
＜アート教室 5月9日（土）13:30～15:00 ピュアはーとにて＞

５月のアートプログラムは「トレーシングペーパーに描く玉

ねぎ」で、３名の参加でハウスでの実施になりました。玉ねぎ

の皮を少しむいて感触を確かめたり、根っこや形をよく眺めて制作しました。

玉ねぎの皮に似たトレーシングペーパーを切って貼った上に色鉛筆で彩色し

て玉ねぎの完成です。

皮が踊るようにペーパーを貼って、玉ねぎの香ばし

いような色で描き込んだ玉ねぎの雰囲気たっぷりの

作品やコロンと手に取れそうな玉ねぎの作品ができ

ました。

６月は７名の参加で「面白い形」というアートプログラムでした。折り畳ん

だ紙に墨汁で形を描き、開いてできた空間を気ままな線でつなぎ、色鉛筆で彩

色する、画面変化と墨の表情を楽しみました。

抽象表現の力強い作品や宇宙や花をテーマに盛り込んだ楽しい作品ができま

した。何ができるかわからない不思議な制作になりました。来月は第2土曜日

７月11日の開催予定です。初めての方もお気軽にご参加ください。
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＜6月20日（土）14:30～16:15 青葉台コミセン和室３にて＞

今年度新企画として、学習会の1回目が行わ

れました。参加者は、会員19人 会員外11人の

計30人でした。

「講師 県立吉田病院 子どもの心診療科

小児科医 特別支援教育士（S.E.N.S.E）

スーパーバイザー 新田初美先生

テーマ『子どもの育ちいろいろ-発達障害って何？』

講演３０分 質疑応答（Q＆A）１時間

先生は、発達障害児の子育ての困り感を詳しく解説し、具体的にこのよ

うに対応したらいいのでは・・と教えてくださいました。また、先生のお

話は、お母さんお父さんならどなたでも聞いてほしい一般の子育てのヒン

トが満載でした。後半の質疑応答では、保護者の悩みに共感される方も多

く、良い学習会となりました。 次回は、9月12日（土）です。学習会の準

備等、会員の方にお願いすること思います。ご協力お願いします。

参加者の感想
（アンケートより・17枚回収） 評価 大変

良い１３人 良い３人 普通 1人

◎先生の話が具体的でとてもわかりやすかっ

た

◎先生のお話と質問コーナーが結びついてよ

りわかりやすかった

◎口の字になって、堅苦しくなく雰囲気がよ

かったです。

◎安心」が守られることが第一という先生の

言葉を心にとめておきます。

◎子どもの立場に立って考えているつもりで

も、ついつい親の欲が出たり世間の目が気に

なることも多い

なと振り返りました。

◎自閉症の基礎から学ぶことができました。

◎障害の特性だけでなく、親子の関わり方に

まで、とてもわかりやすいお話で（ほっとす

るようなお話の仕方で）とても参考になりま

した。

学習会打ち合わせ 6月6日

15:00～16:30 青葉台コミセン多目的２

参加者7名

学習会まで日にちが無い中、7名の方が

集まってくれました。まず、お互いに自

己紹介をし、自分の困り事を話し合いま

した。その過程で自分はこのようにして

きた、自分はここが困ったなど、会員同

士、充実した意見交換がなされました。

緊急企画
＊学習会の振り返り会
7月９日（木）19:00～21:00

青葉台コミセンかピュアはーと
学習会に参加された方、都合

で参加できなかったけどどのよ
うな内容だったか聞きたい方等

次回の9月12日の学習会に向け
て繋げたいので参加可能な方は
参加ください。
申し込み7日までに田中へ

＜ピュアニュース＞

ＵＶレジンが
流行っています

ピュアはーとでは、UVレジンが流

行っています。押し花やビーズやさ

をり布等にレジン液をかけ、UVライ

トを照射すると出来上がる製法

です。今後、どのような作品が

できるか楽しみですね。

＜ピュアオリジナル
商品開発中＞

ピュアはーとと言えば、さを

り織とアルパカ。これをうまく

商品にいれようと

ピュアはーとでは、作業ボラン

ティアの方々とピュアオリジナ

ル商品を開発しています。どの

よう

な商品になるかお楽しみ。

＜作業ボランティアのお願い＞
平日10:00～12:00に作業のお手伝いが可能な方、

ボランティアを募集しています。

利用者とお茶タイムもあります。ぜひぜひ、一緒

に過ごしてください。

作業内容 ・アルパカ玉作り ・アルパカストラッ

プパーツ作り ・さをり織のポプリ作り ・さをり

織のマカロン作り ・畑の草取り ・施設整備等

おでかけ
ひまわり食堂

5月28日ひまわり食堂にて昼食を食

べに行きました。

ピュアはーとから歩いて５分程度

の場所にある「ひまわり食堂」に行っ

てきました。味とボリュームに大満

足な昼食タイムでした。

＜七夕飾り＞

七夕の季節ですね。ピュ

アはーとでは子供たちが

竹を取りに行き、短冊や

飾りを作っています。ど

んな素敵な七夕になるの

か楽しみですね。

＜公園遊び＞
暑かったり寒かった

りとなかなか気候が安

定しない季節ですが、

子供たちは元気に外遊

びを満喫しています。

広い自然の中で好きな

遊びをしながら、好き

な歌を大きな声で歌う

のが気持ちがいいみた

いです♪

【NPO法人 今後の予定】

① 7月11日（土）アート教室：13:30～15:00青葉台コミセンかピュアはーと 参加費1人500円

② 7月25日（土）親父の会＆そーめん流し

③ 8月22日（土）青葉台夏祭り

④ 9月 5日（土）アート教室：13:30～15:00青葉台コミセンかピュアはーと 参加費1人500円

⑤ 9月12日（土）学習会2回目：新潟大学教育学部 長澤教授を招いて

⑥ 9月19日（土）ともしび祭り：展示と販売

⑦ 9月20日（日）ふれ愛コンサートステージ発表（長岡看護福祉専門学校と合同出演）

⑦10月 3日（土）アート教室：13:30～15:00青葉台コミセンかピュアはーと 参加費1人500円

⑧10月17日（土）麦種まきとピザパーティ

⑨10月24日（土）長岡看護福祉専門学校「若葉祭」：よさこいステージ参加（予定）



＜6月20日（土）13:30～14:00 青葉台コミセン会議室３＞

放課後等デイサービスピュアはーとが6月より開所し、同

月20日に開所式を行いました。ご多忙の中多くの方にご

来席いただき、誠にありがとうございました。活動紹介

は子供たちが緊張しながらも一生懸命発表してくれまし

た。これからも子供たちと一緒に、楽しく暖かい居場所

を作っていきたいと思います。今後とも宜しくお願いい

たします。

定期総会 5月17日（日）13:30～16:00
参加者11名 委任状32名の総数43名の出席で過半数を超えましたので、無事開催

することができました。また、平成26年度会計報告・事業報告 平成27年度予算案・

事業計画案・役員体制について、満場一致で可決されましたことをご報告いたしま

す。以下、平成27年度からの変更点です。

『運営に関する事項』理事（5名）・監事（1名）副理事：品田氏から栗林氏に代

わりました。理事：品田氏および長谷川氏が理事を退任されました。今までありが

とうございました。また、新たに常務理事を定款に設けて、理事：刀根氏が常務理

事となる事を承認されました。

『会報に関する事項』毎月1回発行していましたが、年4回の発行になりました。

共同募金会助成金
交付式典参加

（副理事：田中）

6月18日（木）10:00～11:00

幸いプラザ6階会議室

新潟県共同募金会より 小

規模作業所作業材料費および

作業整備のための助成金

長岡市共同募金会より 地

域交流のための助成金が交付

されました。

みなさまの募金に感謝し、

大切に使わせていただきます。

国際ソロプチミスト
長岡様より 支援金の
寄付をいただきました。

がんばって活動している団

体として、支援金交付となり

ました。子供たちが生き生き

と池を作っている様子を見ら

れ、「いい活動ですね」とお

褒めの言葉をいただきました。

大切に使わせていただきます。

ありがとうございました。

放課後等デイサービス事業勤務
4月1日より 西脇秀和

はじめまして。西脇秀和と申します。体を動かしたり、頭を使ったり、とにかく

楽しいことが大好きな４２歳です。子どもたちの元気に負けないよう頑張ります。

どうぞよろしくお願い致します。

地域活動支援センター勤務 6月1日より 奈良場久美子
心地良い風と木々の緑、そして閑静な住宅街。心が洗われるようなこの素敵な環

境に浸っています。素晴らしいスタッフと一緒に利用者さんの笑顔がいっぱい生ま

れますように、いい時間を積み重ねたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

地域活動支援センター兼務放課後等デイサービス事業勤務
7月1日より 安達麻衣子

初めまして! 安達麻衣子と申します。3人の個性豊かな男の子の母です。ハンド

メイド、ミュージカル、絵を描くこと、歌うことが大好き。元気いっぱい頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いします!

ＮＰＯ法人より
お願い

正会員のみなさま。退会届

のない限り自動継続となって

います。すみませんが、会費

のまだの方は以下の口座に振

り込みをお願いいたします。

また、賛助会員のみなさま。

どうぞ、当法人を支えてくだ

さい。今年度も引き続き継続

をよろしくお願いいたします。

越後丘陵公園リレーマラソン大会 5月24日（日）10:00～
越後丘陵公園にて開催されたリレーマラソン大会に子どもた

ちと出場しました。当日は快晴で絶好のマラソン日和でした。

私たち「ピュアはーととその仲間たち」チームは、子供３名、

職員２名、助っ人４名、計９名でタスキを繋ぎながら42.195㎞

走破することができました。子供たち子供からは「来年も出場

したい」また、今年出場できなかった子供からも「来年は出場

したい」など来年に向けて、力強い言葉が聞かれました。

5月の調理（ホットケーキミックスでデザート）

5月に ホットケーキミックスってすご

いって知っていますか？

今回は、ホットケーキミックス3袋で超簡

単ケーキを作ってみました。ミックスにヨー

グルト・砂糖・卵を入れ、チーズケーキ様なロー

カロリーケーキ、ココアとバター・卵を入れ、コ

コアパウンドケーキ、オーソドックスなホットケー

キの3種類を作りました。ワン・トゥー・スリーで

焼くだけ調理。それぞれとても美味しかったです。

レシピの必要な方は、ピュアはーとまで。

地域奉仕活動
今年度から毎月1週間を地域

奉仕活動週間として、利用者と

遊歩道や公園等のゴミ拾いや草

取りを始めました。地域の方に

挨拶をし、地域の方と触れ合う

いい機会となっています。

6月の男の料理（おにぎりと豚汁）
男性４名、男性職員１名、女性

ボランティア１名で「おにぎり」

「豚汁」「ポテトサラダ」の３品

を作りました。当初はボランティ

アに頼ることなく、男が考え、男

だけで頑張ろう！と意気込んでい

ましたが、いざふたを開けてみると、思うよう

にいかないことばかりで、結局はボランティア

さんのお世話になりっぱなしでした(^^;)しかし、

みなさんが頑張ったその甲斐あって、大変おい

しくいただくことができました。

5月と6月のアート教室

日中の利用者さんのご

要望に応え、5月・6月に

アート教室を行いました。

5月は色鉛筆玉ねぎ、6月

は立体アートを作りま

した。1時間程度でし

たが、

とても

楽しそ

うでし

た。

ビーズ教室
家族にブレスレットをプレゼント

したいとの利用者さんの要望に応え、

ビーズ教室を行いました。自分の好

きなビーズや石を選んでつなげてい

くブレスレット、素敵ですね。また、

日頃から自宅でビーズ作品を作って

いる利用者さんが初めて参加されま

した。さすがにビーズをやっている

方ですね。短時間で緻密な立体的な

お花のビーズストラップができてい

ました。お二人ともとても楽しかっ

たと目を輝かせていました。

川柳教室（毎月第一木曜日10:00から）
毎回楽しそうに川柳に挑む姿が印象的。回を追うごとに

どんどんうまくなっていますね。

◎4月9日 （テーマ：花）

「ゆきつばき 風景に散る 並木道」 酒井信宏作

「あたたかい 春の日差しで 花が咲く」 田中翠恵作

「チューリップ 笑顔をくれて ならんでいる」 田中

翠恵作

◎5月14日 （テーマ：花）

「水芭蕉 うすみどり色よ 涼しそう」 酒井信宏作

（テーマ：新茶）

「茶摘み畑 八十八夜よ 収穫時」 酒井信宏作

◎6月11日 （テーマ：梅雨）

「梅雨続き 涼しげ彩づく 紫陽花よ」 酒井信宏作

（テーマ：花）

「菖蒲湯よ 心をいやす 風景だ」 酒井信宏作

Ｇ－Ｇプロジェクト
４月より「G・Gプロジェクト」

を立ち上げ、地域活動支援センター

と放課後等デイサービスのメンバー

で日々活動しています。G・Gとは

「緑（Green)で元気（Genki）にな

ろう」という意味が込められてお

り、「花」「池」「畑」の３プラ

ンが同時進行中です。

自然を感じ、触れ合いながら、

メンバー同士で楽しく活動してお

ります。

◎VIGOケーキ店 6月17日（水）
13:00～14:00 参加者：3名 職員：1名

VIGOさんは、ピュアはーとの利用者さんが織っ

たさをり織を大変気に入ってくださり、さをり織

マットを購入された方です。そのご縁で、今回お

店に行ってきました。好きなケーキと飲み物を各

自選んで楽しみました。写真のケーキは、豆腐の

チーズケーキ。とてもあっさりしておいしかった

そうです。店の雰囲気も若者向けだけど落ち着く

感じでGOOD! また、機会があっ

たら行きたいとのことです。


