御寄付をありがとうございました！！

2018 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
・移送ボランティア車窓の会様 ・生きごみクラブ様 ・手作りおもちゃの会様 ・社会福祉法
人明星会様 ・一般社団法人福祉の音色 織音様 ・富田房江様 ・大木和子様 ・野田和江様
・中山勝様 ・糸島厚子様 ・上倉富子様 ・佐藤ミツ子様 ・栢本和浩様 ・穂坂高久様
・(株)レインボー様 ・
（株）田村商会様
・
（株）オートプラザ小田原様 ・（有）森木材様
・(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 ・(有)田企画設計事務所様 ・
（株）小田原ジムキ様 ・
（有）山聖様
・ほがらか子供会様 ・牧島二平商店様 ・心光寺清水道隆様 ・小田原 足柄地域連合様
・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 ・豊嶋輝慶様 ・石川豊江様 ・村山久美江様
・泰田幸枝様 ・安田様 ・小杉純孝様 ・橋山きみ子様 ・寺沢多規子様 ・川崎浩子様
・堀美佐様 ・富田卓司様 ・髙橋直美様 ・杉山幸雄様 ・香川隆彦様 ・高田直子様
・栗田勇様 ・ありんこホーム家族会様
・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

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。
今後の予定
４月 2７日(土) メーデー
※4~5 月の大型連休につきまし
ては現在対応を検討中です。

賛助会員募集！

編集後記
平成も残すところ１か月となり、この
４月号が発行される時には、新元号も発表
されていることと思います。戦争が無い時
代、平成の終り。新しい時代も平和であっ
てほしいと願います。ありんこも新しい年
度が始まりました。夏に向け新たな事業所
の準備に忙しい毎日です。今後も充実した
事業所運営を目指してまいります。
今年度も皆様の御協力をお願い致します。

第２８７号
平成 31 年 4 月 1 日発行

ありんこだより

発行 NPO 法人「おだわら虹の会」
〒250－0874 小田原市鴨宮 328
℡/Fax0465－48－8269

新年度に向けて

理事長 髙橋 直美

平成が終り、新しい時代をむかえます。平成の虹
の会は地域型の事業所として、仲間とともに触れ合
うことの喜び、地域の人たちとのふれあいの中から
生活領域を拡げてほしい、共生社会の実現を願い活
動してきました。事業所の運営も過渡期で、転換期
に来ていますが、今までの実績をさらにグレードア
ップし、新たな視点と方法で活動を展開して、前進
していきたいと思います。
本法人の大きな課題であります（親なきあとの問
題・老障介護）を踏まえ、居住支援のグループホー
ム２号館（男性５名・女性５名）を９月１日に開所予定です 地域の中でたくましく幸せ
に生活してほしいと願っています。
魅力的で、活力ある事業所を目指し、利用者達の工賃向上に向けて、ネットワークを活
用して、地域に根差した豊かなくらし、安心して暮らせる社会をみんなで作っていきたい
と思います。今後力を入れていきたい作業として以下に記します。
・自主製品関係 （廃油石けん・各種ジャム）
・・・・ジャム工房
・施設外就労
(企業との連携・農業と福祉との連係 )

おだわら虹の会の理念
1、 障害を持った人たちの 命とねがいを大切に、社会への参加と豊かな暮らしをめざす
2、 誰でもが安心してくらせる地域をつくるため、たくさんの築きを広げる
3、 豊かな笑顔と人間性を育み、関係者の創意を活かすと共に、社会から信頼される運営を
目指す

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 郵便局 通常貯金
記号

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 Fax0465－20－5477
第 2 ありんこホーム （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

前回の「ありんこだより」第２８６号でお知らせしたグル
ープホーム第２弾の続報をお知らせします。
まず今後の予定としては、４月２０日頃に上棟式を行い、
その後木工事（造作）
、電気設備工事、給排水工事等を経て、
８月中旬には建物が完成。８月末には入居者が引っ越しを完
了し、９月にはオープンする予定です。
このグループホームでは、現行のグループホーム「すまい
る」で学んだ経験を糧に入居者一人ひとりが主体となり、そ
れぞれの個性を尊重し、日々穏やかな生活が送れ、地域の皆様に親しみ、信頼されるグル
ープホームを目指していきます。

.

ありんこ最大のイベント 一泊研修旅行を開催！！
～世界遺産 日光へ～

3 月 7 日（木）
・8 日（金）に県の福祉バス（ともしび号）
を利用し日光方面へ一泊研修旅行に行ってきました。参加
は、利用者、ご家族、ボランティアさん、支援員の総勢 55
名でした。
1 日目の日光江戸村では、アトラクションを観たり、江
戸の街並みを見学したり、楽しい時間を過ごすことができ
ました。宿泊先の鬼怒
川のホテルでは、年度末の「納め会」を行い、カラオケ
でとても盛り上がりました。
2 日目は、朝から雪が降っていましたが、その後晴れ
ひと安心、たまり醤油に漬け込んだお漬物のろばた漬け
のお店で、お土産を買いました。それからいろは坂を通
り華厳の滝に行き見
学したり、中禅寺湖畔
で昼食をとりました。
盛り上ったカラオケ大会
最後に縁結びのご利益でも知ら
れる日光二荒山神社へ行き、
みん
なでお参りしてきました。
利用者からは、
「華厳の滝がき
れいで感動した」
「お刺身やゆば
髙橋理事長(左)も自慢の喉を披露
がおいしかった」
「納め会での
カラオケが楽しかった」などの感想がありました。
ご協力頂いたご家族、ボランティアさん、地域の方々に心より感
謝し、お礼申し上げます。
雄大な華厳の滝をバックにありんこの美男美女⁉

日光江戸村 江戸の町並みをバックに、参加者全員で記念撮影

ふれあい交流会に
参加しました♪
２月２０日、川東タウンセンター「マロニエ」で
開催された、西湘地区障害者地域作業所連絡会の交
流事業のふれあい交流会に参加しました。
午前中は小田原市のスポーツ課によるニュース
ポーツの紹介があり、エアロビクスとボッチャで沢
山体を動かしました。珍しいスポーツに、利用者さ
んたちも一生懸命取り組んでいました。勝負に勝っ
たときは飛び上がり喜んでいました。
午後は各事業所の発表会でした。ありんこホー
ムでは lino ありんこが創作手話ダンスで花は咲
く、ラハイナルナ、ヤングマンの３曲を発表しま
した。
ヤングマンでは他の作業所の方もポンポンを持
って参加し、大変盛り上がりました。
lino ありんこの全員が、
キラキラ輝くいっぱいの
笑顔で元気よく発表していました。

第１５回 ワクワクのりのりコンサート
３月１７日（日）小田原市生涯学習センター けやき 2 階 大ホール
障がい者が楽しみながら交流を持てる場を作ろうと始めて今年で１５回目を迎えたこの
催し。
今年は日産車体ベイシルバージャズオーケストラをお迎えしました。結成してもうすぐ
半世紀、平均年齢も還暦に近い？息の長～いベテランバンドです！ ワクのりコンサートは
３回目の出演だったそうです。障がい者も楽しめるプログラムを用意してくれました。い
ちばんぼしは手話のパフォーマンス、みつばちマヤマヤはこのコンサートではお馴染みの
グループです。今年も県西地域からたくさんの人が集まり、楽しいコンサートになりまし
た。

