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高次脳機能障害支援センターや更生園の活動を終了して働き始めた方、働いて少し年月が経っている方にお声
をお掛けして≪ｃａｆｅ̀ 輪駆≫を開催しました。今回は三回目の開催。カフェなのに、鍋を囲んでの近況
報告となりました。

ᾥᾥᾣᾬ ⇭⇮ם
ᾥᾤ ⇿ ᾤᾤᾡᾥᾧ ⇿ ᾧᾤ
Ҙᓶ↲↗ℼℷ͵

みんなで調理スタート！
今回は、更生園にて皆で
鍋を作りました。

Ƭ

メニュー

Ƭ

せんべい汁
いも煮（みそ味）

る人もいるんだ」最後は自己紹介と近況報告
「もう 4 年にな
自己紹介
「やっぱりミスチルかぁ♪」
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参加人数 14 名・スタッフ 8 名

①名前 ②会社名
③復職してからの期間
④一番好きな音楽（曲）
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高次脳機能障害の方に
上手に伝わる説明テクニック集

（9/5 千葉市民会館 小ホール）
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ࡇࢀࡽࡢᨭ≧ἣࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࠊ᪉㔪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ᭶୍ᅇࠊᑠඣ㧗ḟ⬻ࣜࣁࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㆟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊࢭࣛࣆࢫࢺࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮࡛ࣕࣝ࣡࢝ࡍࠋ
ᑠඣᮇⓎࡢ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᅜⓗࡣጞࡲࡗࡓࡤࡾ࡛ࡍࠋᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡇࢀࡲ࡛
⠏࠸࡚ࡁࡓᑠඣࡢᨭ᪉ἲ➼ࢆࡢᨭᶵ㛵ఏ࠼ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃඹࠊᨭ᪉ἲ࣭ᨭయไࡢࡉࡽ
࡞ࡿྥୖດࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢭࣥࢱ࣮ࠉᆏ⏣
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⬻እയ䛾㻌㻌➨ 㻝㻠 ᅇᅜ䚷䡅䡊䚷ᓥ᰿
㛤ദ᪥㸸 ᭶  ᪥㸦㔠㸧 ᪥㸦ᅵ㸧
ሙࠉᡤ㸸ࢱ࢘ࣥࣉࣛࢨࡋࡲࡡࠊᓥ᰿┴Ẹ㤋
ࠉ
ᅜᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮◊ಟ࡛ࡣࠊㅮ₇
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡼࡾࠊᓥ᰿┴ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᏛࡤ
ࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ᓥ᰿ࣔࢹࣝࡤࢀࡿᆅᇦ᰿ᕪࡋࡓ⤌ࡳࡣࠊ
ᆅᇦࡢṔྐࡸ≉ᛶࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓᒎ㛤ࢆࡉࢀ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ࡛ᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞
ࢆάࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᛴᛶᮇࠊᅇᮇࠊ
⥔ᣢᮇ࠸ࡗࡓ་⒪ࣜࣁࡢᯟࡽࢃࢀ࡞࠸㛗ᮇ
㛫ࢃࡓࡿ⥅⥆ⓗ࡞⥲ྜⓗࣜࣁࣅࣜࢣࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᒎ㛤ࡀ࡛ࡁࡿᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ⢭⚄⛉ࢹࢣࢆ
୰ᚰᒎ㛤ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ⬻እയࡢᅜࡣࠊᙜ⪅άືዡບ㈹
ᤵᘧ࡛ࡣ  ྡࡢ᪉ࡀ⾲ᙲࡉࢀࠊࡑࡢᚋཌ⏕ປാ

宍道湖の夕日は、松江のＨＰで夕日情報としてＵＰされている。
「本日の夕日指数 100」

┬ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᅜᅵ㏻┬ࡽࡑࢀࡒࢀᅜࡢᨭ
ࡢㅮ⩏ࠊࡉࡽᇶㄪㅮ₇ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

ᇶㄪㅮ₇࡛ࡣࠊᓥ᰿Ꮫࡢᑠᯘ⚈ὈᏛ㛗ࡼࡿࠕ⬻ᶵ⬟ࡢᅇ⮬ᕫᐇ⌧࢚ࠖࢫ࣏࣮࣡ࣝฟ㞼ࢡࣜࢽࢵࢡࡢ㧗ᶫᖾ⏨
㝔㛗ࡼࡿࠕ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡶᆅᇦ࡛⏕ࡁࡿࠖ㹼⬻ᦆയ⪅ࡢࣜ࢝ࣂ࣮ࣜࡢ㐨ᨭ㹼ࠉࡀ࠶ࡾࠊ་⒪ࡽᆅᇦ⏕
άࡲ࡛ࡢㅮ₇࡛࠶ࡗࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᙜ⪅ᐙ᪘ࡀ  ⤌ࠊᑠඣᮇⓎࠊ㟷ᖺᮇⓎࠊኊᖺᮇⓎࡑࢀࡒࢀ
Ⓨࡢࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࡀ␗࡞ࡿ❧ሙࡽࡢヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ๓᪥ࡣὶࡶ⾜ࢃࢀࠊᙜ⪅ࡸᐙ᪘ࡀయ
࡞ࡾࠊᨭ⪅ࡀࡑࢀࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡍࡤࡽࡋ࠸࡛ࡋࡓࠋ◊ಟὶࡢྜ㛫ࡣࠊ㐨†ࡢ࡚ࡶࡁࢀ࠸࡞ኤ㝧ࢆ
═ࡵࡿࡇࡶ࡛ࡁࠊඃ㞞࡞ࡦࡶࢃ࠼ࡓ⣲ᩛ࡞  ᪥㛫ࢆ㐣ࡈࡋࡲࡋࡓࠋ
᮶ᖺࡣࠊ ᭶  ᪥ 㔠 ࠊ ᅵ ࠉᮾி࡛⾜ࢃ
ࢀࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ༓ⴥࡽࡶ㏆࠸࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡐࡦࠊཧຍ
ࡋ࡚ࡳࡲࡏࢇ㸽ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᆅᇦ㐃ᦠ㒊ࠉ᳃ᡞ

太助珈琲（たすけコーヒー）
ᅜࡢሙࣟࣅ࣮
࡛ᙜ᪥㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘Ⓩቭ
ࡉࢀࡓᙜ⪅ࡢすᮧኴຓࡉࢇࡀ
ࢢࢸ࣐ࣛࡽ㇋ࢆ㍺ධࡋ࡚ࠊ
ᡭ↦ࢆ⾜ࡗࡓ⌆⍄࡛ࡍࠋ⌆⍄
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕࡺ࠺ࡁࢿࢵࢺᒣ㝜ࠖ
࠸࠺⮬↛㣗ရࡢඹྠ㉎ධᅋయࡢ
࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ဨࡋ࡚ࠊ࠾ࢆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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行ってきました！

ࠉᆅᇦᨭࡢᐇྥࡅ࡚  ᭶  ᪥ᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࠊ㧗ḟ⬻ᨭࢭࣥࢱ࣮ࢫࢱࢵࣇ⥲ໃ  ྡ࡛
⚄ዉᕝ┴⥲ྜࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢどᐹࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉࢭࣥࢱ࣮య㸦Ჷࠊ⫋⬟⛉ࠊయ⫱⛉ࠊࡶࡵᏛ⣭➼㸧ࡢぢᏛࠊᴫせࡢㄝ᫂ᚋࠊ┦ㄯᨭࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮
ࡢ℧⃝Ꮫࡉࢇࡽᆅᇦᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠊ㏻㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᐙ᪘ࡢ༠ാ➼㸧
ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
⚄ዉᕝ┴ࡢ༢⊂ᴗࡋ࡚ㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᴗ࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㐃⤡ࡢ㛤ദࠊᙜ⪅࣭
ᐙ᪘ࡢ㞟࠸ࠊㅮ⩦ࡢ㛤ദࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ḟ⬻≉ࡋࡓᴗᡤࡢ㛤タ⮳ࡗࡓ┦ᶍཎᕷࡢ⤂࡛ࡣࠊ
ᴗࡢᡂᯝࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ༢࡛ࡢ㏥㝔ᚋࡢᆅᇦ⏕άᨭࡢ☜❧ࠊࢣ࣮ࢫࡢⓎぢࡽࡑࡢᚋࡢᨭ⮳ࡿࡲ࡛
ࡢ୍㈏ࡋࡓᨭࡢᵓ⠏ࠊᆅᇦෆ࡛ࡢᙜ⪅ᐙ᪘ࡢ㛤ദࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ಶูࡢࢣ࣮ࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᨭࢆ୰ᚰᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊᚋࡣᆅᇦ༢࡛ࡢᨭ
ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ⚄ዉᕝ┴⥲ྜࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ

ࠗᨭ⪅ࢆᨭࡍࡿࡇ࡛࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡀ㉳ࡇࡾࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ᪉ࡗ࡚ࡢ♫㈨※ࡀࡁࡃᣑࡀࡗ
࡚࠸ࡃ࠘ࡇࢆឤࡌࠊኚཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
᮶ᖺᗘྥࡅ࡚ᆅᇦᨭࡘ࠸࡚ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

㧗ḟ⬻ᨭࢭࣥࢱ࣮㜿㒊

千葉県千葉リハビリテーションセンター視察を終えてࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡉ࠸ࡓࡲᕷ㞀ᐖ⪅᭦⏕┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ᨭᢸᙜࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉಖࠉ᫂Ꮚࠉ᭤ῡࠉ⚈Ꮚ
ࠉ
ࠉ㸯㸯᭶㸯㸱᪥㸦ᮌ㸧㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮ࢆぢᏛࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ሯࢭࣥࢱ࣮㛗ࡽࠗ༓ⴥࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭᬑཬᴗ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ᴗ࠘ࡘ࠸࡚ࠊᗈ℩㹑㹒ࡼࡾࠗᑠඣࡢࣜࣁᏛᨭ࠘ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࡣ་⒪ࠊ⚟♴ࡢタࡀ࠶ࡾࠊᏛ㱋ඣࡣ㞄᥋ࡢ≉ูᨭᏛᰯ࡞ከࡃࡢᑓ㛛ᶵ㛵ࡢ
⏝ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࡇࢀࡽࡢᶵ㛵ࡢ⏝ษࢀ┠ࡢ࡞࠸ᆅᇦᨭࡢ⛣⾜ࡢࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢺᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ་⒪ᶵ㛵ࡢేタࡢ࡞࠸ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢᚋࡢᙺࡋ࡚ᕼᮃࡢᣢ࡚ࡿ࠾ヰࡋࢆఛ࠺ࡇࡀ
ฟ᮶ࡲࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉάືࡘ࠸࡚ࡣᡂேࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆぢᏛࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢫࢱࢵࣇࡢᣦ♧
ࡸኌࡅࡢࢱ࣑ࣥࢢࡶᕤኵࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸯ࡘ㸯ࡘࡢㄢ㢟ࡢ୰ࠊぢࡿຊࠊ⫈ࡃຊࠊ⾲⌧ࡍࡿຊ࡞ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇឤ㖭ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋࡲࡉ͂ⓒ⪺ࡣ୍ぢࡋࡎ࡛̓ࡍࠋ
ࡲࡓࠊඛ㥑ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࡶࠊ
ࢫࢱࢵࣇࡢⓙࡉࢇࡀ㥑ࡅฟࡋࡢᙜᕷࡢヰࡶ⇕ᚰ⪥ࢆ
ഴࡅ࡚ୗࡉࡾᏛࡧ⥆ࡅࡿጼໃࡢษࡉࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ከࡃࡢᏛࡧࢆᚓࡓ  ᪥࡛ࡋࡓࠋṊⶶ㔝⥺ࡢ୰ࡽኤᬽࢀ
ࡢᐩኈᒣࡢࢩ࢚ࣝࢵࢺࢆ═ࡵ࡞ࡀࡽᖐ㏵╔ࡁࡲࡋࡓࠋ
࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ಖᵝࠊ᭤ῡᵝࠊࡈᐤ✏࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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ȁز͈ٛ

ڳऴ͈ـ

ධཔزٛ

手のひらの会は、千葉県内４つの高次脳機能障害の家族会と
支援者のグループを 5 本の指と手のひらに見立て、この指と
手のひらが当事者・家族を支えるという意味から名付けられました。
開催日・場所

11 月 16（日）
千葉リハビリテーションセンター
大ホール

 㒊࡛ࡣࡲࡎဨࡀࠕࣛࢪ࢜య᧯࡛ࠖᚰయࢆࡄࡋࠊ
ḟࡢࠕࢪࣕࣥࢣࣥ㟁㌴࡛ࠖࡣࠊ㈇ࡅࡓேࡣࡗࡓேࡢ
ᚋࢁࡘࡁࠊิࢆసࡿࡓࡵỴࡢࡣ㛗࠸  ࡘࡢิࡀ
ฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ඃ⪅ࡣࠕᮾⴱ⳯ࡢⰼࠖࡢ⥥㈏ࡉࢇࡢዟᵝ࡛㛤ࡢ
ゝⴥࢆࠊ ࡣࠕࡕࡤࡢࠖࡢ࿃ጔࡉࢇ࡛㛢ࡢゝⴥࢆࠊ
ࡑࢀࡒࢀ㏙࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠕࡶ࡛ࠖࢬࢡ ۑဨࡀṇゎᛮ࠺ྑ࠸ྥ ۑ
ᕥ⛣ືࡋࡁ࡞㸰ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
㸯㒊ࡢ⥾ࡵࡣᙜ⪅ࡢ୪ᮌ᭷㈗ࡉࢇࡢࣆࣀ࡛ࠊ
ࠕ௦ࠖ
ジャンケン電車で長い冽を作る参加者のみなさん
ࠕᮼࠖࢆဨࡀ࣮࣍ࣝࡢ୰ኸ㞟ࡲࡾྜၐࠊ࠸┒ࡾୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

 㒊ࡣࠊ༓ⴥࣜࣁࠕሯ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮㛗ࠖࡢᣵᣜ
ཧຍࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤂ࢆ⓶ษࡾࠊ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢᜥᏊࡉࢇࡀⱞປ
ࡋ࡚♫ᖐࢆᯝࡓࡉࢀࠊ⮬ࡽࡣࢩ࣮ࣥ࢞ࢯࣥࢢࣛࢱ࣮ࡋ࡚ᒣṊ
ᆅᇦ࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕవᮧࡼࡋᏊࠖࡉࢇࡢḷࢠࢱ࣮⪥ࢆഴࡅࡲࡋࡓࠋ
ᨾ࠶ࡗࡓᜥᏊࡉࢇࡢࢆḷࡗࡓࠕኟࡢ⤊ࢃࡾࡢ᪥࡛ࠖࡣ┠ࢆ₶ࡲ
ࡏࡿேࡶ࠾ࡾࠊ᭦ࢠࢱ࣮కዌ࡛ࡢྡ๓ᅉࢇࡔࠕᡭࡢࡦࡽࢆኴ㝧ࠖ
ࠕ ேࡢᡭࠖࢆྜၐࡋࡲࡋࡓࠋ
ࢺࣜࡣ∦㐨  㛫ࢆࡅཧຍࡋࡓࠕ༡ᡣࠖࡢࡈኵ፬ࡢ࣐ࢪࢵࢡ࡛ࡋࡓࠋ
⤯ጁ࡞ヰ㛫࡛ࠊሙࢆ➗࠸ࡢ ᕳࡁ㎸ࡳࠊ⥾ࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ
シンガーソングライターの余村よし子さん


ᙜ⪅ࡽࠊⱝ⪅ࡢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉάື➼୍࡛⥴ࡔࡗࡓே࠼࡚Ꮀࡋ
ࡗࡓࡢኌࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ᩘࡣ  ྡ㸦ෆヂࡣᙜ⪅㸰ࠊᐙ᪘㸱㸶ࠊᨭ⪅㸯㸱㸧
┒ἣ࡛ࡋࡓࠋኳೃࡶࡵࡄࡲࢀࠊఱࡼࡾࡶᨾࡶᡃࡶ࡞ࡃ↓⤊
ࡋࡓឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᮶ᖺࠊ᮶ᖺࡀ⥆ࡃࡇࢆ㢪࠸ࠊሙᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕ༓ⴥࣜࣁ
ࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࠊཧຍࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕ㹔㸿㹇㹁ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢣ
◊✲ᡤࠖ
ࠊ㸲ᐙ᪘ࡢᙜ⪅࣭ᐙ᪘ࡢⓙᵝᚰࡽᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡕࡤ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖ⪅ᐙ᪘ࡢࠉゅ⏣
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家族の集い

ɰூ୯

ᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᖺᗘࡲ࡛ࠊ㞟ᅋάືࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᐙ᪘ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕᐙ᪘ࡢ㞟࠸ࠖ
㸦ࠕ㓄അ⪅ࡢ㞟࠸ࠖ
ࠕぶࡢ㞟࠸ࠖ㸧ࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᖺᗘࡣࠊᖺ㛫ࢸ࣮࣐ࢆタࡅࠊᑐ㇟

ᾷᾃ̵
ἱὙὛ

ࡶࣜࣁࢭࣥࢱ࣮࣭ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⏝⪅ࡢᐙ᪘ᣑࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⌧⾜ࡢไᗘࡸ⏝࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ☜ㄆࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡳ࡞ࡉࢇࡢලయⓗ࡞ၥ㢟ࢆఛ࠸ࠊ
࡞࠾ṧࡿㄢ㢟ࢆ᫂ࡽࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᨭάࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺᗘࡣࠗᆅᇦ࡛⮬❧ࡋ࡚⏕άࡍࡿ࠸࠺ࡇ࠘࠸࠺⤫୍ࢸ࣮࣐ࢆタࡅࠊ⏕ά㛵ࡍࡿከᵝ࡞ෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆࡲࡍࠋ

᪥  ⛬
7/23(Ỉ)

ෆ      ᐜ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⏝⤒㦂⪅ࡢᐙ᪘ࡢヰࢆ⪺ࡃ

10:00ࠥ12:00 ㅮᖌ ෆᮌ༓㭯ᏊẶ(ᮾⴱ⳯ࡢⰼဨ)
9/16(ⅆ)

᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡘ࠸୍࡚ࠥேᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿࢧ࣮ࣅࢫ

 10:00ࠥ12:00 ㅮᖌ ᕝୖ ᾈႹẶ(༓ⴥ┴♫⚟♴༠㆟ᆅᇦ⚟♴᥎㐍㒊㛗)
11/25(ⅆ)

㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࢆᣢࡘ᪉⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘ࡞ࡄ⤌ࡳ

 10:00ࠥ12:00 ㅮᖌ ᑠᕝ ♸Ꮚ࣭᱒ᮌ ᙬ(ⱝⴥἨࡢ㔛 ᐑࢭࣥࢱ࣮)
1/27(ⅆ)

㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࡢࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏕ά࡛ࡢၥ㢟

 10:00ࠥ12:00 ㅮᖌ ሯᜨ⨾Ꮚ(༓ⴥࣜࣁ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᨭࢭࣥࢱ࣮)

➨㸯ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊఫࡲ࠸ࡋ࡚㸯ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࠖࡣࠊᐇ㝿⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᪉ࡢࡈᐙ᪘ࡢయ㦂ㄯࢆఛ࠸ࡲࡋࡓࠋ
➨㸰ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ୍ேᬽࡽࡋࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࠕ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊ
ㅮᖌࢆ࠾ᣍࡁࡋ࡚࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
➨  ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ
ࠕ㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖࢆᣢࡘ᪉⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡘ࡞ࡄ⤌ࡳࠖࡋ࡚ࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨ
ࡢ᪉ࡓࡕࢆ࠾ᣍࡁࡋ࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢὶࢀࡲ࡛ࡢලయⓗ࡞࠾ヰࢆࡋ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ

ẖᅇࠊ༑ᩘྡࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊ࠾࠸ࡢᅔࡾࡈࢆඹ᭷
ࡋࡓࡾࠊㅮᖌ✚ᴟⓗ㉁ၥࡉࢀࡓࡾࠊ᭷ព⩏࡞ሙ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཧຍ⪅ࡽࡣࠊ
ࠕࡲࡔࡲࡔ▱ࡽ࡞࠸ࡇࡀ
࠶ࡾࠊຮᙉ࡞ࡗࡓࠊࡲࡓᩍ࠼࡚ࡋ࠸ࠖ࡞ࡢኌࡀ⫈
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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!!

ࡍ ࡎ ࡴ ࡋ  ࠸

『オーイ ! こーちゃ〜ん !』四コマ漫画連載が終わり、新シリーズが開始しました。
題して、
『こーちゃん頭の体操をする。
』皆さんも一緒に、頭の体操をしましょう。

問題 ことばを探して、使わない文字を見つけよう !
【問題のねらいと効果】
たくさんの「ひらがな」の中から、提示された 11 個のことばを
探します。縦、横、斜めの並び方は問いません。
使わずに残った文字を並べて、下記の 4 つの○の中に入ることば
を作ります。視覚的な注意力とことばを想起する力を高めます。

ࡾ ࡪ ࡽ ࣮ ࡁ ࡕ
ࡃ ࡀ  ࡃ ࡋ ࡻ
ࡇ ࠺ ࡼ ࠺ ࡌ ࠺
ࡽ ࡉ ࢇ ࡲ ࡳ ࡴ
ࡉ ࡘ ࡲ ࠸ ࡶ ࠶
①こがらし ( 例 ) ②こうよう
③さつまいも ④いちょう
⑤ぶり ⑥くり ⑦どくしょ
⑧すずむし ⑨もみじ ⑩かき
⑪さんま

「予定をわすれないように○○○○を使おう」

答えは P7 に掲載

編集後記
夏から初冬まで季節もめまぐるしく移る時期でしたが、

第 11 回高次脳機能障害リハビリテーション講習会
習会

今は木々が見事な色づきを見せてくれています。支援
事業でも秋になって、見学のお客様をたくさん迎え、
私たちも外に出掛けて、県外の情報をたくさんいただき

᳸ƦƷၐཞƱݱδƷᜂբ᫆

ました。この号ではその一部も記事とさせていただきま
した。降り注ぐ太陽から得たエネルギーを木々が実らせ
花咲かせるように、支援事業もこの年度の実りを得て、

千葉市文化センター
アートホール
13:00-16:40

来年度どのように新しい事業の花咲かせるのか、ここから
λئ૰

定員 500 名

数か月じっくり取り組んでいくことになります。利用者の
皆さま、そして地域の支援機関の皆さまの声が何よりの肥
やしとなりますので、事業へのご意見ご要望をいただける

第1部

講演 13:10-14:40
「高次脳機能障害の症状と小児期における対応」
脳機能障
障害の
帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科
教授 中島 恵子氏

と幸いです。
（Ｏ）
表紙のこ〜ちゃんが『60』と掲げていますが、不思議に
感じた方はいらっしゃいましたか。2001 年から高次脳の
情報誌を院内に発信し始め、今号で、60 回目の記念という

第2部

15:10-16:40
5:10-16
シンポジウム
ンポジウム
ジウ 15:
「小児期発症の高次脳機能障害をめぐる現状と課題」
児期発症の
小児科医師の立場から

荏原 実千代 氏
（千葉県千葉リハビリテーションセンター・第一小児神経科部長）

リハビリスタッフの立場から

廣瀬 綾奈氏
（千葉県千葉リハビリテーションセンター・リハ療法部主任言語聴覚士）

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの立場から

尾﨑 美惠子 氏
（千葉県立袖ケ浦特別支援学校教論 [ 特別支援教育コーディネーター ]）

保護者の立場から

木村 温枝氏

意味です。平成 18 年にモデル事業
が終わり、普及事業として展開して
も「情報発信をすることは大切」
と、前センター長の言葉通り、
掲示板を発行し続けました。
新センター長から「掲示板の発行ね」
「原稿お願いします」と原稿依頼者
へ声を掛けていただけたおかげで、

お申込み
問い合せ

裏面の申込書記入後 Fax・郵送または、ＱＲコード・E-mail: kojinoushien@chiba-reha.jp にて受付けて受付
千葉県千葉リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援センター
〒266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町 1 丁目 45 番 2
Tel 043-291-1831 ( 内 198) Fax 043-291-1847

この講習会は ( 一社 ) 日本損害保険協会の助成を受けて実施しています。

今号は発行日まえに編集が終わりま
した。
「あぁ、締切過ぎてる！」と
催促しながら、編集していた頃が
懐かしい……(-̲-;)（Ｙ）
千葉リハのロビーもクリスマス仕様
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