。 

このように、地域ケアプラザ学齢障害児余暇支援事業は、地域生活支援会議から出発し、個々の施 

設や団体の持つ小さな力を集めて出来上がった事業です。また、障害児者施設・団体が持つ専門的な知識

やノウハウを地域の方々やボランティアにつなげていく活動でもあります。知的障害以外の 

障害分野や中高生向け事業への展望など、課題点もありますが、今後も皆さんとのネットワーク 

を活かしながら、この事業が南区の中で定着・成長していくことが出来ればと願っています。 

～この一歩が・・大きく育ちますようにー 

クリスマスローズ♪ 

10 月 1 日に植えかえ。 

1 月あたりに白く可憐な花

が咲くようです(*^_^*) 

当法人では、横浜市北部に多くのグループホームを運営していますが、１０月より南部地区で初めてのグ

ループホームがどんとこいのバックアップのもと運営を開始しました。名前は「一歩」（いっぽ）。 

まずは初めの一歩という意味合いと、居住の皆さんと一歩一歩、地域での生活を作ってゆきたい、との思

いからこの名前にしました。場所は磯子区下町で、どんとこいや南海から自転車で１０分位の静かな住宅

街です。現在、入居されているのは主に知的障がいがある５名の男性で、ゆっくりと自分のペースで生活

されています。皆さんと一緒に過ごして頂けるボランティアも大募集です。お気軽にご相談下さい。 

                                          担当：高木 

 

★わいわいクリスマス月間  リボンレイでオーナメントを作ろう。２００円～ 申込制 

１２月４・９・１１・１６・１８・２０・２４ １２時～１４時 電話でお申し込みください。  

ストラップなどにつけるとかわいい「ククイのつかみどり」もあります(*^_^*)  ℡３５０－８１１２

★１F 和室及び１F スペースの壁面をギャラリーとして貸出もできますのでご相談ください。 

★ 委託販売 Piece も行っております。かわいい handｍａｄｅ雑貨あります！！（担当 南海 1Ｆスタッフ）

（次ページへ） 



＜原田です＞♫ 更けゆく秋の夜、旅の空の～♪この季節、侘しくて肌寒くて好きになれません。そもそも私は、若

い時分から寒いのが苦手です。晩秋から春一番が吹く頃までは、頭天辺から足の先まで（心も）悴んでしまいます。

特に手足がとても冷たくなります。暖かい所で温々していたいのですが、そういう訳にもいかないので、動揺や唱

歌（秋から春にかけての良い曲が沢山在ります。もちろん、夏の曲も良いのがあります。）を口遊みつつ（歌謡曲、

ジャズ、ポピュラーソング、歌曲何でも）寒さを凌ぎ、寒風を遣り過ごし、何とか毎年、生き延びてきました。そ

れと寒がりなのに猫舌なので熱い物が食べられません。余談ですが以前から疑問があります。鍋や汁など熱い物は

熱いうちに食べなければ美味しくないと云う人が多々いますが、フーフー吹いて食べるくらい熱いのに味が判るの

でしょうか？趣味を紹介すると限りないのでこれ位で・・。これからもみなさんに煙たがられながらでも働いてい

かなければと思っています。寒がりで音楽好きで謙虚な原田です。 

＜竹内です＞  「どんとこい・みなみ」にお世話になって四年目になりました運転手の竹内です。送迎の運転手

ですが、本職以外にもいろいろな業務をやらさてもらっているので、私自身は「庶務２のパート」だと思って日々

頑張っているところです。さて、開所から四年目にはっているわけですが、立ち上げの頃は職員の皆さんが毎日遅

くまで残って頑張っていられたのを昨日のことのように思いだします。その甲斐があって今日があるのではないか

と思います。「どんとこい・みなみ」の歴史はここで働くみなさんが作ります。皆で協力し、すばらしい組織風土

を持つ地域活動ホームを作っていきましょう。 

＜森泉です＞ 私はどんとこい・みなみに朝・夕の送迎運転としてお世話になってから早いもので 3 年近くになり

ます。始めの頃は、利用者さんの性格がわかりませんので戸惑うこともありました。当初はあまり日中活動に参加

することがありませんでしたが、現在は各作業室に出入りするようになり、一人ひとりの性格が若干わかるように

なりました。利用者さんの性格を知りそして対応していくように心掛けています。私の趣味としては、現在、民謡

そしてカラオケ等、下手な横好きですががんばっております。 

手をつなぐ人々

の「ちょこっと

話」をつなグン。

≪どんとこい・みなみ 今年の余暇支援活動はこんなふう♪≫ 

どんとこいではご登録頂いている方を対象に余暇活動支援を行っております。 

皆さんの余暇の時間を充実して過ごしていただけるよう活動を考えております。 

春夏秋冬、四季を感じられるような時間を・・・と昨年度は以下のような企画を行ってきました。        送迎を担当されるスタッフです。（送迎のみならず・・あちこち担当されてます） 

 

春：初詣、フルーツ狩り 

夏：プール、バーベキュー 

秋：秋の味覚狩り 

冬：クリスマスディナー、クリスマスクッキング 

他にも、横浜クルージング、動物園や水族館、中華街散歩などへ行ってまいりました。 

一緒に充実した余暇活動を見つけていきたいな、と考えています。 

皆さんと一緒にすごせる時間を楽しみにしています。 

ご案内はこちらの「みなくる～」に掲載させていただいております。 

みなさんのご応募お待ちしております。 

 

                     
 
 

 

 

 

地域ケアプラザ障害児余暇支援事業について (４コマあります) 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

昨年度の南区地域生活支援会議で、障害児者の余暇支援を検討する分科会が設置された際には、恥ずかし

い事ではありますが、私自身、前年までの医務薬務担当から地域福祉に担当替えとなったばかりで、各地域

ケアプラザが行っていた障害児向け事業の実施状況のほか、障害者福祉制度自体についても把握できていな

い状況の中からスタートしました。 

まず、現状の把握から始めていこうと思い立ったのは、「障害児者の余暇支援事業に対するニーズは高い」

と多くの人達が感じているにも関わらず、どのようなサービス（種類）が南区内でどれだけ（量）実施され

ているのか、そもそも対象となる障害児者がどの程度いるのか、など区内の全体像がはっきりしないという

事からでした。 

このため、まず区福祉保健センターで確認できる情報の収集と、生活支援会議に参加している施設や機関

等に向けたアンケートの実施を余暇支援検討グループで行いました。 

アンケートの結果から、地域作業所などでは余暇支援事業という位置付けではなく、外出事業が行われて

いることがわかったものの、学齢障害児については資源そのものがほとんどないこと、また、全体を通じて

高齢者福祉と比較した場合、地域（食事会・ミニデイサービスなどのインフォーマルサービス、民生委員や

保健活動推進員、健診サポーターなど）との連携も少ないことなどがわかりました。 

一方で、ボランティア向け講師の派遣や場所の提供などが可能と回答された施設や機関なども 

あり、コラボレーションによって何らかの事業ができそうに感じる内容でした。 

～現状把握から見えてきたもの～ 

前号（中村小校長先生でした）から「あいさつは心と心をつなぐバトンなんだよ」という素

敵なメッセージと共ににバトンタッチされた私は、しゃぼん玉に映る子供達の笑顔について

記したいと思います。 

9 月の下旬に中村地区の各施設を会場として、レインボーフェスタが開催されました。その

ことがキッカケとなり、中村特別支援学校のお友達がしゃぼん玉交流に来てくれました。 

年長組の子どもたち 16 人は大張りきりで沢山のしゃぼん玉を作っては飛ばし、作っては飛

ばし、喜んでもらいたい一心で、園庭一杯にしゃぼん玉を広げました。大小のしゃぼん玉に

は、青空と子ども達の笑顔が映り、きらきら輝いていました。5 歳の子ども達ではあります

が、人の喜ぶ事をけなげに一生懸命することがとても嬉しいことだということを感じた 

ようです。「人が喜ぶことをしてあげる」この思いをバトンのように繋げていけたら 

人はもっともっと優しい人間関係を築いていけると思いますが、いかがでしょう？ 

（小澤多津子） 



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  ‘‘００９９  ＥＥａａｒｒｌｌｙｙ  ＳＳｐｐｒｒｉｉｎｎｇｇ！！  

 ２００８年も残すところあとわずかとなりました。 

皆様方にとって２００８年はどのような年になりましたか？ 

これから迎える２００９年が、どうかお一人お一人にとって良き一年となりますように☆ 

 ２００９年、どんとこい・みなみは皆さまからの元気を頂き、さらに元気いっぱい 

に様々な取り組みを行っていきたいと思っています。 

皆さまからのたくさんのご応募お待ちしています♪ 

No プログラム 日時 場所 対象 

 

費用 

 

 ① エプソン品川 

アクアミュージアムへ行こう！ 

 １月１０日（土） 

９：３０～１６：００ 
品川周辺 

身体に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

② 
一足早い春を満喫！ 

いちご狩りに行こう 

１月２４日（土） 

９：００～１５：３０ 
三崎方面 

知的に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

③   パン作りをしよう！ 
２月１５日（日） 

１０：００～１４：００ 

どんとこい 

みなみ 

知的に障がいのある 

小・中学生 
￥１，０００ 

④ 上野動物園探検隊！ 
３月７日（土） 

９：００～１５：３０ 
上野方面 

知的に障がいのある 

高校生以上の方 
￥２，０００ 

 

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） ②→車両、①④→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」な方や、 

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３） ③→神奈川県高校生ボランティアセンター「ｆｒｉｅｎｄｓ」の企画で行います。 

この企画では８名の参加者を募り、実施させていただきます。 

注４）  プログラム実施人数はいずれも最大４名まで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 ： ２００８年１２月１５日（月）１３：００必着 

抽選の結果 ：    ２００８年１２月２０日（土）までに「当選した方のみ」郵送でのご連絡 

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（学校名等） 
 

住  所 〒    － 

電話番号  

希望コース  

備  考  

  

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

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。運動会の季節も過ぎ、もう次の年の足音が聞こえてきそうな季節になってきました。   

   どんとこいみなみの余暇活動では、この１０月「食欲の秋」をテーマに「手作りうどんをうってみよう！！」と題 

しまして、みんなで力を合わせて手作りうどんを打ってみました。 

みんなの奮闘振りをご報告します！ 

 

 

 

 

 

 

 

今回参加してくれたのは小・中学生の男の子 4 人。どんとこいのお隣の地区センターにて、うどんうちに挑戦 

しました。うどんを寝かせているあいまでかきあげを買いに行き、豪華なうどんにみんな満腹の楽しい 

一日となりました。 

 

どんとこい・みなみ広報誌
こうほうし

    ２００８年１１月発行
はっこう
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≪どんとこい・みなみ余暇活動報告≫ 


