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社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団長崎市障害福祉センターだより

冬号の主な内容
２～３ページ：ハートセンター文化祭の様子

4 ページ：職員紹介（作業療法士/中村 梨恵

臨床心理士/石田 薫）

新たなスタートに向けて
理事長 野田 哲男
新年明けましておめでとうございます。
令和になって初めての年明けとなりました。
今年は西暦でいうと 2020 年です。2020 と言えばやはり５６年ぶりの東京オリンピックそしてパラリン
ピックが頭に浮かびます。
パラリンピックは、近年は世界最高峰の障害者のスポーツ大会として注目を浴びるようになってきました
が、前回の東京大会の時はまだ第２回目だったため、参加国は 22 か国で選手も 567 人に過ぎず、日本選手
団は 53 人だったそうです。今回の東京大会の参加者はまだ決まっておりませんが、約 160 か国 4000 人
を超える参加者が想定されています。
この東京でのパラリンピックを契機に、障害者スポーツに対する理解が一層進むことを期待するとともに、
ハンディキャップをものともしない世界中のパラアスリートの熱く、ひたむきな戦いと日本選手の活躍を大
いに楽しみたいと思います。
さて、長崎市社会福祉事業団も、新年になって新たなスタートを切ることになります。事業団は、障害福
祉センターの管理運営の委託を長崎市から５年ごとに受けており、その期間が令和元年度までとなっており
ましたが、令和２年度からの新たな５年間の管理運営の委託を引き続き事業団が受ける予定となっておりま
す。
これまでの５年間の運営について一定の評価を受けた結果ではありますが、社会情勢や環境が目まぐるし
く変化していく中、センターが求められる役割もますます高度化、多様化していくものと思われ、事業団と
しても常にその求められるニーズを的確に把握し適切に対応していくことが求められます。
もちろん、センターで出来ることには限界がありますが、私たち職員は常に利用者の立場に立ちながら、
より効率的でより効果的な事業の仕組みを考え、利用者の方の期待に可能な限り応えられるような施設づく
りを進めていくことが重要であると考えています。
オリンピック、パラリンピックも多くの国民の理解と協力なしでは成功はあり得ませんが、センターの充
実も同様であります。利用者の方々のみならず、関係者の皆さん地域の皆さんも、センターのことに関して
気付いたことやアイディアがあったら声を出してください。全員の力で、障害福祉センターが在宅心身障害
児者の拠点として更に発展していけるよう、今年を新たなスタートの一年にしていきましょう。

ステージ出演・作品展示
令和元年 11 月 17 日に恒例の文化祭を開催しました。今年もたくさんの方にご来場いただき、楽しく盛り上がり

今年もステージ・展示に各団体が参加されました。その一部をご紹介します。

ました。今回の出演者の皆様を紹介します。

文化祭ゲスト

踊るマハラニ 様
性別・年齢を問わず、よさこい踊りが大好

夕すげの会(大正琴)

きな人たちで集まり、長崎県内各地で催さ

長崎一心太鼓(和太鼓)

バタフライ(ダンス)

れるよさこい祭りに参加されています。
ステージでは圧巻の踊りを披露していただ
き、盛り上げていただきました。
＜踊るマハラニ様の感想＞
見ていただいたみなさんと、心が一つにな
ったようで平和な気持ちで楽しく踊れま
した。ありがとうございました。
誰でも踊れるチームです。一緒によさこい

ハートセンター手工芸室
(手工芸)

ＣＯＣＯアート(水彩画)

あったか絵手紙教室 ぴっころ

しませんか。メンバー募集中です。
今年もたくさんの団体にご参加いただきました。
ありがとうございました！

長崎ひょっとこ愛好会 様

来年もよろしくお願いします。

神の島地区の自治会を中心に

長崎県障害者スポーツ協会様（ボッチャ体験会）

ひょっとこ好きの方々が集ま

アクアコーナー・折り紙教室

り、毎年ランタンフェスティ

1 階プール横の軽スポーツ室にて、ボッチャの体

今回初の試み！長崎市障害福祉センター主催で

バルや敬老会、介護施設の行

験会が行われました。ハートセンターでは、ボッ

のアクアコーナーでは、3 階で飼育しているめ

チャのスポーツレクレーションも行っていますの

だかの生態をわかりやすくご紹介しました。

で、よかったらお気軽に見に来てください。

折り紙教室では、子供たちが穐山センター長と

事や結婚式の余興など様々な
〈長崎ひょっとこ愛好会様の感想〉

場でご活躍されています。
笑う門には福来るをテーマに
楽しい踊りを披露していただ
き、たくさんの笑顔と元気を

楽しそうに鶴を折っていました。

・飛び入り参加して頂いた方々のおかげで盛り上がりました。
・演技後、いろいろな方々に声をかけて頂き、たくさんの人と触
れあえて楽しかったです。いい思い出ができました。

もらいました。

長崎キワニスクラブ

・広い会場、ステージで踊り甲斐がありました。

様

手作り起き上がりこぼしコーナー、フラワーア
レンジメントコーナー、押し花コーナー等様々
な体験会が行われました。来場された方も楽し
んで参加されて、大盛況でした。

バルーンアート・SHU-N 様
SHU-N 様は、バルーンアートにおい
て、ステージショー、大道芸、実演販売
など、幅広くご活躍されています。
昨年に続いて今年も文化祭に参加して
いただき、たくさんの魅力的なバルーン
アートを披露していただきました！

★文化祭実行委員に聞きました★
●文化祭を終えての感想は？

無事に終わり、ホッとひと安心。

●大変だったところは？
おおよそのプログラムは決定しているものの、突発的に起こる問題に文化
祭実行委員全員が一丸となって取り組み解決できたところは、大変でした
がとてもよかったと思います。
●どうぞ、一言。
参加された皆様に楽しんで頂けたことが、ただ何よりも嬉しいです。
来年もお楽しみに！

職🔷 員🔷 紹🔷 介
① 仕事の内容

① 仕事の内容

7 月から勤務しています。主に少人数グループで遊びを中

主に、児童発達支援に関わらせていただいています。発達

心にお友達やスタッフとの関わりを通して、自信をつける

に遅れのあるお子さんや障がいのあるお子さんに対して、

活動をしています。また、発達上の課題（運動・学習・対

発達評価のための検査や個別療育・グループでの療育など

人など）を評価し療育を行っていきたいと思っています。

を行っています。

② 特技・趣味

② 特技・趣味

剣道・バドミントン・お菓子作りです。

ドライブ・読書です。

③ おすすめな場所

③ 行ってみたいところ

北九州市にある市営の運動公園

瀬戸内しまなみ海道を車で通って

いとうづ

「到津の森公園」

みたいです。

エサやり体験がたくさんできま

④今、欲しいもの

すよ‼

大きな本棚が欲しいです。

④ ストレス解消法は？
好きな入浴剤で

作業療法士

リフレッシュ♪

なかむら

臨床心理士

り え

いしだ

中村 梨恵

【お知らせ】

★浴室を利用されるみなさまへ
令和 2 年 1 月から浴室を利用されるにあたり、
ハートセンターとの契約書を結ぶことが必要と
なります。詳しくは係員にお尋ねください。
〔障害者成人式〕長崎市心身障害者団体連合会主催
日時：令和 2 年 1 月 13 日（月・祝）
13 時 30 分～15 時 30 分

かおる

石田 薫

【 プールの定期点検 】
令和 2 年１月４日（土）から１月１9 日（日）まで
点検のため、お休みの予定です。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い致します。

♪寄贈いただきましてありがとうございます♪
利用者さまより『拡大図書器 AV-100CP』を寄付し
ていただきました。令和元年 11 月 28 日より５F 図書

〔さくらんぼ園卒園式〕
日時：令和 2 年 3 月 19 日（木）
9 時 45 分～10 時 30 分

室に設置しております。
低視力や弱視など見え
づらい方の読み書きを

【1 月～3 月のイベントスケジュール】
講 座 名

日にち

場 所

ふうせん
バレーボール大会

１月１5 日（水）
10：00～14：00

体育室

障害者ゴルフ講座

2 月 9 日（日）
10：00～12：00

体育室

わのわリング大会

３月 12 日（木）
13：00～15：00

体育室

お楽しみ講座Ⅱ
（カラオケ大会）

3 月１8 日（水）
13：30～15：30

研修室

切に使用させていただ
きます。
ありがとうございまし

※詳細につきましては、電光掲示板又は 1 階窓口等にてご確
認下さい。

た。

編集後記：新年明けましておめでとうございます。今年は東
京オリンピック・パラリンピックがありますので、みんなで
一緒に応援しましょう！がんばれ！ニッポン！！
発行：社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団 広報委員会
住所：〒852-8104 長崎市茂里町 2-41
TEL：095-842-2525 FAX：095-842-2568

【休館日】
毎月第 4 日曜日 … 1/26

支援する装置です。大
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