発行

❖楽しみにしていたイベントが全て中止に！！
昨今のニュースでも連日報道されています新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、国
からも大勢の人が集まるようなイベントは中止か延期にするようにと通達があったことに
より、３月に予定されていたイベントは次々に中止が発表されました。
ありんこホームではまず３月１２・１３日に予定されていた一大イベントの「一泊研修旅
行（兼納会）
」が中止、続いて３月６日に開催予定の県障作連西湘地区連絡協議会主催の「ふ
れあい交流会」が中止、更に３月１５日に開催予定だった「ワクワクのりのりコンサート」
も中止となり、年度末の行事を楽しみにしていた人たちをがっかりさせました。更に
３月に入ってからは、毎年ご招待いただいている白梅ライオンズクラブ様主催の「チャリテ
ィーボウリング大会」
、印刷局の「観桜会」も中止のお知らせが届きました。
依然として猛威を振るう新型コロナウィルスですが、このままでは各地のイベントが全て
中止となり、私たちの趣味や娯楽がなくなり、楽しみが奪われてしまいます。
この、ありんこだよりの編集中には東京オリンピック・パラリンピックの延期が発表され、
筆者はがっかりです。ワクチンなどの特効薬が開発され、一日も早く終息を迎え、普段の生
活に戻れることを願います。

賛助会員募集！！
賛助会費（1 年）
１）個人：1 口 2,000 円（1 口以上）

２）法人・団体：1 口 5,000 円
（1 口以上）
お気持ちのある方は各事業所まで
ご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
※ 振込先
記号

郵便局 通常貯金
１０２７０

番号 １５９３２０９１
名前

トクヒ）オダワラニジノカイ

連絡先
ありんこホーム （就労継続支援 B 型）
小田原市浜町 4－29－1
℡0465―24―5486 Fax0465－20－5486
第 2 りんこホーム （就労継続支援 B 型・生活介護）
小田原市扇町 2－31－5 扇町マンション 1 階
℡0465―35―8393 Fax0465－42－9290
第３ありんこホーム（地域活動支援センター）
小田原市鴨宮３２８ ℡/Fax0465―48―8269
ありんこホームふじみ（就労継続支援 B 型）
小田原市南鴨宮 3－6－11 ℡/Fax0465－46－9109
ありんこホームすまいる（グループホーム）
小田原市南鴨宮 1－14－27 ℡/Fax 0465－48－5503
ありんこホームあいりす・なでしこ（グループホーム）
小田原市鴨宮 522－2
℡/Fax0465－46－6427（あいりす）
℡/Fax0465－46－6438（なでしこ）
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ありんこだより

NPO 法人「おだわら虹の会」

〒250－0874 小田原市鴨宮 328
TEL/Fax 0465－48－8269

新年度あいさつ
特定非営利活動法人 おだわら虹の会
理事長 髙橋 直美
平成から令和に年号が変わり新しい時代に入っても、
おだわら虹の会は変わることなく、障害者の人達が地域
で安心して、幸せに生活出来る、地域共生社会の実現を願
いながら活動しています。
9 月には大きな課題でありました、
親と障害のある子が
高齢化し、高齢の親が障害を持つの子を介護する「老障介
護」の問題、また親亡き後の問題等をふまえ、グループホ
ーム 2 号館、3 号館をありんこホームあいりす（男子）
・ありんこホームなでしこ（女子）と
名付けて鴨宮に開所しました。
地域の中で安心して暮らしていける環境を願っていますと、地域のシルバーの方々が積極
的に支援して下さり、一つの家族のようになって、愛
情いっぱいのグループホームとなっています。ありん
こホームが永年築いてきた、「地域の中で、その人ら
しく輝く」がまた一つ実現しました。
4 か所の通所事業所も地域の中で、地域のボランテ
ィアさんはじめ関係者の方々のご協力をいただきな
がら、順調に運営ができております。
本年度も以下のように新しい目標を持って頑張っ
ていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願い申
し上げます。

【今年度の目標】
１、重度の人たちの学校卒業後の受け入れ先が無いとのことですので、ありんこの原点に
返って、検討していきたいと思います（第 2 ありんこの定員変更も含め、移転も考慮
に入れる）
２、 災害に対しての対策（防災体制の構築）
３、 地域や他の施設と連携をとって工賃の向上に向けたネットワークの活用
（農福連携など）

【私たちが大切にするもの】
（尊重）すべての人々がかけがえのない存在であることを認め合い、その尊厳を大切に
し、一人一人がその人らしく輝けるように導きます。・
（参加）一人一人が事業の担い手であると認識し、その実践と創意を大切にします。
（共同）手をつなぎ支え会うことが何よりも大切であり、大きな力となることを認識

御寄付をありがとうございました！！

７

2019 年 4 月～

(順不同)

・下府中地区民生委員児童委員協議会様 ・新玉地区民生委員児童委員協議会様
・下府中地区自治会連合会様 ・新玉地区自治会連合会様 ・富士見地区自治会連合会様
・鴨宮 5 区自治会様
・新宿自治会様
・小田原市社会福祉協議会様
・下府中地区社会福祉協議会様 ・下府中ボランティア会様 ・新玉ボランティア会様
・アリとキリギリス様
・手作りおもちゃの会様
・社会福祉法人明星会様
・中山勝様 ・上倉富子様 ・佐藤ミツ子様 ・栢本和浩様 ・穂坂高久様
・高砂美代子様 ・(株)レインボー様
・
（株）田村商会様
・
（有）森木材様
・
（株）オートプラザ小田原様
・(株)はぴふる様
・小田原鋳物研究所様
・よみうりセンター鴨宮様 ・
（有）石川紙器様 ・(株)瀬戸建設様 ・牧島二平商店様
・(有)田企画設計事務所様
・ほがらか子供会様
・心光寺清水道隆様
・小田原 足柄地域連合様
・ 一般社団法人「神奈川タクシー協会」様
・カトリック小田原教会様 ・SDA 小田原キリスト教会様 ・太極拳どんぐりの会様
・富士フィルム労働組合神奈川支部様
・小田原第一信用組合鴨宮支店様
・泰田幸枝様
・小杉純孝様
・橋山きみ子様
・寺沢多規子様 ・柳下達蔵様
・ＮＰＯ法人サポートＫＡＺＥ様 ・早川昌司様
・星崎政光様
・髙橋弘様
・髙橋直美様
・杉山幸雄様
・香川隆彦様
・高田直子様
二見智子様
・栗田勇様 ・ありんこホーム家族会様
・ありんこホーム職員親睦会様
・バザー、第 3 ありんこ販売などでつり銭を御寄付頂いた方々
※この他 一品物、古着、布製品、手作りマスク等々ご寄付いただき、バザーや市役所売
店、各事業所の売店で販売させていただきました。

利用者の幸せにつながるよう大切に使わせていただきます。

❖かわいいマスク製作中！！
中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウィルスの世界
的感染拡大により、私達の生活にも影響が出ています。デマ
による紙製品の買い占めやマスクの品薄状態が続き、社会問
題となっている中、第 3 ありんこホームではオリジナルのガ
ーゼマスクの作成を始めました。以前からありんこの自主製
品としてガーゼマスクはありましたが、その作り方を泰田幸枝さんに第 3 ありんこにお越し
いただき、一から教えていただきました。泰田さんが持って来て下さったものもありますが、
自分たちで生地を選びガーゼ・サラシ・ゴムを用意し、型をとり、縫い合わせ、ゴムをつけ
ることで１つのマスクが出来上がります。また、試行錯誤しサイズを大きくしたり、着け心
地をより良くするなど、工夫をしながら作製しています。
作製しているのは第 3 ありんこホームでボランティアをし
てくださっている佐藤ミツ子さん、事務局の菊地さん、利用者
３名の５人で作っています。マスクは 1 日に数枚しか仕上げ
ることが出来ないのですが、1 枚 1 枚丁寧に作っています。柄
は可愛らしい物や花柄、ド
ット柄（水玉）シンプルに白地の物など様々な柄を用意し
ています。
作る人数が少ないため上手く役割分担をしながら生産
効率を上げていけたらいいなと思っています。作っている
最中にも注文が入ったり売れていくのを見ると、たくさん
の人に買っていただけるように、もっと速く作れるように
なろうと思います。
（文；第 3 ありんこ利用者 遠藤真弓）

賛助会員の皆様

❖ボランティア募集 ～ホームページを作れる方へ～
2020 年 3 月現在

(順不同)

【個人会員】
・梅原マサ子様 ・堀口美千子様 ・大木和子様 ・矢吹久美子様 ・香川隆彦様
・依田朋之様 ・石川豊江様 ・ナカムラヨシコ様 ・杉本由美子様
・上倉富子様 ・佐藤ミツ子様 ・小坂礼子様 ・間中節子様 ・川崎浩子様
・和田雅代子様 ・北村厚子様 ・本間真司様 ・畑田元子様 ・高砂美代子様
・牧島琳様 ・早川範子様 ・瀬戸雅男様
匿名希望の方 2 名様
【団体会員】
・旬工房様 ・
（有）立田印刷所様 ・小田原箱根商工会議所様 ・
（株）田村商会様
・SDA 小田原キリスト教会様 ・ＮＰＯ法人重度身体障碍者と共に生きる会様
・弁護士法人 小田原三の丸法律事務所様 匿名希望 1 団体様

法人運営のため大切に使わせていただきます。

ありんこホームでは自主製品を作り、地域の方々への販売をしています。ジャム、せっけ
ん、再生紙によるはがきやしおりなど、様々な製品があり、ご好評をいただいています。
これらの商品をもっと多くの方に知っていただきたい、また、ありんこホームの活動を知
っていただきたい。そのために、ホームページを有効に活用したいと考えています。しかし、
それをできる職員が不在で、困っています。 そこで、

ホームページを作成、管理してくださるボランティアの方を募集しています。
ホームページを作成して、
（無理のない程度に）更新してくださる方、ぜひご協力ください。
方法や内容については職員と話し合いながら作っていけたらと考えています。
興味のある方はぜひご連絡ください。

連絡先……０４６５－４８－９０９５おだわら虹の会事務局・菊地まで

