浦上川から茂里町方面を望む

夏号の内容

Heart Center Headline News
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●手話講座
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当センター、３度目の臨時休館
新型コロナウイルス感染症特別警戒警報の発
令に伴い、４月２６日から６月７日まで障害福
祉センターが臨時休館となりました。休館中
は、利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけ
しました。今後も新型コロナウイルス感染症
の情勢によりましては急遽、休館となる可能
性もございますので、ご了承くださいますよう
お願い申し上げます。

これは、センター内のある場所の写真です。
さて、ここはどこでしょうか！？
答えは中ページでご確認ください！

車椅子ツインバスケットボールをご存じですか？
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車椅子ツインバスケットボールとは、下肢のみではなく、上肢にも障害がある重度の方でも参加できるように考案
されたスポーツです。
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特徴としては、2 組のゴールがあること。従来の車椅子バスケットボールに使用されている正規のゴールと、正規
なり、独自の役割をゲームにおいて果たすことができるため、全ての障害者の方が楽しめるスポーツとなっています。

明るく元気に頑張ります♪

初心を忘れず頑張ります！
初心を忘れずに頑張ります！

地元長崎で地域の方々に質の高

宜しくお願いします！
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宜しくお願いします。
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のゴールまで届かない選手のための低いゴールがあります。それぞれの選手が自分の障害に応じてシュート方法が異

ぼ

当センターでも自主グループ『トモキ・マドリード』
が毎月第４木曜日 16 時～18 時に３階体育室で活
動しています！
興味がある方は是非遊びに来て下さい🏀
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参考：一般社団法人 日本車いすバスケットボール「ツインバスケットボールとは？」
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今年も一生懸命がんばります♪

子どもたちに寄り添えるように

明るく元気に頑張ります♪

宜しくお願いします！

頑張ります♪

宜しくお願いします！

新型コロナウイルスに
引き続きお気を付けてください

図書室でした！！
全国各地で変異した新型コロナウイルス感染症（変異株）の
感染者が増加傾向にあります。自分の為、周囲の為にも感染
しないように気をつけましょう。
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何事も精一杯取り組んでいきた

明るく、笑顔で頑張ります♪

久々の現場復帰です！

いと思います！

宜しくお願いします。

宜しくお願いします♪

センター5 階に図書室があります。
図書は市内図書館と連携しており、
センターにない図書に関しては、
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◎基本的な感染予防◎

取り寄せがあればできます。

・3 密を避ける（密閉、密集、密接）

またパソコンを 2 台設置しており、

・マスク着用

図書の検索やインターネットの利用

・手洗い など

ができます。一般の方も利用可能です

改めて感染予防の徹底をよろしくお願いします。

ので、是非ご利用下さい。

ワンポイント手話講座
新型コロナウイルス感染拡大防止のため『黙食（もくしょく）
』の協力を求めるところが増えています。
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今年度の新人職員の方々です。
今年度は新たに 11 名が就職
ベテランから新卒までさまざ
しました。新卒からベテランま
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まおりますが、
みな元気いっぱ
でさまざまですが、
元気いっぱ
い張り切っております。
いに張り切っております♪
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早くみなさんに顔と名前を覚
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機能訓練利用者の手助けになれ

安全運転第一！！

るように精一杯頑張ります。

宜しくお願いします！

頑張ってまいります。
頑張っていきます！！
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。

「黙って食べる」という意味ですが、楽しく食事したいですよね。そんな時は「手話での食事」を実践してみませんか？

黙食（静かに食べる）

おいしい

満腹

右人差指を口元に当て、左手のひらの

右手のひらで

腹の前に置いた左手に

上を右手ですくって食べるようにする。

右ほおを軽くたたく。

右甲を打ちつける。
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お子さんの言葉やコミュニケーションの発達を促す仕事
をしています。言葉だけでなく身振りやカードなどお子さ

来館された利用者様と体操やスポーツレクリエーシ
ョンを行っています。

んに合ったやりとりの方法を考えています。
ソフトテニスをやっていました。体を動かすことが大
撮った写真を毎月ミニアルバムにするのが楽しみです。
子どもを家族にあずけて、1

好きです。
娘とカフェに行ったりショッピングをすることです。

人で買い物したりお風呂に入る
こと。
フェイマスニッチ、焼肉、
かりーにょ、メリメロ、kidokko
回転寿司に行って回ってるお
寿司をゆっくり食べたいです。
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【熱中症予防について】
今年もかなりの暑さが予想されています。熱中症にならないために以下の３つのことに気をつけながら過ごしましょう。
① のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。1 日あたり 1.2ℓを目安に。
(汗をかいた後は塩分補給も忘れずに！)
② エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。
③ 暑さに備えて日頃から体力づくりをしましょう。
毎日 30 分程度の運動をし定時の体温測定と健康チェックを行い、体調が悪い場合は無理せず自宅で過ごしましょう。
引用・参考：環境省、厚生労働省『熱中症予防×コロナ感染予防で「新しい生活様式」を健康に！』
☆ 寄贈いただきましてありがとうございます ☆
NPO 法人 Pleasure for all 理事長加藤友康様から長崎市に
寄せられた寄附金により、当センターにエアトランポリンが
寄贈されました。
4 階の療育で役立たせていただき
ます。ありがとうございました。

【文化祭について】
今年の文化祭は 11 月 21 日（日）に開催予定ですが、新型
コロナウイルス感染拡大の状況により、去年と同様にプログラ
ムの内容変更・開催日の変更、または中止になる場合がありま
す。決定次第、改めてお知らせいたしますのでご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。

【７月～9 月のイベントスケジュール】
【休館日】
毎週第４日曜日

7/25 ・ 8/22 ・ 9/26

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により当センターを
急遽休館する場合があります。休館の有無についてはもり
まちハートセンターのホームページにてご確認ください。
編集後記：
今年もマスクがつらい季節がやってきました。熱中症対策はもちろん、
新型コロナウイルスにも十分に気をつけて乗り越えていきましょう。
当センターは新たなスタッフを加え、感染対策により一層精進していき
皆様が安心・安全にご利用いただけるよう努めてまいります。

イベントスケジュールに関しましては、現在未定となっており
ます。決定次第随時お知らせいたしますが、今後の新型コロナウ
イルス感染拡大の情勢によっては、スケジュール等に変更が生じ
る場合がございます。
お手数ではありますが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ますようお願い申し上げます。
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