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※　このページは就労準備プログラムに参加しているメンバーが作成しています！

1． やさしい心理講座　毎月第１火曜日　午後

２．誕生日会　毎月第４水曜日　午後

「やさしい心理講座」は、就労支援の１つとして行われているプログラムになります。

いずれ就労したいと考えているメンバーが参加しています。

臨床心理士の先生から、自分の病気や心のコントロールを学ぶ事が出来ます。

プログラムの内容としては、

①病気を知る ②自分を知る ③気持ちのコントロール ④コーピング ⑤呼吸法

の全５回で１クールとなっており、仕事を始める上で必要な準備に取り組んでいます。

※このプログラムに参加するには、主治医の許可が必要です。

毎月開催される誕生日会♪

その月のお誕生日の人の名前がホワイトボートに書かれ、

希望者には色紙が贈られます。

音楽プログラムのメンバーが練習した曲を演奏し、

スタッフは「ハッピーバースデー」を歌います。

ケーキがふるまわれ、お楽しみのビンゴ大会があります。

【参加者の声】

〇毎月違うケーキが出るので嬉しい。

〇ビンゴ大会の景品を楽しみにしている。

〇お誕生日月の人が前に出て、一言を言うのが楽しみ。

〇ホワイトボートをかわいく飾ってくれて工夫してくれるのが嬉しい。



1(金) 2(土)

4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土)

園芸/農園 絵画 ハトフルジム 園芸 体操／農園 清掃活動

体操/就労 ピンポン 就労準備 創作 あーだこーだ DVD体操

11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土)

園芸/農園 絵画 ハトフルジム 園芸 DVD体操 働く人の座談会

DVD体操 ピンポン 就労準備 創作 農園 ストレッチ

18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土)

絵画 ハトフルジム 園芸 DVD体操 清掃活動

ピンポン 就労準備 創作 農園 DVD体操

25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土)

園芸/農園 絵画 園芸 DVD体操

DVD体操 ピンポン 創作 農園

7月デイケア予定表
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　　　※「ハトフルジム」はボクササイズの事です。　
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大掃除
傘立ての整理を月末の晴れた日

に行うことになりました。玄関をき

れいに保つため、置き傘はしない

ようお願いいたします。

デイケアへのお問い合わせ ０４４－８３３－７３８８

プログラムは予告なく変更となる事があります

ので、予めご了承ください。

★補足★

９：２５～ ラジオ体操

９：３０～ 朝のミーティング

１０：２０ 昼食注文 締切

１４：５０～ 午後のミーティング

１５：００ 夕食注文 締切



交通安全教室
今年も高津警察のご協力をいただき、7月1日(金)に交通安全教室を行うことになりました。
前回は自転車に関する交通ルールを教えてもらいましたが、今回は歩行者向けとなります。
正しい交通ルールを知り、安全な生活を送りましょう。

ハトフルジム　
ボクササイズや筋トレを楽しみながら出来るこのプログラム！

運動に十分なスペース確保ができるよう15名定員で実施してます。

事前に申し込みをできるのは「週2回まで」ですのでご注意ください。

当日、参加者が15名を下回っている場合は予約なしでも参加が可能です。

栄養教室
７月の栄養教室は、「梅雨の食材保管方法とお酢の効果」についてです。
梅雨は涼しい日もありますが、多湿なので食品の管理には気を付けたいですね。
それぞれの食材に合った保管方法を教えてもらいましょう。

また、食品の保存に活用される“お酢”の効果にも注目です。

正しい使い方やその保存＆健康効果についても聞いてみましょう。

ストレッチ
隔週の土曜に実施しているこのプログラム。

健康運動指導士の指導の下、ストレッチや筋力トレーニングなどの運動を行っています。

運動不足を感じているの方や筋力アップを目指している方は是非参加しましょう！

   　　ものづくり
「ものづくり」は陶芸・革細工に加え合同作品の制作などが出来るプログラムとなっています。

7月5日・12日に限り、恒例のTシャツの絞り染めを行います。

購入予定の方は事前予約が必要ですが、作業の体験は予約なしでも可能です。

絞り染めに関心のある方は、詳細を確認の上ご参加ください。

   　　農園＆園芸
7月からは本格的に農園チームが病院敷地内で活動を始めます。

まずは月・金に実施しますので、月曜は園芸と合同です。

夏は野菜のお世話と草むしりで忙しい時期です。熱中症に気を付けながら作業を行いましょう！

　　　　　　就労準備プログラム
就労準備プログラムは主治医に相談の上ご参加ください。
↓就労関連プログラムは水曜以外にもありますので、併せてご参加ください。
月初または月末の（月）午前・月間予定表作成（対象：就労を検討している方）
第１（火）午後・やさしい心理講座（対象：就労準備プログラムに参加中の方）
第３（土）午前・働く人の座談会（対象：現在就労しているデイケアメンバー）



★参加時間★
実施曜日 滞在時間
月～土 3時間
月～土 3時間

デイケア 月～土 6時間
※　ショート（午後）は昼食を食べる場合を含め、12時以降に入室してください。
★外出可能な時間・・・・・１２：３０～１３：００　デイケア参加者

１５：３０～１６：００　デイケアで夕食まで残る人
※ショートケアで参加の場合途中の外出はできません

＜感染対策について＞
１、入室手順の変更
　◎デイケア前に並ぶのは８時５０分以降にしてください。外来で待つことも出来ません。
①検温（玄関ホール）
②手指消毒（玄関ホール）
③入室・・・午前：男性はＡホール、女性はＢホールから。午後：男女ともAホールから。
④手洗い・・・午前：男性Ａホール、女性Ｂホールの流しを使用。午後：どちらの流しでも可。
　１、外用マスクを外す→　２、手洗い→　３、院内用マスクを付ける　
　※マスクを忘れた場合は院内売店でご購入をお願い致します。
　※問診票の代わりに出席簿の体調「良/不良」の欄への記入をお願い致します。
　　　
２、持ち物について
・筆記用具（個人活動で使う色鉛筆等を含む）をご持参ください。
・デイケア（院内）専用マスクをご持参ください。外から付けてきたマスクは捨てるか手荷物へ。
・荷物や上着は基本的にロッカーにしまい、テーブルの上には置かないようお願いします。
・飲食物を冷蔵庫に保管する際は、記名の上、必ず当日中にお持ち帰り下さい。

３、プログラムについて
・プログラム参加者が多い場合、参加していない方に移動をお願いすることがあります。
・テーブルを作業台にする場合やテーブル移動をするプログラムでは

　飲み物等を置くテーブルを用意します。流し周辺や共有の棚に置くのは避けましょう。

９～10時

入室時間
９～10時
１２～１４時　　ショートケア(午後)

　　ショートケア(午前)

お 知 ら せ

大型の作品が完成間近！

4月上旬、共同制作について一回目の話し合いがあったそうです。

その後、下絵を描く作業が進められ5月には色塗りも始まりました。

6月下旬になりいよいよ完成間近！！

サークルメンバーが一つの模造紙を囲んで作業をしていると、サークル以外の人が

覗き込んで「すごいね～」「上手だね！」と声をかけている姿をよく目にしました。

完成したらデイケアだよりに掲載予定ですが、

是非、デイケアホールで実物もみて下さい！！









夏は野菜のお世話と草むしりで忙しい時期です。熱中症に気を付けながら作業を行いましょう！


