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私たちは、
「精神に障害を持つみなさんが誇りある社会の一員として自立した生活を送ること」を

支援する活動をしています。①施設の設置・運営、②普及・啓発、③関連先との連携、が事業の中心です。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

更なる活動の充実を目指して！
理事長

乾 恒雄

に

記録的な猛暑の夏が過ぎ、秋空が広がる過ごしやすい季節が訪れてきました。

皆

皆様いかがお過ごしでしょうか？ 本年度も半分が過ぎました。今までの主な

活

活動を振返りたいと思います。
５月２５日に「平成２７年度の通常総会」を開催し、無事終了いたしました。関係各位のご協力とご理
解に感謝いたします。現在、新任理事を加えた新しい役員体制で順調に活動を推進しております。
本年度は、
『昨年度に開始した新たな取組の地道な継続と内容向上』を基本的な方針とし、現在までに
①畑での収穫体験（６月）
、②なぎさ祭（８月）、③障害に関する映画自主上映と意見交換会（９月）な
どを、更に充実した内容で実施してきました。これらに加え本年度からの新たな試みとして、
「エコキ
ャップ活動（メンバー主体の自主活動）
」を５月にキックオフし、みんなで元気よく取組んでいます。
日々の作業所運営では「気軽に立ち寄れる居場所作り」と「個々の特性に合わせた就労支援」を目指し
ております。そう簡単に実現できるテーマではありませんが、一歩ずつ粘り強く取組み、少しずつです

がその成果も現れ出してきていると感じております。
また、改正障害者雇用促進法がいよいよ来年度から施行されます。雇用促進や
就労定着に向けた、普及・啓発事業や連携事業が益々大切になってくると捉え
ており、これらの事業にも力を入れております。これからも私たちの活動にご
理解とご協力をいただきたく、よろしくお願いいたします。
＜新任理事からのごあいさつ

髙橋

亮子＞

この度、重責をお引き受けすることになりました非常勤職員４年目の高橋と申します。小田原な
ぎさ作業所では、周囲のご協力やご理解をいただきながら、メンバーさんが地域の方と一緒に楽
しんだり協力しあったりする機会が増えているのかなと感じています。メンバーさんを初め、会
員の皆様全員が、地域や社会の一員であること、そして、１人ひとり個性があるように障害もそ
の人の個性であることを発信していけたらと思います。微力ではありますが、努力精進していく
所存です。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

このページでは、事業の軸である「小田原なぎさ作業所」での活動状況や
各種イベントの様子などを紹介させていただきます。

『第２回なぎさ祭』平成２７年８月１日開催
メンバーＫさん
今回、なぎさ祭に参加させてもらい、私が感じたこ
とは、緊張と楽しさが見事に混ざり合った雰囲気
だったことです。
特にビンゴゲームでは皆が白熱し参加者を引き寄
せる効果があったと思います。そのような事から

も今回のなぎさ祭はたいへん楽しめました。

富士和会及び参加者による盆踊り
メンバーＯさん
今回は自分達の病気についての発表をメインに行いま
した。自分も知らないことがたくさんあり、メンバーの
発表やＯＢの発表は良かったと思います。また、ビーズ
アクセサリーの販売も行いましたが、売れないと思って
いたのに売れたときは作って良かったと思いました。祭

メンバーによるマジックショー

開催に向けての準備段階でも皆が協力しながら、良い雰
囲気でできたと思います。

ビーズアクセサリー展示・販売
施設長

大木

メンバーによる体験発表

明彦

今回のなぎさ祭は昨年の初開催から２回目ということもあり、メンバー及び職員も準備の段階から段取り
良くスムーズにまた協力的に行えたのではないかと感じました。今回は、初開催の時に増してメンバーが
主体となる手作り感のある内容を企画しました。具体的にはメンバーによる作業所活動発表や詩の朗読、

マジックショー等です。またメンバーＯＢからの励ましのメッセージ、地域ボランティア富士和会による
盆踊り、南鴨宮ボランティア団体のご協力などにより盛大ななぎさ祭を開催することができました。ご来
場頂きました地域の方々、関係機関の方々に深く感謝申し上げます。来年以降も皆様方のご協力を得なが
ら、より地域に根差したなぎさ祭として開催していきたいと思います。宜しくお願い致します。

『エコキャップ活動』キックオフ！
「私たちも誰かを支援できる！！」をキャッチフレーズに、５月２０日キックオフ
この活動は、
「今まで捨てていたペットボトルのキャップをみんなで集めて、世界の子供たちにワクチン
を送りましょう」というものです。理事長からの投げかけに対して、メンバーさん全員が「自分たちが
主体となって推進する！」と宣言しました。こうして、メンバー全員が主役の活動がスタートしまし

＜ペットボトルのキャップ回収⇨ワクチンへの流れ＞

➡：キャップ ➡：お金

➡：ワクチン

メンバー➡南開工業➡樹脂メーカー➡南開工業➡NPO 法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」

JCV➡ユニセフ➡ワクチン調達➡ワクチン接種
＜活動の状況＞
メンバー全員がキャップ収集に対する強い意識と意義を持って、ドンドンとキャップが集まってきています。
外部からの応援も沢山いただきまして、活動開始から既に１万個を突破しました。ありがとうございます。集
まったキャップを第一弾として 9 月 28 日に南開工業さんへお届けしました。
メンバーＧさん
エコキャップ活動を始めてから約４カ月になりました。エ
コキャップ活動をして、それが少しでも人の役に立てれば

良いなと思いつつ、今日も一日一日を過ごしています。
職員

浜田

真由美

「私たちも誰かを支援できる」と言う、今までにな
い発想の転換に強い感銘を受けました。
「無理なくできること」を大切にして行きたいです。

『畑体験２（ジャガイモ堀）』平成２７年６月１５日
参加者：メンバー

７名、

職員

１名、

理事長

Ｍさんのご厚意で、今年もジャガイモ掘りをさせていただきました。天候にも恵まれ、土に親しみ楽しいひ
と時になりました。掘り出したジャガイモは参加者のおみやげに！

更に頂戴したジャガイモや玉ねぎは

作業所に持ち帰って、メンバーさんや職員全員で分け合いました。
メンバーＫさん
足柄の畑で芋掘りを行い、すごく良い体験になりました。
昨年に続いて２回目の参加になりますが、自然を体験でき
て良かったです。
メンバーＴさん
ジャガイモ堀の当日は、収穫日和で、沢山収穫できました。
とても美味しかったです。

事務局からのお知らせ
●H27 年度役員紹介
5 月 25 日の通常総会にて役員が改選になりました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
理事長

乾恒雄（作業所管掌）

副理事長 大木明彦(作業所施設長)
理事

菴原務、稲村恵三、友寄英男、高橋優子、浜田真由美、高橋亮子（新任）

監事

額田忠

●今までの主な活動
4/ 1 小田原なぎさ会通信 No.18 発行

8/ 1 第 2 回なぎさ祭り開催

4/20 平成 27 年度第 1 回理事会開催

9/ 7 平成 27 年度第 2 回理事会開催

5/25 平成 27 年度通常総会開催

9/ 7 平成 27 年度第 2 回地域ネットワーク会議開催

5/25 平成 27 年度第 1 回地域ネットワーク会議開催

9/18 第 2 回ミニ映画上映会開催
(題名「僕のうしろに道はできる」)

6/15 第 2 回畑体験実施

9/25 新幹線体験と品川アクアパーク(社会見学)

●今後の主な活動（予定）
10/17 生きがいふれあいフェスティバル参加

H28 年

10/24 富士見地区防災訓練参加

２月頃 ハートフェスタ参加

11 月頃 平成 28 年度に向けた

3/18 平成 2７年度第 3 回理事会開催

小田原市への要望書提出（梅の会と連名） 3/18 平成 2７年度第 3 回地域ネットワーク会議開催
11/27 楽しい音楽会参加(マロニエ)
12/4

地域交流事業参加
神家連主催 県民の集い～小田原市民会館

12 月頃 ハートフルキャンペーン参加

●小田原なぎさ会への入会のご案内と寄付について
◆なぎさ会会費について
・正会員(個人)

入会金 1,000 円 年会費 3,000 円 (本年度総会にて改定：以前の半額になりました)

・正会員(団体)

入会金 5,000 円 年会費 10,000 円

・賛助会員(個人) 入会金 1,000 円 年会費 1,000 円
・賛助会員(団体) 入会金 5,000 円 年会費 5,000 円

◆皆さまからの寄付金のご協力をお願いいたします◆
当法人は指定 NPO 法人を取得しています。寄付をしていただきますと、申告することで下記の税額控除を
受けることができます。神奈川県内に在住の方は住民税が、小田原市内に在住の方は住民税と市民税が、税
額控除の対象になります。
（寄付金から 2,000 円を引いた額の 4%が住民税から、6%が市民税から軽減）
詳しくは事務局までお電話ください。
＊会費や寄付金は施設管理や各種活動など NPO 法人の運営に役立たせていただいております。
●入会及び寄付をご希望の方は事務局へご連絡ください。
ＮＰＯ法人小田原なぎさ会 事務局
〒250-0875 小田原市南鴨宮 3-16-20 長田ビル 2Ｆ
ＴＥＬ・ＦＡＸ 0465-47-4513

E-mail

o-nagisa@nifty.com

