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今年は第 29 回！
テーマ 「心のてをつなごう 結」

リバーサイド祭
９月３０日（日）
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10 時 30 分～ 15 時
雨天決行
なしの木学園は
14 時 30 分まで

お隣のなしの木学園、リバーサイド泉Ⅱ光梨と
会利
合同開催！
計用
地域の皆さま、どうもありが
とうございます。
お体に気をつけてご協力を続
けてもらえたら嬉しいです。
話し相手になってほしいので、気
軽にお祭りへ遊びに来て下さい。これ
をきっかけに近くの湘南台周辺まで一
緒に散歩してもらうなどボランティア
に来てもらえると嬉しいです＾＾
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リバーサイド祭、準備は着々と進んでいます！
リバーサイド祭担当
第29回リバーサイド祭＆第32回なしの木学園祭が毎年恒
例で今年も行われます！今、着々と準備が進められています
ので、これまでの流れをご紹介します。
お祭の実行委員が決定して、5月の「なしの木学園＆リバー
サイド泉＆リバーサイド泉Ⅱ光梨（ひかり）・合同ミーティ
ング」から各担当に分かれて準備をしています。
月１回の利用者さんの棟別話し合いの時間を利用してお祭の「テーマ」
と「模擬店メニュー」のアンケートをしました。10数個の意見の中から
テーマは「心のてをつなごう 結」模擬店メニューはリバーサイド泉ではたこ焼き、フランクフルト、焼き
そばの定番３品に加え新しく「肉巻きおむすび」を出します。今年初めてお祭に参加するリバーサイド泉Ⅱ
光梨では焼き鳥、マーボー丼、おこわを発売します！ぜひ、ご来場下さりご賞味ください。
そのほかにも、日中活動で利用者さんにお祭のテーマにちなんだ絵や文字を手書きで書いてもらったの
で、ポスターや展示に使用させてもらおうと考えています。
また、お祭当日の介助ボランティアさんやアトラクションボランティアさん、備品をお借りする各施設の
方々、販売に来て下さる事業所の方々、道路閉鎖などでご迷惑をおかけする近隣の方々など、地域の方々に
多数ご協力いただき毎年実行することができています。
今年も楽しく充実したお祭りにしたいと思いますので、ぜひご来場ください！！
※肉巻きおむすびは「29回」の「にく」とテーマである「結（むすび）」にかけたメニューです。

日時：平成２４年９月３０日（日）
１０：３０～１５：００
雨天決行(なしの木学園は１４：３０まで）
※駐車スペースが少ないため公共交通機関利用の
ご協力をお願いします。
年に１回のリバーサイド祭
なので利用者みんな楽しみ
にしています。

毎年、家族が顔を
出してくれて嬉し
いです。
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地域の方々、日頃からお世話
に な り、大 変 感 謝 し て い ま
す。リバーサイド祭でも毎年
ご協力いただき、ありがとう
ございます。みんなで楽しい
お祭りにしたいので、これか
らもよろしくお願いします。
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おしゃれ班

卓上班

顔のマッサージをしたり、爪
みがき、ヘッドマッサージなど
お化粧するだけではなく、日頃
から綺麗でいられるように支援
しています。化粧をしたりマニ
キュアをすると皆さんの表情が
とても輝きます。

オセロや将棋など、毎年行わ
れる卓上競技大会に向けて頑
張っています。皆さん真剣に取
り組み優勝を目指して
います。

今年も無事に富士塚祭へ参加してきました！！
富士塚祭担当
昨年は雷雨の影響により小規模での参加となってしまったこと
もあって不安を感じておりましたが「一人でも多くの方にお祭り
の雰囲気を味わってもらいたい！」の思いを胸に職員一丸となっ
て準備を進めて参りました。
当日は職員一同の願いが通じたのか雨の心配もなく、この時期ら
しい熱帯夜の中を職員、
利用者さん、ボランティ
アさんの総勢８０名で会
場の富士塚幼稚園まで大
移動を行ないました。
今回、天候にも恵まれて
会場はすでに多数の来園者で大盛り上がりで
したが「リバーサイドさん到着しました！」
のアナウンスをいただき拍手で迎えて下さい
ました。
そして、今年も多くのボランティアさんの
方に参加していただき、富士塚祭を盛り上げ
ていただきました。暑い中、盆踊りや模擬店などへ
一生懸命に利用者さんと足を運んでくださり、利用
者さんも笑顔で楽しむことができました。
最後に、今年も沢山の方々に支えられながら富士
塚祭へ参加することが出来ました。
ご協力下さったボランティアの方々、地域の方々、
本当にありがとうございました。来年もよろしくお
願い致します。
↑作業班では販売もさせていただきました！

リラクゼーション班

職業体験班

園芸班

心地良いアロマと音楽の中、
リラックスした時を過ごしてい
ます。車椅子からマット上に降
りる事で解放感を体験してもら
います。また、ボールやお散歩
など個人に合わせて体を動かし
ています。

ねじ回しや部品の組み立てに
チャレンジしました。また、手
先のトレーニング
の為にハサミを使
用したり、折り紙
やものづくりをし
ています。

植物を育てたり、お花の観賞
を楽しんでいます。また、写真
や生の植物を持ってきて育て方
などの勉強も行なっています。
押し花を作成した後、展示でき
るように貼り付けて多くの方に
楽しんでもらっています。

ボランティアＨさんのご紹介
リバーサイドでは日々
様々な形でのボランティ
ア活動に支えられていま
すが、Ｈさんは今年の２
月から月に２回のペース
で来ていただいているボ
ランティアさんです。主
に作業活動やクラブ活動
に参加していただいてい
ます。
ボランティアさんに助けられるいくつかの視点があ
りますが、何よりも利用者は外部からいらっしゃるボ
ランティアさんと接することで施設内での限られた人

間関係から一歩踏み出すことができます。
Ｈさんがユーモアを交えた優しい口調でご自分の
経験を話してくださると、利用者さんは興味津々、い
つもと違う時間を持ちとても楽しそうにしています。
施設内で利用者さんの個別のニーズに満足できる
ように答えることはなかなか難しい問題ですがＨさ
んの幅広く深い知識や経験、素敵なお人柄に触れて、
利用者さんはもちろん職員も共に癒され、助けられて
いると感じています。Ｈさんがいらっしゃる木曜日を
いつもみんなで楽しみにしています。

ボランティアのご応募はこちら
ボランティア担当：坂井・西田
広報担当：岩瀬
０４５-８０４-２１９１
E-mail : riverside-v@ysjk.jp

よこはまリバーサイド泉

相談支援事業について

放課後等デイサービス開始！ わかば

「誰もが住みやすい社会」をモットー
に６月より相談支援事業所を開設しまし
た。福祉サービス利用を始め、ご本人の
健康やご家族のこと、施設から地域移行
と、その人らしく生き生きとした生活が
を 送っ てい ただけ るよう 支援 して いま
す。身近で継続的に相談
できる場所として、専任
の相談支援員を配置して
います。どうぞお気軽に
ご相談ください。

８月より重症心身障害児の放課後等
デ イ サ ー ビ ス が 始 ま り、８ 月 ６ 日
（月）に は、利 用 者 さ ん、そ の ご 家
族、学校関係の方々に出席いただき、
関係者の顔合わせを行いました。
普 段 は、別 々 の
学校に通われている方との交流もあ
り、とても楽しく、関係づくりの良い
機会となっていました。
年齢層がより広がり、様々な年代の方
が利用される施設になりました。
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よこはまリバーサイド泉

〒 245-0017 横浜市泉区下飯田町 355

TEL 045-804-2191
FAX 045-803-6239
E-mail : riverside-2@ysjk.jp
ボランティア用 E-mail : riverside-v@ysjk.jp
ＵＲＬ : http://www8.ocn.ne.jp/~river/
リバーサイド泉

交通：相鉄いずみの線「ゆめが丘駅」、市営地下鉄「下飯田駅」徒歩10分、「湘南台駅」徒歩19分

リサイクルで福祉に貢献しませんか！
缶ジュースのプルトップ総量８００～１０００キロで車椅子一
台と交換できます。
エコキャップ（ペットボトルのキャップ）、800 個でポリオワク
チン一人分が購入できます。是非、当施設までお持ちください！

古布の寄付募集！
施設では、清拭に使う古布（木
綿）が不足しています。不要な古布
をお持ちの方、寄付していただけると助かり
ます。 担当：林・坂井
平成２４年１０月

